
 
 

１．２０２０年度御依頼について 

（１）両別院経常費 

  門徒指数×１,３００円をご依頼いたします。 

   ※２０１７年２月実施 第３回門徒戸数調査より算出された新指数 

（２）長浜・五村別院建造物修復整備事業懇志金 

  総御依頼額を完納いただきましたご寺院には感謝状、記念品を贈呈しております。 

 

２．納骨について 

 阿弥陀如来を安置する須彌壇下にご遺骨をお収めし、本堂にて読経いたします。 

長浜別院 

種別 納骨日時 納骨志 

固定日納骨 
毎月 ３回第１日曜日・１３日・２８日 

午前１０時 ※１０月より１１時 
一体７万円より 

別座納骨 ご希望日時（要相談） 一体９万円より 

 

五村別院 

種別 納骨日時 納骨志 

納骨 随時受付（要相談） 一体７万円より 

 ・１週間前までに申し込みが必要になります。 

 ・仏事・行事の都合により、お取り扱いできない場合がございます。 

 ・お収めしたご遺骨はお返しすることができませんので、お含みおきください 

 

３．永代経について 

（１）永代経 

 長浜・五村別院では永代経を随時受け付けております。 ご志納いただき、後日永代経

のお繙き(初めての読経)を行い『法名記』に記載します。 

永代経 永代経志 お繙き（初めての読経） 

長浜別院 一体５万円より 年４回（３・６・９・１２月） 

五村別院 一体５万円より 随時（要相談） 

 

（２）永代経祥月法要 

 永代経をご志納いただいた皆さまに永代経祥月法要のご案内、春秋彼岸会のご案内を

１０年間送付いたします。 

 ・長浜別院 祥月法要：毎月第３火曜日 午前１１時から 

 ・五村別院 祥月法要：毎月第３水曜日 午前１１時から 

  ※仏事・行事の都合により変更になる場合がございます。 



４．申経について 

 長浜・五村別院では申経を受け付けております。 

申経 申経志 日時 

長浜別院 

本堂（桜の間）にて読経 
一体５千円より 一週間前までに要予約 

五村別院 

本堂（大広間）にて読経 
一体５千円より 随時（要相談） 

 ・仏事・行事の都合により、お取り扱いできない場合がございます。 

 

５．長浜別院仏結婚式について 

 挙式場所：長浜別院大通寺 本堂 

 ・仏事・行事の都合により、お取り扱いできない場合がございます。 

  ※詳細につきましては、長浜別院までお問い合わせください。 

 

６．蓮如上人御影道中日程について 

 御下向 ２０２１年４月１７日～４月２３日 

 御上洛 ２０２１年５月 ２日～５月 ９日 

（１）五村別院 お立ち寄り ２０２１年５月６日 午後２時３０分ごろ 

（２）長浜別院 お立ち寄り ２０２１年５月７日 午前９時１０分ごろ 

 

７．五村別院 五日講・五日会について 

（１）五日講 

 ２０２０年１０月５日 

 五村別院開基である教如上人の祥月命日１０月５日に五日講を厳修いたします。 

（２）五日会 

 五村別院開基である教如上人の月命日の５日をご縁として聞法会をいたします。 

 ２０２１年３月※ 

 ２０２１年４月※ 

 ２０２１年５月６日（蓮如上人御影道中のため６日） 

 ２０２１年６月※ 

 会 場：五村別院 本堂 

 時 間：午後２時から午後４時 

 ※３月・４月・６月の五日会は全３回の連続講座を予定しております。 

 

８．別院教化事業 

（１）しんらん講座 

講 師：訓覇 浩 師（三重教区 金藏寺） 

 日 時：２０２１年 

     第１回 ３月１６日（火）  第２回 ４月２０日（火） 会場：五村別院 

     第３回 期日未定（火）   第４回 ６月１５日（火） 会場：長浜別院 

 受 付： 午後１時３０分より 

 時 間： 午後２時から午後４時 

 受講料： １回５００円 

 



（２）御坊さんお勤め講習会 

 日 時：２０２１年 

   第１回  ３月 ３日（水） 

   第２回  ４月 ７日（水） 

   第３回  ５月 ６日（木） 

   第４回  ６月 ４日（金） 

 会 場：長浜別院 大谷会館 講堂 

 時 間： 午前１０時から１１時３０分（受付：午前９時３０分より） 

 受講料： １回５００円 

 

