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○教務所長巡回について御礼 

９月２６日（土）をもって、全１４ヵ組の各組巡回が終了しました。皆様には、ご多用のな

かご出席いただきましたこと、厚く御礼申しあげます。詳細は別紙報告書をご覧ください。 

 

○宗派経常費御依頼額の超過・正信偈書写本の奨励について（お願い） 

新型コロナウイルス感染拡大により、寺院活動や門

徒の経済に大きな影響があることを鑑み、本年度の

全国への宗派経常費御依頼額は、昨年度と比較して

約１０億円減額されました。これにより長浜教区へ

の御依頼額も約１,３００万円減額されました。一方

で本山の財政状況も大変逼迫しており、また御依頼

額の減少により、来年度の教区・組への交付金額が

減少するため、教区及び組の運営に大きな影響を及

ぼすことが予想されます。 

 

つきましては、教務所長巡回の折にご説明並びに

お願いをさせていただきました経常費の超過（御依

頼額以上の納金）について、あらためてご検討いた

だき、ご協力をくださいますようお願いいたします。 

 

御依頼額以上の納金を諸懇志でいただけた場合には、２,０００円につき一冊『正信偈書写

本』をお渡しいたしますので、ぜひ超過納金に活用いただき、また各寺院での教化活動の一助

としてお役立てください。 

 

＜超過による本山からの御礼として＞ 

賦課金に滞納が無く、過去２カ年度（2018年度・2019年度）の経常費御依頼が完

納し、本年度経常費御依頼の納金額が御依頼より超過した場合は、超過額に対し

て、超過額の倍額相当の超過納金証明書を交付いたします。 

なお、この超過納金証明書は、僧侶の法要座次や衣体許可申請をする際に使用で

きます。 

例：経常費御依頼額の納金が御依頼よりも５万円多くの納金いただいた場合は、

１０万円の超過納金証明書を交付します。 

発行日／２０２０年１０月１日 
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管内月報は、教区ホーム 

ページからもダウンロー

ドしてご覧いただけます。 

メニュー＞ダウンロード

（スマートフォン対応） 



○五村別院「五日講」をお勤めします 

１０月５日（月）に、五村別院にて「五日講」をお勤めい

たします。ご参拝の際は、体調に充分ご注意いただき、マス

クの着用をお願いいたします。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

○長浜別院・五村別院報恩講のご案内 

下記のとおり両別院において報恩講を厳修いたします。ご参詣の際は、体調に充分ご注意い

ただき、マスクの着用をお願いいたします。詳細は同封の案内をご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

日 程 

13:30 御廟所及び本堂にて勤行 

     引き続き、五村別院「由来書」拝読      

14:30 法話（2 席） 

16:15 終了予定 

法話講師：近藤 龍麿 師（岐阜県大垣市 廣専寺） 

日　時 午前７時～ 午前１０時～１２時 午後１時～

10/22(木)
全戦没者追弔法会

本堂にて法話
初逮夜

本堂にて法話

10/23(金) 初晨朝
法話は中止

初日中
本堂にて法話

中逮夜
本堂にて法話
御伝鈔拝読

10/24(土)
中晨朝

法話は中止

中日中
（音楽法要）
本堂にて法話

結願逮夜
本堂にて法話

10/25(日)
結願晨朝
法話は中止 結願日中

2020年 長浜別院 報恩講

10/22(木)　法話　瓜生　崇　　師（京都教区　玄照寺）
10/23(金)　法話　澤面　宣了　師（第１６組　浄願寺）
10/24(土)　法話　三原　了雲　師（第２２組　來現寺）

日　時 午前７時～ 午前１０時～１２時 午後１時～

10/28(水)
全戦没者追弔法会

本堂にて法話
初逮夜

本堂にて法話

10/29(木) 初晨朝
法話は中止

初日中
本堂にて法話

中逮夜
本堂にて法話
御伝鈔拝読

10/30(金)
中晨朝

法話は中止

中日中
（音楽法要）
本堂にて法話

結願逮夜
本堂にて法話

10/31(土)
結願晨朝
法話は中止 結願日中

2020年 五村別院 報恩講

10/28(水)　法話　一色　孝　　師（第１３組　光西寺）
10/29(木)　法話　美濃部俊裕　師（第２４組　來入寺）
10/30(金)　法話　尾畑　文正　師（三重教区　泉稱寺）

