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○但馬宗務総長の入院加療に伴う宗務総長臨時代理の任命について 

このたび、当派宗務総長の但馬弘が、入院加療により一定の期間宗務を執り行うことができ

なくなるため、宗務職制第６条第１項の規定に基づき、下記のとおり宗務総長臨時代理を置く

こととなりましたのでお知らせします。 

記 

任  命：参務 望月 慶子 

事  由：宗務総長が入院加療により、一定の期間宗務行為が行えないため 

就 任 日：２０２１年８月２５日 

退 任 日：宗務総長の入院加療が終了し、宗務行為が可能となったとき 

 

○緊急事態宣言発出に伴う教務所・別院の運営体制変更について 

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、滋賀県にも８月２７日～９月１２日の期間で、緊急事

態宣言が発出されることとなりました。 

各組やご寺院の運営に困難な状況になっていることと拝察いたします。 

長浜教務所、長浜・五村別院においては、緊急事態宣言発出期間中は、下記のとおり運営い

たします。ご不便をおかけすることになりますが、なにとぞご協力いただきますようお願いい

たします。 

また、宣言が延期された場合は、この体制も継続して延期いたしますので、ご承知おきくだ

さい。 

 

１ 教務所・長浜別院の事務所の体制について 

（１）職員の出勤人数を減らして、教務所・別院の業務にあたります 

できる限りで結構ですので事務所への来所はお控えいただき、ご用件等は電話でお聞か 

せください。近隣諸施設においてクラスターが報告されるなど、ワクチン接種が進んで

いるとは言え、感染が心配な状況になっております。 

 

（２）来所された方は、大谷会館講堂で受付をいたします 

来所される方の受付は、事務所は密になることから、大谷会館講堂で行います。 

 

（３）長浜別院の諸殿拝観は中止いたします 

長浜別院の本堂への参拝は可能ですが、諸殿拝観は中止いたします。また、西門以外の

門は終日閉門します。（晨朝のお勤め等は、出仕者を減らして勤めます） 
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２：宗議会議員選挙について 

宗議会議員選挙については、長浜選管通第２号（８月２１日付）で通知のとおり行いますの

で、変更はありません。 

 

３：宗派経常費、慶讃懇志金、賦課金・別院経常費等の納金について 

宗派及び別院経常費等の納金について、窓口での取り扱いをできるだけ控え、現金書留もし

くは、下記金融機関口座への振込でのご対応をいただきますようお願い申しあげます。（入

金確認後、教務所及び別院より披露状等を送付いたします） 

 

４：本山「院号法名・真宗本廟収骨等」の申請について 

院号法名・真宗本廟収骨（永代経・申経）の申請について、教務所における窓口での取り扱

いをできるだけ控え、現金書留もしくは金融機関口座への振込でのご対応をいただきますよ

うお願い申しあげます。 

 

５：本山への諸申請について 

願事礼金が伴う申請（願事書類）については、教務所における窓口での取り扱いをできるだ

け控え、申請書を郵便にて送付いただき、現金（願事礼金）については、現金書留もしくは、

教務所の金融機関口座へ振込にて送金ください。 

 

＜教務所への振込口座＞ 

金融機関 支店名 口座番号 口座名義 

レーク伊吹農業協同組合 長浜北 普通 ００００９９３ 長浜教務所 

（ナガハマキョウムショ） 北びわこ農業協同組合 湖 北 普通 ００１２３２４ 

 

○長浜・五村別院 楽僧会会員の募集について 

現在、長浜・五村別院楽僧会では、新規会員を募集しています。 

住職・坊守・寺族の方で関心のある方は、ぜひご連絡ください。 

詳細については、同封の案内チラシをご確認ください。 

＜注意事項＞ 

・申請書（院号法名申請書、真宗本廟収骨・永代経・申経申請書）を FAX・メール・郵送に

て教務所まで送付ください。なお、相続講金（現金）で申請する場合は、「●●日に●●銀

行から入金」と余白に記入ください。入金確認後、教務所より披露状等を送付いたします。 

・院号法名の再授与や年月日加筆についても、同様の取り扱いとなります。 

・振込先については、下記「教務所への振込口座」をご参照ください。 

・申請は、同封の申請書をコピーして使用ください。 



○長浜教区・両別院主催の研修会等の中止・延期について 

緊急事態宣言に伴う教区及び両別院の対応として、下記研修会等を中止、または、延期いた

します。（１０月１日以降の研修会については、緊急事態宣言の状況を確認しながら決定い

たします） 

 

