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２０２１年度 宗派経常費教区完納の御礼
２０２１年度分の「宗派経常費」御依頼額を教区として完納いただきました。厳しい社会状
況にある中、格別の御懇念を賜りましたこと、衷心より厚く御礼申しあげます。
（２０２２年
６月２７日現在）
●２０２１年度宗派経常費御依頼額
同 収納額

５８，２６４，０００円
６８，４８５，１９４円（１１７.５％）

※最終確定額につきましては、後日あらためてご報告させていただきます。

宗祖親鸞聖人御誕生八百五十年・立教開宗八百年慶讃懇志金収納の御礼
宗祖親鸞聖人御誕生八百五十年・立教開宗八百年慶讃懇志金について、厳しい経済状況の中
にもかかわらず、格段のご尽力を賜りましたこと、衷心より厚く御礼申しあげます。
（２０２
２年６月２７日現在）
●御依頼額（２０１９～２０２２年度）
同 収納額

３６，０８４，０００円（４ヵ年の総額）
３４，１０６，８９０円（９４.０％）

２０２１年度 長浜・五村両別院経常費並びに
２０２１年度 長浜・五村別院建造物修復整備事業懇志金収納の御礼
２０２１年度長浜・五村両別院経常費並びに、２０２１年度分の長浜・五村別院建造物修復
整備事業のご懇志について、過重なご負担の中にもかかわらず、格別の御進納を賜りました。
ここに甚深の謝意を申しあげます。
（２０２２年６月２７日現在）
●２０２１年度長浜・五村両別院経常費御依頼額
同 収納額

６，０４４，６７５円
５，９６３，７５０円（９８.６％）

●２０２１年度長浜・五村別院建造物修復整備事業懇志金
予算額

５００，０００円

同 収納額

４３８，８００円（８７.７％）

○出版物（東本願寺出版）の取り寄せについて
７月１日から、宗派における出版物頒布事務

書籍購入金額（税込合計）

梱包配送料

の変更により、出版物（東本願寺出版）の取り
寄せについて、教務所での受け取りの場合は、

～1,999 円

300 円

一週間程、お時間を頂戴することになります。

2,000 円～4,999 円

500 円

5,000 円～9,999 円

800 円

なお、お急ぎの場合は、寺院へ直接送付する
ことができますが、右表のとおり別途梱包配送
料がかかりますので、ご了承ください。何卒、

10,000 円～

無料

よろしくお願いいたします。

○教務所での垂れ幕印刷終了のお知らせ
これまで教務所にて研修会講題や講師名の印刷（垂れ幕印刷）を各組・団体からの依頼によ
り行ってまいりましたが、印刷用インクの製造中止により、教務所で垂れ幕印刷を行うことが
できなくなりましたので、お知らせいたします。
なお、印刷機やコピー機については、これまで通り各組での印刷等でご利用いただくことが
できますので、ご活用ください。

○宗会報告会の開催について
下記のとおり宗会（宗議会・参議会）報告会を開催しますので、ご参加くださるようご案内
いたします。
◇ 日 時 ８月４日（木）午後３時から ◇ 場 所 教務所（大谷会館）講堂
◇ 内 容 議会報告及び質疑応答

◇ 対 象 教区内全寺院及び教区門徒会員他

○研修会のお知らせ
●真宗学基礎講座「～南無阿弥陀仏の歴史をたずねて～ 三経・七祖」
１
２
３
４
５

日 時：
【第１回】７月２３日（土）13:30～16:00（受付 13:00～）
講 師：黒田 進 氏（第１４組 満立寺 前住職）
テーマ：
「仏説無量寿経のこころ」
参加費：３００円
持ち物：テキスト『浄土の真宗』
（東本願寺出版）
、念珠、勤行本、真宗聖典、マスク等

６ 会 場：長浜別院本堂
７ 主 催：長浜教区坊守会 ※主催は教区坊守会ですが、どなたでもご参加いただけます。

【得度】
（２０２２年５月５日 受式）
第１３組 真勝寺 三山 紗良

第１４組 光覺寺 中村 庄衞

第１８組 法音寺 藤本 妙子
【住職任命】
（２０２２年５月２８日 任命）
第１９組 西雲寺 竹ヶ鼻友真
第１９組 還来寺 音羽 浄哲

以上（敬称略）

○長浜別院・五村別院「夏中」のご案内
７月２日（土）から５日（火）まで長浜別院「夏中」をお勤めします。また、８月５日（金）
から８日（月）まで五村別院「夏中」をお勤めします。有縁の方お誘いあわせのうえ、ご参拝
くださるようご案内申しあげます。
なお、参詣の際は、体調に充分ご留意いただき、マスクの着用をお願いいたします。何卒、
ご理解を賜りますようお願い申しあげます。詳細については、同封のポスター・日程表をご確
認ください。

2022 年 7 月 長浜別院「夏中」

2022 年 8 月 五村別院「夏中」

長浜教区・長浜・五村別院 2022 年 7 月行事予定
期 日
7/1(金)

時 刻

行

事

内

容

会 場

10:00 教区坊守会 会計監査

大谷会館講堂

15:00 教区坊守大会打ち合わせ（パネルディスカッション班）

大谷会館講堂

6:00 長浜別院 暁天講座（～5 日まで）

長浜別院

9:00 長浜別院 夏中（～5 日まで）

長浜別院

4(月)

9:00 相続講員物故者追弔会

長浜別院

5(火)

9:00 師徳奉讃法要

長浜別院

2(土)

6(水)
7(木)
8(金)
9(土)
11(月)

14:00 組門徒会講師会・講座研修部門合同会議
10:00 教区・別院監査
13:30 教化委員会 企画室
9:30 教区推進員連絡協議会「総会」
13:30 親子で受式する帰敬式法座②

大谷会館講堂
長浜別院庫裡事務所
大谷会館講堂
大谷会館講堂
大谷会館講堂 他

10:00 長浜・五村別院責任役員会

大谷会館講堂

10:00 教区門徒会懇談会

大谷会館講堂

13:00 募財割当に関する委員会

大谷会館講堂

15:00 教区会懇談会

大谷会館講堂

13(水)

13:30 一道会 定例会

長浜別院桜の間

15(金)

10:00 長浜・五村別院建造物修復整備委員会総会

12(火)

19(火)

11:00 長浜別院 永代経祥月法要
14:00 参事会・常任委員会
11:00 五村別院 永代経祥月法要

20(水)

21(木)

長浜別院
大谷会館講堂
五村別院

13:00 教区坊守大会講師打ち合わせ会

大谷会館講堂

19:00 青少幼年部門会議①

大谷会館講堂

14:00 長浜・五村別院常議員会

大谷会館講堂

9:45 教区坊守会「組坊守会正副会長総会」
23(土)

大谷会館講堂

10:30 教区坊守大会実行委員会③
13:30 真宗学基礎講座①（講師：黒田 進 氏）

大谷会館講堂
大谷会館講堂
長浜別院

26(火)

10:00 教区門徒会（通常会）

大谷会館講堂

27(水)

10:00 長浜・五村別院院議会

大谷会館講堂

10:00 教区会（通常会）

大谷会館講堂

19:00 月例部落差別問題学習会①

大谷会館講堂

29(金)

※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。その場合は、長浜教務所ホームページや LINE、Facebook でお知らせいたします。

