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宗 務 所 便 り                              2020 年 8 月 1 日発信  No．98 

愛知西教区宗務所長 山田英隆 九拝 

 
謹啓上 三伏極炎の候 

7月下旬からコロナウイルス感染者が一気増えて第 2波到来の危機を迎えております

各寺院ではお盆行事、山門施餓鬼会等、多くの檀信徒の方々がお寺に参集されての行

事がありますが、三密(密集、密閉、密接)を避けて十分な対策をして行事を進めて頂

きたいと思います。 

宗務本所・宗務所・宗務支所は 8月 8日から 8月 17日までは盆休みになりますので 

 進達書類等の提出にはご注意下さい。 

                                   頓首敬白 

7月の報告 
6日～7日  全国花園会会長会  (中止) 

8日        臨時宗務所長会、     於、本山 

 8日     新任宗務所長研修会     於、本山 

10日     微笑会理事会      於、本山 

17日     本山参拝推進委員会     於、本山 

20日～22日  社会事業従事者研修大会 (中止) 

22日     教区寺班調査会・幹事会    於、白林寺 

24日     月授戒会(林昌寺・野田晋明師) (中止)  於、瑞泉寺 

27日     集団得度式         (中止) 

27日～28日  学徒研修会   (中止) 

28日     教区寺班調査会     於、宗務所 

29日     僧侶育成審議会     於、本山 

 

8月の予定   

 8日～17日 宗務本所、宗務所、宗務支所盆休み    

20日    教学審議会      於、本山 

21日    臨時財政委員会      於、本山 

24日    人権擁護推進委員会  (中止)    於、本山 

25日～28日 本山本派安居会  (中止)    於、本山 

26日    宗務本所機構刷新会議     於、本山 

27日    宗制審議会      於、本山 

31日～9/1 特別布教研究会  (中止)    於、本山 

 

 

＜報告＞ 
◎特別寺班調査・教区調査会 
令和 2年 7月 28日(火) 午後 2時から宗務所にて教区調査会を開催した。 

協議内容は、特別寺班調査・第 1次査定を各寺院伝える。 第 1次査定の結果に異議のあ

る方は、教区調査会へ「意見を具申用紙に記入し」提出した。 教区寺班調査会で調整審

議をし、教区査定を提出する。教区査定結果を本部調査会へ提出する。 本部から第 2次

査定を発表する。結果に異議のある方は、本部調査会へ「不服申し立て」をする。その結
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果が最終決定となる。 

 

＜お願い お知らせ ＞ 
◎教化主事交代のお知らせ 
 過去 8 年間、教化主事をお勤め頂きました 第 1 部 林貞寺住職・大野浩宗師が退任さ

れました。代わって 第 5部 良福寺住職・箕輪義文師に教化主事をお願いしました。 

 教区内の教学、花園会、教区運営、その他の行事等に携わって頂きます。皆様のご協力

をお願い申し上げます。 

 

◎教区組織部長交代のお知らせ 
過去 4 年間、教区組織部長をお勤め頂きました、第 5 部 良福寺住職・箕輪義文師が退

任されました。代わって 第 1 部 林貞寺住職・大野浩宗師に教区組織部長をお願いしま

した。教区運営、その他の行事等に携わって頂きます。皆様のご協力をお願い申し上げま

す。 

 

◎令和元年度『教区報』発行・配布について         教化本部 

※ 編集の都合で 1 ケ月発行が遅れております。お詫び申し上げます。 

令和 2年度 愛知西教区『教区報 50号』を発行し宗務支所へ配布をいたします。1,500 

部印刷。支所長様には各寺院に配付をお願いいたします。配付数は、有住寺院は 5 冊、被

兼務寺院は 3 冊といたします。尚、寺族の居られる被兼務寺院には 5 冊といたします。 

支所長様には、各寺院内で閑栖様、副住職様にも各自 1 冊保存いただきますようにご指 

導下さい。  

※ 各寺院の責任役員様にも必ず配付をするようにご指導下さい。尚、役員様が多数の寺 

院は宗務所へご連絡下さい。別途に送付いたします。 

 
◎「令和 2年自然災害対策本部」設置のお知らせ 
 妙心寺派宗務本所内に「令和元年自然災害対策本部」が設置されました。7 月の豪雨災

害をはじめとする自然災害により、本派寺院及び花園会員も被災されております。被災さ

れた方々には心よりお見舞い申し上げます。一日も早い復興をお祈り申し上げます。この

災害により、宗務本所内に「令和 2 年自然災害対策本部」が設置し、花園会本部を通じて

皆様からの救援金をお願いすることになりました。つきましては御繁忙中に恐縮ながら、

教区内・部内にご協力のご要請をいただきますようにお願い申し上げます。救援金のお申

し出がありましたら、振り込み用紙にて取りまとめて、ご送金下さいますようお願い申し

上げます。なお、救援金お願いについては、被災された方々には、くれぐれもご配慮いた

だきますようにお願い申し上げます。また、コロナ禍中ではございますが被災地へのボラ

ンティアを教区内でご計画の際は、対策本部までご一報ください。               

 令和 2年 7月 29日      自然災害対策本部 本部長 栗原正雄 

※ 送金の「払込取扱票」は、災害対策本部にございますのでお取り寄せ下さい。 

★   送金先   郵便局 

      払込取扱票 

     00900-0-217200  臨済宗妙心寺派特別災害対策本部 

★ 追伸 

愛知西教区は有住寺院へ、各寺院様お願い状と振替用紙を発信いたします。各寺
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院単位で災害対策本部へ送金をお願いします。 

