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○２０２２年度教区会(通常会)・教区門徒会(通常会)が開催されました 

７月２６日（火）開催の教区会門徒会（通常会）及

び、７月２９日（金）開催の教区会（通常会）にて、

提出された議案については、全て原案どおり可決・承

認されたので報告いたします。 

なお、所長挨拶及び、可決・承認された規程につい

ては、同封の『２０２２年度長浜教区教務所長各組巡

回資料』に掲載しておりますのでご一読ください。 

 

◆図書購入積立金について 

２０２１年度に、長浜教区図書購入積立金から、『正信念仏偈講義』（全 5巻）・『総合佛

教大辞典』・『真宗聖教全書』・『梵和大辞典』を購入いたしました。 

なお、これまで購入した書籍については、旧教務所にて所蔵しており、閲覧が可能です

ので閲覧希望の場合は、教務所までお申し出ください。また、閲覧時間は午前９時から午

後５時３０分まで。ただし、土曜日、日曜日、祝日及び教務所事務休暇の場合は、閲覧が

できませんのでご注意ください。（書籍は閲覧のみで貸し出しは行っておりませんので、

ご承知おきください。） 

 

○各組教務所長巡回資料について 

『２０２２年度長浜教区教務所長各組巡回資料』、『同朋新聞７月

号』を寺院と組門徒会員分を同封いたしました。教務所長巡回に

おける説明資料として使用いたしますので、当日は必ずご持参く

ださいますようお願いいたします。 

※各組の巡回の期日は４頁をご参照ください。 

◎「寺院活性化の現場リポート」は各寺院に３部同封しています。 

発行日／２０２２年８月１日 
発行人／長浜教務所長 宮戸 弘 
教務所開所時間 平日 9：00～17：30 

 

 

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） 

 

【公開資料について】 

２０２０年度から、教区・両別院決算書及び予算書並びに、本年度可決した規則につ

いては、教区のホームページにて公開いたしておりますので、ホームページの「資料

タグ」からご確認ください。また、教務所にて閲覧及び、コピーが可能ですので、必

要な場合は、お申し出ください。 

（長浜教区ホームページ URL http://www.daitsuji.or.jp/） 
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２０２２年１月２１日から６月３０日までに、２０２１年度宗派経常費をご完納いただきま

したご寺院を披露し、心より御礼申しあげます。 

 

 

 

２０２１年７月１日から２０２２年６月３０日までに、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をご完納いただきましたご寺院を披露し、心より御礼申しあげます。 

 

 

 

新年度の宗派経常費について、今年度につきましても完納に向けて何卒お力添えを賜ります

ようお願い申しあげます。   

全  国 御依頼額   ４，９８２，３４０，０００円 （前年度比 2億 9,400万円増） 

長浜教区 御依頼額      ６１，４４０，０００円 （前年度比 317万 6,000円増） 

※御門徒一指数当り            ６，７００円 （前年度比 400円増） 

 

 

２０２１年度宗派経常費完納の御礼 

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完納の御礼 

２０２２年度 宗派経常費について 



○五村別院夏中のご案内  

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、ご参拝くだいますようご案内申しあげ

ます。 

なお、参拝の際は、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、ご理解賜りますようお願い申しあげます。 

 

○  教務所事務休暇のお知らせ  

 

 

 

 

 

 

○子ども報恩講のご案内  

１０月１５日（土）の午後１時３０分から、五村別院にて「長浜教

区子ども報恩講」を開催いたします。 

今年の子ども報恩講は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、

定員を設けて開催いたします。感染対策を行いながら、みんなでお参

りをし、みんなで遊べる企画をたくさん準備いたします。詳細は、同

封の案内・チラシをご確認ください。 

 

○教務所員の人事異動について 

８月１日付の人事異動により、教務所員に異動がありましたので、お知らせいたします。 

なお、転任・着任挨拶につきましては、次号に掲載いたします。 
 

異動  員辨
い な べ

 唯一
ただかず

（長浜教務所 書記） 九州教務所 書記 
 

後任  川端
かわばた

 孝
たか

彰
あき

（東北教務所 書記） 

 

