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宗 務 所 便 り                               2021年 2月 1日発信  No．104 

愛知西教区宗務所長 山田英隆 九拝 
1月 13日に愛知県を含む 7府県に緊急事態宣言が再発令されました。年末年始の移動

に伴い急激に感染が拡大したと言われます。1月 14日から 2 月 7日までの間、「不要不

急、日夜の外出自粛、ビジネス往来の自粛、飲食店の時間短縮営業要請、テレワークを

活用して通勤の 7割減の要請」などの政策が出されております。未だに感染の拡大が進

んでいますので、皆様には十分なる注意と対応をお願いします。（全国の感染者 38万人   

名、重傷者 1043名、死者 5800名) ＜1月 31日・集計＞ 

                                   頓首敬白 

1 月の報告 
1日   元旦 

12日   宗務本所、宗務所、宗務支所 御用始め 

14日   名古屋禅センター座禅会（中止）    於、名古屋禅センター 

14日   無相教会師範会      於、本山 

15日   無相教会称号試験      於、本山 

18日   教学審議会       於、本山 

19日   花園会本部運営委員会（中止）    於、本山 

19日   全国花園会会長会      於、本山 

21日   臨時宗務支所長会  （延期）    於、宗務所 

21日   財政委員会       於、本山 

22日   無相教会代表委員会     於、本山 

24日   瑞泉寺 月授戒会（総見院・戸崎祥之師）   於、瑞泉寺 

24日   瑞泉寺開山忌      於、瑞泉寺 

25日   人権擁護推進委員会     於、本山 

26日   無住寺院対策委員会     於、本山 

27日   宗制審議会       於、本山 

27日   本部特別寺班調査会 （リモート会議）   於、本山 

27日   無相教会称号取得者講習会     於、本山 

28日   社会事業協会理事監事会     於、本山 

28日   花園会館運営委員会     於、本山 

 

2 月の予定   

1日   微笑会理事会      於、本山 

1日～2日 定期布教研究会（中止）               於、本山 

2日～4日 定期監査会      於、本山 

4日   本山参拝推進本部会議     於、本山 

5日   愛知同宗連講演会（延期）     於、東別院ホール 

8日   花園会女性部会長会     於、本山 

 8日   花園会青壮年部会長会     於、本山 

 8日～9日 第 4回法式研修講座     於、本山 

10日   無相教会階級試験      於、本山 

11日   名古屋禅センター座禅会（中止）    於、名古屋禅センター 

15日   涅槃会 
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17日～19日 定期宗議会      於、本山 

24日   瑞泉寺 月授戒会（耕雲院・服部雅昭師）   於、瑞泉寺 

25日   臨時宗務支所長会        於、宗務所 

27日～28日 無相教会称号取得者講習会    於、本山 

 

 

＜お願い お知らせ＞ 
◎ 京都府緊急事態宣言発令に伴う宗務本所の業務について 

1月 13日に京都府へ緊急事態宣言が発令されました。感染拡大防止のため宗務本所は下 

記の通り、職員の交代勤務を実施いたします。期間中お問い合わせや進達書類等の処理に

若干の遅滞が生じる場合がございます。ご理解ご協力をお願いします。 

  交代勤務期間  1月 14日(木) ～ 2 月 7日(日) 

  勤務時間    9:00 ～ 17:00  （土・日・祝日を除く） 

 

◎宗務総長選挙推薦立候補について 
 5 月 25 日 宗務総長任期満了にともなう宗務総長総選挙が行われます。つきましては、

選挙規定第 5条第 2項により選挙期日を通知します。 

  推薦立候補者届出日  令和 3年 2月 16日(火) 10:00 ～ 15:00 

  届 先        選挙長 (本派・総務部長) 

  届 出 人      本人又は推薦人 

※ 届出にあたり、添付書類等が必要ですので確認下さい。 

 

◎定期巡教中止のお知らせ 
 教学部より 10 月 9 日付にて「令和 3 年度春季定期巡教について(中止のお知らせ)」が出

ました。コロナ渦、流行が収まる兆しもなく、ワクチンの開発が遅れる予測から本派行事

も延期、又は中止と判断されました。 

 「感染状況が比較的穏やかな教区では、春の行事を希望されておられますので、その場

合は近隣の布教師に直接連絡を取り、各寺にて行ってください。」との事です。 

愛知西教区内の布教師名簿は「愛知西教区報」に掲載しております。 尚、教区からの助

成金はございません。 

 

◎第 3 回教区寺院セミナー 中止のお知らせ 
 令和 3年 2月 8日(月) 開催予定の第 3回教区寺院セミナーは、コロナ渦感染が未だ鎮 

静化の兆しもなく終息の目途も立っておりません。諸事情を考慮して中止といたします。 

 

◎第 3 回 やさしい坐禅体験                 青年僧の会 

  日時 2021年 2 月 23日(火) 天皇誕生日 

  会場 妙興寺 （一宮市大和町妙興寺 2438） 

  定員 30名 

  参加費 1,000円 

コロナウイルス感染拡大防止を受けて、人数制限、年齢制限（10 歳～65 歳）をいたしま

す。参加者募集に御協力をお願いします。 
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◎花園会少年少女研修会中止のお知らせ 
 令和 3年 3月 27日(土)～29日(月)に予定しておりました「花園会少年少女研修会」は新

型コロナウイルス感染再拡大により当面の見通しが立たず、開催を中止とします。何卒ご

理解のほど宜しくお願い致します。 

 

◎本山寺庭婦人研修会実施の案内 
令和 3年 4月 14日～15日開催予定の「本山寺庭婦人研修会」は、人数の関係から受講対

象者は、令和 2 年度 4 月の講習を申し込まれて受講できなかった方だけに限ります。新規

の受付は行いません。 履修要項などの詳細につきましては、直接、本年度に申し込まれ

た履修予定者にご案内をいたします。 

 

◎あいち人権啓発プラザ 企画展のお知らせ 

   第 11 回 女性の人権 

 ◆パネル展示 

  期間   2021年 2 月 1日（月）～2月 26日（金） 

  場所   あいち人権啓発プラザ（愛知県東大手庁舎 3階） 

  内容   男女共同参画啓発パネルの展示 

       はがき 1枚からの男女共同参画」入賞作品の展示など 

  

   第 12 回 ひとりじゃないよ。ひとりにしないよ。 

～自殺やうつ、こころの健康について考える～ 

 〇パネル展示 

開催日 2021年 3 月 2日（火）～3月 16日（火） 

 場所  あいち人権啓発プラザ（名古屋市中区三の丸 3-2-1 愛知県東大手庁舎 3階） 

 内容  うつ病・こころの健康等に関する啓発パネルの展示、様々な相談窓口を掲載し 

たパンフレット等の配布。 

 

 

＜＜令和 2 年度予定＞＞ 
 令和 3年 

4月 23日 (金) 教区花園会部会長会、宗務支所長会・推進委員会  

    於、日本特殊陶業市民会館 (名古屋市民会館)会議室 

6月 25日 (金) 教区住職研修会(法階昇進対応) 

                於、名古屋都市センター 会議室 