９．営繕・環境整備について 

（１）長浜別院 

 ・重要文化財 大通寺含山軒及び蘭亭保存修理工事設計 

 ・仏具焼却炉設置 

（２）五村別院 

 ・土蔵解体工事 

 

１０．両別院清掃奉仕 

 ２０２０年の清掃奉仕については、新型コロナウイルス感染症拡大を予防するため、

中止いたします。 

 なお２０２１年から２０２３年までの各組清掃奉仕計画は表のとおりです。ご協力賜

りますようお願いします。 

長浜別院 ２０２０年 ２０２１年 ２０２２年 ２０２３年 

夏中前 

（春季） 

清掃奉仕 

中止 
第２４組 

第１２組 

第１３組 

第１７組 

第１８組 

第１９組 

第２３組 

第２４組 

第１２組 

第１６組 

第１７組 

第１８組 

報恩講前 

（秋季） 

清掃奉仕 

中止 
第１４組 

第１５組 

第１６組 

敦 賀 組 

第２０組 

第２１組 

第２２組 

第１３組 

第１４組 

敦 賀 組 

第１５組 

第１９組 

第２０組 

第２１組 

     

五村別院 ２０２０年 ２０２１年 ２０２２年 ２０２３年 

夏中前 

（春季） 

清掃奉仕 

中止 
第１８組 

第１９組 

第２０組 

第２４組 

第１２組 

第１３組 

第１７組 

第１８組 

第１９組 

第２３組 

第２４組 

第１２組 

報恩講前 

（秋季） 

清掃奉仕 

中止 
第２１組 

第２２組 

第２３組 

第１４組 

敦 賀 組 

第１５組 

第１６組 

第２０組 

第２１組 

第２２組 

第１３組 

第１４組 

敦 賀 組 

第１５組 

 



１１．長浜・五村両別院報恩講について 

 長浜別院 ２０２０年１０月２２日（木）から２５日（日） 

 五村別院 ２０２０年１０月２８日（水）から３１日（土） 

 

 ２０２０年報恩講では、新型コロナウイルス感染症拡大を予防するため、内容が一部

変更となります。ご注意いただき、ご理解くださいますよう願いいたします。 

 

（１）晨朝：内勤め（外陣勤め）とし、ご法話は中止いたします。 

（２）参拝：各寺院への依頼は行わず全座自由参拝といたします。 

（３）出仕：下記割当表から各組より日中２名・逮夜２名のご出仕をお願いいたします。 

      晨朝の出仕の受け入れを停止いたしますのでご了承ください。 

（４）団体参拝補助（例年通り） 

 両別院報恩講に、バスを用意し団体参拝を実施していただいた組に下記のとおり補助

をいたします。 

 ・第１２～２４組 バス１台につき １０,０００円補助 

 ・敦 賀 組 バス１台につき ３０,０００円補助 

 

※今後の新型コロナウイルス感染状況により、日程等が変更になる場合があります。 

 

２０２０年 長浜別院報恩講参勤割当（日中・逮夜） 

１０月２２日（木） 第１６組 第２０組 第２４組 第１４組  

１０月２３日（金） 第１７組 第２１組 敦 賀 組 第１５組  

１０月２４日（土） 第１８組 第２２組 第１２組 第１６組  

１０月２５日（日） 第１９組 第２３組 第１３組 第１５組 第１４組 

 

２０２０年五村別院報恩講参勤割当（日中・逮夜） 

１０月２８日（水） 第２０組 第１７組 第２１組 敦 賀 組  

１０月２９日（木） 第１４組 第１８組 第２２組 第１２組  

１０月３０日（金） 第１５組 第１９組 第２３組 第１３組  

１０月３１日（土） 第１６組 第２０組 第２４組 第１９組 第１８組 

 
資料 長浜別院 次年度（２０２１年）報恩講参拝参勤割当表（予定） 

１０月２２日 第１４組 第１９組 第２３組 第１３組   
１０月２３日 第１６組 第２０組 第２４組 第１４組   
１０月２４日 第１７組 第２１組 敦 賀 組 第１５組   
１０月２５日 第１８組 第２２組 第１２組 第１６組 第１５組 

 
資料 五村別院 次年度（２０２１年）報恩講参拝参勤割当表（予定） 

１０月２８日 第１８組 第１９組 第２３組 第１３組   
１０月３９日 第１６組 第２０組 第２４組 第１４組   
１０月３０日 第１７組 第２１組 敦 賀 組 第１５組   
１０月３１日 第１８組 第２２組 第１２組 第１９組 第２０組 

 

以上 