 

２０２２年８月１２日（金）～８月１７日（水） 

上記の期間、夏季事務休暇とさせていただきます。 

緊急連絡先 長浜教務所携帯電話 ℡０８０-６１２１-０７３７ 

「誕生と往生（伝道ブックス87）-誕生と往生-」  

    定価：本体300円（税別） 
 

●誕生はめでたく明るいもの、往生は死を連想し暗いもの――。その

認識は、仏教からみれば、逆だった！？ 私たちの人生の一大事で

ある誕生と往生について、「南無阿弥陀仏」の教えを視座に、身近な

話題や現代の諸問題をとおしながら丁寧に尋ねる一冊。 

出版コーナーから

しん 

 

新刊書紹介 



長浜教区・長浜・五村別院 2022 年 8 月行事予定 

 期 日 時 刻 行  事  内  容 会 場 

8/1(月) 13:30 別院樂僧会追弔会（総会） 長浜別院桜の間 

2(火) 13:30 教学教化部門会議（育成員研修）  大谷会館講堂 

3(水) 
9:30 

9:30 

花あかり総会 

推進員連絡協議会 常任委員会 

大谷会館講堂 

大谷会館別館 

4(木) 
13:00 

15:00 

組長・組門徒会長会 

宗会報告会 

大谷会館講堂 

大谷会館講堂 

5(金) 

6:00 

9:00 

14:00 

五村別院 暁天講座（～8日まで） 

五村別院 夏中（～8日まで） 

教区門徒会（臨時会） 

五村別院 

五村別院 

大谷会館講堂 

8(月) 
9:00 

15:45 

師徳奉讃法要 

教務所長巡回（第 15組） 

五村別院 

大谷会館講堂 

9(火) 

10:00 

11:00 

13:30 

教区坊守会常任委員会 

長浜別院 永代経祥月法要 

真宗学基礎講座②（講師：黒田 進 氏） 

大谷会館別館 

長浜別院 

長浜別院本堂 

10(水) 14:00 教区会（臨時会） 大谷会館講堂 

12(金)  教務所 事務休暇（～17日まで）  

17(水) 11:00 五村別院 永代経祥月法要 五村別院 

18(木) 9:30 教務所長巡回（第 18組） 五村別院 

19(金) 
18:00 

19:00 

共学研修院 法話演習（反省会） 

教務所長巡回（第 14組） 

大谷会館講堂 

南郷里まちづくりセンター 

20(土) 

10:00 

11:00 

13:30 

15:00 

教区坊守会 常任委員会 

教務所長巡回（第 17組） 

真宗学基礎講座③（講師：黒田 進 氏） 

教務所長巡回（第 23組） 

大谷会館別館 

五村別院 

長浜別院本堂 

存法寺 

21(日) 

10:00 

11:00 

13:00 

15:30 

帰敬式法座③ 

教務所長巡回（第 22組） 

教務所長巡回（第 21組） 

教務所長巡回（第 13組） 

真宗本廟 

五村別院 

湖北文化ホール 

山東学びあいステーション 

24(水) 19:00 青少幼年部門会議② 大谷会館講堂 

25(木) 14:00 部落差別問題協議会 常任委員会 大谷会館講堂 

26(金) 

13:30 

14:00 

19:00 

一道会 

教区門徒戸数調査委員会 

月例部落差別問題学習会② 

長浜別院桜の間 

大谷会館講堂 

大谷会館講堂 

27(土) 
11:00 

15:30 

教務所長巡回（第 16組） 

教務所長巡回（第 20組） 

大谷会館講堂 

五村別院 

28(日) 
13:00 

18:00 

教務所長巡回（敦 賀 組） 

教務所長巡回（第 19組） 

プラザ萬象小ホール 

五村別院 

30(火) 13:30 教化本部会① 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となる場合がご

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。 


