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宗 務 所 便 り                              2020年 3月 1日発信  No．93 

愛知西教区宗務所長 山田英隆 九拝 
謹啓上 南薫清和の候 

 日差しも柔らかな季節になりました。暖冬にて山々では雪不足、夏の水不足が心配され

ております。また報道によるところ新型コロナウイルスの感染が日々広がりをまし、社会

活動など多くの方面で集う催しが自粛され感染拡大の対策をしておられます。 

三月お彼岸、定期巡教等の開催も心配な状況になってきました。一日も早い収束を願って

おります。 

 新年度を迎え、花園会部会長、女性部会長様の改選。教区セミナー委員の改選。青年僧

の会役員の改選など新しい方々にお世話になりますが宜しくお願い申し上げます。 

                                   頓首敬白 

2 月の報告 
3日  教区寺庭婦人会研修会 1回目    於、犬山・先聖寺 

 3日～4日 無相教会師範・準師範研究会    於、本山 

 4日  寺院セミナー準備会      於、名古屋・林貞寺 

4日～5日 定期布教研究会      於、本山 

4日～6日 定期監査会      於、本山 

5日  愛知同宗連講演会      於、熱田神宮会館 

 6日  教区寺庭婦人会研修会 2回目    於、犬山・先聖寺 

7日  第 3回教区寺院セミナー     於、名古屋都市センター 

12日  連合会役員会       於、名古屋 

12日  花園会青壮年部会長会     於、本山 

13日  名古屋禅センター坐禅会     於、名古屋禅センター 

13日  東海地区議員所長会         於、名鉄ニューグランドホテル 

14日～15日 第 2回法式研修講座     於、本山 

15日  涅槃会 

18日  第 5部 台番 1604 福田寺先住職 戸谷朋生和尚遷化 78歳 

18日～20日 定期宗議会      於、本山 

21日  第 5部 福田寺先住職 戸谷朋生和尚 密葬   於、福田寺 

24日  月授戒（泰岳寺・泰丘良玄師）      於、瑞泉寺 

25日～26日 無相教会称号取得者講習会    於、本山 

 

3 月の予定 
 2日     教区役員会      於、林貞寺 

 2日～3日 寺庭婦人ステップアップ講座、終了スク―リング 於、本山 

 4日～6日 僧堂掛搭予定者学習会     於、本山 

9日～11日 定期宗務所長会      於、本山 

12日    名古屋禅センター坐禅会     於、名古屋禅センター 

24日    月授戒       於、瑞泉寺 

25日    青年僧の会総会      於、徳源寺 

26日     教学花園会研修運営委員会    於、本山 

27日～29日 花園会少年少女研修会     於、本山 

29日    第 10部 台番 1686 文永寺 野呂法允和尚晋山式 於、文永寺 
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 ＜報告＞ 

◎第 3 回教区寺院セミナー         第 10部 龍泉寺 山中 龍豊 

去る 2月 7日名古屋都市センターにて、『僧侶の基礎知識』 

 講座 1：「漢詩を作ってみよう」講師：武山 廣道 師 

 講座 2：「墨跡を読んでみよう」講師：長谷川 昌弘師 

をお招きして、参加者 37名にて開催されました。 

 講座 1 では、漢詩の基礎を学び、どのような手順で漢詩を作ってゆくのかと言う事を資

料と共に教えていただきました。また、漢詩を作るには日常から先師の漢詩に触れる事も

漢詩を作る勉強のひとつと教えていただきました。 

講座 2 では、老師方の墨跡をいくつか見せていただき、墨跡の歴史にもふれながら書

体、読み方のコツを教えていただきました。 

受講して感じたことは、この講座だけでは学びきれないので、少しでも学べる環境を増

やして行きたいと感じました。 

 

◎第 32 回 愛知同宗連講演会の報告     維摩寺 代理出席者 小中信廣 
2月 5日(水)「愛知同宗連講演会」(報道被害と人権)についての講演を拝聴してきまし

た。名大教授平川氏の事細かな分かりやすい講演で、報道の真偽判断が難しい事とあら 

ためてしりました。今後の報道関係やネット社会の拡散等、鵜呑みにしないよう真実を見

つめ直して行きたいと思います。 

今回は代理にての出席でしたが、又の機会があれば是非出席したいです。ありがとうご

ざいました。 

 

◎第 32 回 愛知同宗連講演会の報告      第１部 人権推進委員 大野憲宗 

 令和２年２月５日、第 32回愛知同宗連講演会に参加し、平川宗信氏(名古屋大学名誉教

授)の講演を拝聴しました。「報道被害」の背景について様々な視点からお話を頂きまし

た。 

報道機関は権力機関を監視し、市民に必要な情報を取材・報道し、知る権利に奉仕する責

務を十分に果たすことが望まれる。マスメディアは各立場の方を取材した上で報道するよ

う務め、プライバシーなどの人権を侵害しない配慮が望まれる。しかし、昨今のマスメデ

ィアは、客観的報道主義であり、警察署などの発表をそのまま報道する発表ジャーナリズ

ムになってしまっていることが問題である。また、市民ができることはメディアリテラシ

ーを向上させ、人権意識の感覚を向上させることが大切であることを教えて頂きました。 

 
                              