「卓上 日めくりカレンダー 正信偈」  

    定価：本体 800 円（税別） 
 

●真宗門徒の毎日のお勤めとして親しまれる「正信偈」の

言葉を、真宗本廟（東本願寺）や渉成園、大谷祖廟の四

季の写真とともに掲載した日めくりカレンダー。「正信

偈」につづられたお念仏の教えにふれるきっかけとなる

ことを願い、裏面には書き下し・意訳も収載。お土産や

記念品として最適。 

出版コーナーから 新刊書紹介 



○「共学研修院」 第１期生の募集について 

本年度より、「長浜教区 共学研修院」を開設いたします。

この「共学研修院」は、長浜教区における課題の一つであった

「僧侶（特に若手・新人）の育成」及び、「法話のできる僧侶」

「僧侶（伝道者）としての心得」「基礎的な学習」に重点を置

いております。 

聞法・学習・発表を基調とし、宗祖としての親鸞聖人の教え

に聞き歩む「念仏者の誕生」に重点を置き、集中的に自らの学

習を深める場といたします。また、朋友と共に学ぶことの意義

を共有し、「講義」「攻究」「演習」「法話実習」を通して真宗念

仏者としての基本姿勢を養います。１０月１日（木）より、第

１期生の募集を開始いたしますので、ぜひご応募ください。詳

細にかかるお問い合わせは教務所（永井）までご連絡ください。 
 

 

○指定同朋の会サポート事業について 

長浜教区では、「指定同朋の会サポート事業」を実施いたし

ます。このサポート事業は、同朋会運動の願いを念頭におき「同

朋の会の結成」ならびに「お寺の活性化と充実」を目指すもの

であり、主体的に当事業を受け止めていただける寺院・地域・

組に対し、教導・補導を派遣します。 

また、同朋の会が未結成の寺院や結成後活動が停滞・休止し

ている寺院に対して、教区から当事業を実施されるよう個別に

働きかけを行います。 

２０２０年度は、教区内の５ヶ寺（地域）を上限に開催いた

します。開催を希望されるご寺院は、１０月末までに教務所ま

で、お申し込みください。 

 

 

研修期間：3ヶ年（2020年12月～2023年6月） 

研修日時：隔週金曜日19:00～21:00（原則） 

募集人数：10名 ※定員になり次第締め切ります。 

対  象：「開催趣旨」に賛同し、意欲をもって共に真宗教学を学び、真の朋友との値遇を

求めて止まない者。原則として長浜教区内の50歳以下の有教師。 

     ※「開催趣旨」をご理解いただいたうえで、坊守・門徒の方も可とします。 

研修費用：長浜教区から助成（但し、学習資料・宿泊研修等の実費は自己負担） 

応募書類：①共学研修院参加申込書 ②レポート「私のねがい」 

   
【住職任命】〈２０２０年８月２８日 任命〉 

第１８組 詫明寺 水谷 智宏    第２４組 明德寺 秦 信明 
 

【得度】〈２０２０年９月８日 受式〉 

第２２組 浄明寺 山下 定宏                  以上（敬称略） 



長浜教区・長浜・五村別院 2020 年 10 月行事予定 

 期 日 時 刻 行  事  内  容 会 場 

10/1(木) 

10:00 

13:30 

14:00 

教化委員会企画室④ 

教化委員会企画室（作業部会）③ 

部落差別問題等に関する協議会：Zoom 

大谷会館講堂 

大谷会館講堂 

長浜教務所 

2(金) 19:00 青少幼年部門会議③ 大谷会館講堂 

4(日) 13:30 帰敬式法座スタッフ事前研修会⑪ 大谷会館講堂 

5(月) 
9:30 

13:30 

教区坊守会三役会 

五日講（教如上人 御祥月命日） 

大谷会館講堂 

五村別院 

6(火) 14:00 講座研修部門会議③ 大谷会館講堂 

8(木) 19:00 組教導連絡協議会① 大谷会館講堂 

9(金) 13:30 長浜・五村両別院報恩講 準備連絡会 大谷会館講堂 

14(水) 13:30 近畿連区坊守会委員会① しんらん交流館 

15(木) 14:00 教化委員会企画室（作業部会）④ 大谷会館講堂 

16(金) 13:30 長浜・五村両別院報恩講 音楽法要リハーサル 長浜別院 

20(火) 11:00 長浜別院 永代経祥月法要 長浜別院 

21(水) 11:00 五村別院 永代経祥月法要 五村別院 

22(木) 
10:00 

13:00 

全戦没者追弔法会 

長浜別院 報恩講（～10/25まで) 

長浜別院 

長浜別院 

28(水) 
10:00 

13:00 

全戦没者追弔法会 

五村別院 報恩講（～10/31まで） 

五村別院 

五村別院 

11/4(水) 14:00 部落差別問題協議会「総会」 大谷会館講堂 
 
※上記「行事予定」につきましても、新型コロナウイルス感染状況により中止になる場合がご

ざいます。何卒ご了承くださいますようお願いいたします。 

 

○『報恩講 コロナ禍でお勤めするために』について 

今年の報恩講をどのような形でお勤めしたらいいのかとの問い合わせを、教務所長巡回等で

頂戴いたしました。今後の感染の予測ができず、ご寺院の状況も様々であることから、一律の

ガイドラインをお示しするのはそぐわないため、役員会等で協議検討いただきたく、別紙『報

恩講 コロナ禍でお勤めするために』を作成しました。ご参照くださいますようお願いいたし

ます。 