 

      教区内行事中止・変更のお知らせ 
◎第 2回教区寺院セミナー中止のお知らせ 
 9月 7日(月) 午後開催予定の第 2回寺院セミナー研修会。(研修内容)「墓地の今後」 

(講師)滋賀北陸教区宗務所長・大安寺住職 高橋友峰師。中止とします。 

◎特別布教中止のお知らせ 
 9月 18日(金)から 26日(土)予定の特別布教(教区内寺院の開教)は中止とします。 

◎花園会部会長研修会中止のお知らせ 
 9月 18日(金)午後、(於、名古屋・林貞寺)開催予定の教区花園会部会長研修会は中止 

 します。 

◎花園会女性部研修会中止のお知らせ 
 9月 23日(水)午前・午後、(於、名古屋・白林寺)開催予定の教区花園会女性部研修会 

 は中止といたします。 

◎花園会運営委員会日程変更のお知らせ 
 11 月 16 日(月)午後、(於、名古屋・都市センター会議室)開催予定の教区花園会運営委

員会は、日程を変更して開催します。詳細は後日連絡いたします。 

◎花園会愛知西教区大会中止のお知らせ 
 11 月 25 日(水)午後、(於、名古屋・徳源寺)開催予定の第 65 回教区花園会愛知西教区大

会は中止いたします。 尚、来年の大会は、第 1地区、第 2地区の合同開催とします。 

◎令和 2 年度・教区住職研修会のお知らせ 

 教区住職研修会は中止として「レポート履修」に変更して、教区住職研修会修了書を発

行いたします。(別紙にて各寺院に案内済) 

 尚、該当者を法階昇進希望者に限定しますのでご理解下さい。不明な点は宗務所長、又

は教化主事にお尋ね下さい。 

 

本派研修会中止・変更のお知らせ 
 

◎令和 2 年度本山学徒研修会 開催について 

 第 1回(幼少・学生向け) 開催を中止となりました。 

 第 2回(一般社会人向け) を開催します。 

  日時  令和 2年 9月 5日(土) 午後 1時～9月 6日(日)午後 1時 

場所  妙心寺派教化センター 

対象  一般社会人(大学生を含む) 

内容  坐禅、誦経、講話、専門道場掛搭に向けた実習など 

参加費  1万円 

申込期限 7月 31日(金)までに、教学部必着。 

※  申し込み用紙は宗務支所にございます。 

 

◎令和 2 年度秋期僧堂掛搭予定者学習会 開催について 

  日時  令和 2年 9月 5日(土) 午後 1時～9月 7日(月)正午まで 

場所  妙心寺、花園禅塾、研修センター 
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対象  僧堂掛搭を予定している学生 

内容  僧堂の規矩に従った出所進退、作法や坐禅等の学習 

参加費  2万円  交通費は自弁 

申込期限 6月 1日(月)～8月 5日(水) 直接教学部宛に申し込む。 

※ 受講希望者は、要項及び受講願を直接・教学部まで請求下さい。 

 

◎令和 2 年度（2020）宗学基礎学習会開催のお知らせ 

  ★ 第 1回 宗学基礎学習会は中止となりました。 

日時  ★ 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、日程変更のお知らせ 
 ★ 1回目 前堂職法階取得研修会は中止となりました。 

日時 ★ 2回目 

2020年 12月 5日（土）～12月 6日（日） 

 申込期間 2020年 10月 30日（教学部必着） 

 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。 

 
◎「部落解放・人権大学 愛知講座 2020 年度」の御案内 教区人権擁護推進員 

 2020年度「部落解放・人権大学 愛知講座 2020年度」が 9月 30日～12月 16日まで、 

開催されます。 7回の講座、費用は 62,000円。教区からも補助をさせて頂きます。 

この機会を利用して研修をお進めします。 詳細な資料は宗務支所にございますのでお

尋ね下さい。 

 

＜＜令和 2年度予定＞＞ 
9月 7日（月） 第 2回教区寺院セミナー (中止)  於、名古屋都市センター 

9月 18日（金） 教区花園会部会長研修会 (中止)  於、名古屋・林貞寺 

9月 23日（水） 教区花園会女性部研修会 (中止)  於、名古屋・白林寺 

11月 16日（月） 教区花園会運営委員会                  (変更)  

11月 25日（水）  第 65回花園会愛知西教区大会(中止) 於、名古屋・徳源寺 

 令和 3年 

 2月 8日  (月)  第 3回教区寺院セミナー   於、未定 