＜お願い お知らせ ＞ 
◎ 教区青年僧の会・研修会中止のお知らせ 
 3 月 11 日、開催予定していた「愛知西教区青年僧の会・研修会」について、新型コロナ

ウイルス感染拡大防止の為、中止とさせていただきます。 

参加を予定されていた皆様には直前の連絡となりご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理

解賜りますようお願い申し上げます。 

 

◎令和 2 年度・定期巡教中止のお知らせ        宗務所長 山田英隆 
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 今般、「新型コロナウイルス感染症」の国内での感染拡大防止と皆様の健康と安全を考

え、宗務本所より「3月開催予定の定期巡教は中止する」旨の指示がございました。 

また、「各寺院における行事等の開催については、各寺院の判断とし、開催する場合は、

適切な感染防止対策を行った上で、参加者の健康及び安全に留意して行うように」とのお

願いがありました。 

 開催の準備をしていただきましたが、「巡教は中止」とします。花園会員様等、部内寺院

にその旨をお知らせ下さい。  

 一日も早く終息することを願っております。 

 

◎第 56 回本山寺庭婦人研修会実施のご案内 
 新たに寺庭婦人登録、および未履修の方は履修の義務があります。ただし、収容人数の

都合により、新たに寺庭婦人の登録をされた方の受講を優先させていただきます。 

 ※本山寺庭婦人研修会は現在、通年履修のカリキュラムとなっております。 

 スクーリング開催日 

  (開講) 令和 2年 4月 14日(火)～15日(水) 

  (終了) 令和 3年 4月頃 

 場所   大本山妙心寺、花園会館 

 提出期限 令和 2年 2月 28日(金) までに必着 

 通年受講料 １万円、 交通費は自弁 

  (他に開講・終了の各スクーリングに別途１万円が必要) 

 申し込み方法 宗務本所・教学部へ「本山寺庭婦人研修会履修願」請求して下さい。 

 

◎令和 2 年度（2020）宗学基礎学習会開催のお知らせ 
日時  ★ 1回目 

2020年 5 月 12日（火）～14日（木） 

 申込期間 2020年 5 月 15日（教学部必着） 

★ 2回目 

2020年 10 月 17日（土）～10月 19日（月） 

 申込期間 2020年 9 月 18日（教学部必着） 

 会場   妙心寺、研修センター 

 対象   18歳以上で知客職以上の法階を有する者 

定員   30名 

参加費  1万円 

※ 宿泊先の用意はございません。各自で用意のこと。交通費も自弁です。 

 出願方法 宗務本所・教学部へ問い合わせ下さい。 

 

◎令和 2 年度（2020）前堂職法階取得研修会のお知らせ 
日時  ★ 1回目 

2020年 6 月 22日（月）～24日（水） 

 申込期間 2020年 5 月 15日（教学部必着） 

★ 2回目 

2020年 12 月 4日（金）～12月 6日（日） 

 申込期間 2020年 10 月 30日（教学部必着） 
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 会場   妙心寺、研修センター 

 対象   前堂職の法階請願が可能な者（法臈 3年を満たしている者） 

定員   30名 

参加費  2万円 

 出願方法 宗務本所・教学部へ問い合わせ下さい。 

 

◎第 14 回本山本派安居会実施要項のお知らせ 
日時   2020年 8 月 25日（火）～28日（金） 

 申込期間 2020年 4 月 1日～30日（教学部必着） 

 会場   妙心寺、研修センター 

 対象   知客職以上の法階を有する 18歳以上の者で、僧堂への掛搭が不可能な者に限る 

定員   35名 

参加費  5万円 

★  詳細は、宗務本所・教学部へ問い合わせ下さい。 

 

◎ 第 40 回臨黄合同高等布教講習会のお知らせ 

日時 令和 2年 5月 1日(金)～5 月 15日(金) 自坊にて課題研究および原稿作成 

       5月 16日(土)～5月 30日(土) 会所(妙心寺)において講習 

  参加募集  正法輪 2・3合併号を参照下さい。 

  ★ 我こそはと思われる方、是非とも参究下さい。 

 

◎ 第 11 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 2020年 3 月 3 日（火）～3月 17 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 

たパンフレットや啓発物品等の展示・配布。こころの健康に関する DVDの上映 

など。 

 

＜＜令和元年度予定＞＞ 
 令和 2 年 

3 月 31 日 (火）   花園会部会長、女性部会長・任期満了 

 

＜＜令和 2年度予定＞＞ 
4月  1日 (水)   新花園会部会長、女性部会長・就任 

4月 27日 (月)   教区花園会部会長会、宗務支所長会  於、名古屋都市センター 

5 月 14 日(木)～15 日(金) 連合会・発展拡充講習会、奉詠大会 於、江南市民文化会館 

6 月   8 日 (月)    第 1 回教区寺院セミナー(住職研修会)  於、犬山・瑞泉寺 

           (法階昇進対応研修会) 