 

 

 

 

 

 

日 程 講座・研修会名称 会 場 主 催 備 考 

9/6 おつとめおけいこ会 長浜別院 准堂衆会 中止 

9/10 お勤め講習会① 大谷会館 別院 中止 

9/18 仏教学基礎講座① 長浜別院 坊守会 中止（代替案検討中） 

9/21～9/23 秋季彼岸会 五村別院 別院 内勤め・法話中止 

9/24～9/26 秋季彼岸会 長浜別院 別院 内勤め・法話中止 

9/24 部落差別問題 月例学習会③ 大谷会館 教区 中止 

9/28 しんらん講座 五村別院 別院 延期 

9/29 これからの仏事を考える学習会① 大谷会館 教区 延期 

10/3 仏教学基礎講座② 長浜別院 坊守会 中止（代替案検討中） 

10/5 五日講 五村別院 別院 内勤め・法話中止 

「イラストで知ろう！ 東本願寺」  

    定価：本体 600 円（税別） 
 

●建築からおかざり、防災設備、境内地のことまで。イラストでこそ

描けるわかりやすさを活かして、東本願寺のあれこれをたずねる。 

※本書は、月刊誌『同朋』（2017 年 1 月号～2018 年 12 月号）

に連載した内容を加筆修正し、書籍化したものです。 

●詳細は、教務所（℡0749-62-0737）までお問合せください。 

出版コーナーから 新刊書紹介 

   
【得度】 

〈２０２１年６月２３日 受式〉 

第１３組 慈圓寺 具志 清世 

〈２０２１年８月４日 受式〉 

第１４組 極性寺 小足 啓翔    第２０組 唯願寺 蓮元 宗 

第２３組 勝德寺 髙月 賢多郎   第２４組 明源寺 松浦 圭吾 

第２４組 明源寺 松浦 明子 

〈２０２１年８月７日 受式〉 

第２１組 常德寺 井下山 悠馬                  以上（敬称略） 



長浜教区・長浜・五村別院 2021 年 9 月行事予定 

 期 日 時 刻 行  事  内  容 会 場 

9/1(水) 16:00 選挙管理会 大谷会館講堂 

2(木) 9:30 花あかり会議 大谷会館別館 

3(金) 9:30 教区推進員連絡協議会役員会 ⇒【中止】 大谷会館講堂 

6(月) 19:00 おつとめおけいこ会 ⇒【中止】 長浜別院 

8(水) 
13:30 

19:00 

地方協議会 

部落差別問題講師会① ⇒【中止】 

大谷会館講堂 

大谷会館講堂 

9(木) 14:00 部落差別問題常任委員会② ⇒【中止】 大谷会館講堂 

13(月) 
10:00 

16:00 

教区坊守会常任委員会 ⇒【中止】 

選挙管理会 

大谷会館別館 

大谷会館講堂 

14(火) 
11:00 

13:30 

長浜別院 永代経祥月法要 

長浜・五村別院責任役員会 

長浜別院 

大谷会館講堂 

15(水) 
11:00 

13:30 

五村別院 永代経祥月法要 

一道会 ⇒【中止】 

五村別院 

長浜別院桜の間 

16(木) 13:30 教化委員会 企画室③ 大谷会館講堂 

18(土) 
13:00 

19:00 

仏教学基礎講座① ⇒【中止】 

教務所長巡回（第24組） 

長浜別院 

長照寺 

21(火) 10:00 五村別院 秋季彼岸会（～23日）⇒【内勤め/法話中止】 五村別院 

24(金) 
10:00 

19:00 

長浜別院 秋季彼岸会（～26日）⇒【内勤め/法話中止】 

部落差別問題 月例学習会③ ⇒【中止】 

長浜別院 

大谷会館講堂 

28(火) 14:00 しんらん講座① ⇒【延期】 五村別院 

29(水) 19:00 これからの仏事を考える学習会① ⇒【延期】 大谷会館講堂 

10/3(日) 13:30 仏教学基礎講座② ⇒【中止】 大谷会館講堂 

5(火)  五日講（教如上人御祥月命日） ⇒【内勤め/法話中止】 五村別院 

※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。 


