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宗 務 所 便 り                              2020 年 9 月 1 日発信  No．99 

愛知西教区宗務所長 山田英隆 九拝 

 
謹啓上 残暑尚厳の候 

 7月は長い梅雨と大雨。8月は記録的な猛暑日が続きました。コロナ感染症第 2波の中

でのお盆行事が過ぎて、秋を迎えようとしておりますが残暑は続くようです。 

 例年 9月には、教区寺院セミナー、花園会部長会研修会、花園会女性部研修会、特別

布教と行事が続きますが中止といたしました。また、各寺院では彼岸行事が行われます

が、感染症対策には充分なる対応をお願いいたします。 

                                   頓首敬白 

8 月の報告 
8日～17日 宗務本所、宗務所、宗務支所盆休み    

8日    第 2部 台番 1581 凌雲寺先寺庭 岡田美智子様 逝去 78歳 

11日    第 2部 凌雲寺先寺庭 岡田美智子様 葬儀  於、凌雲寺 

19日    第 1部 台番 1554 政秀寺先住職 佐藤祖嶽和尚 遷化 78歳 

20日    教学審議会      於、本山 

21日    臨時財政委員会      於、本山 

22日    第 1部 台番 1549 龍珠寺住職 伊藤正薫和尚 遷化 82歳 

24日    人権擁護推進委員会  (中止)    於、本山 

24日    第 1部 龍珠寺住職  伊藤正薫和尚 津送  於、大阪府にて 

25日    第 1部 政秀寺先住職 佐藤祖嶽和尚 津送  於、政秀寺 

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 

 

9 月の予定   

 1日～2日 無相教会住職副住職講習会 (中止)   於、本山 

 1日～3日 定期監査会      於、本山 

 5日～6日 花園会夏季講座 (中止)     於、本山 

 5日～6日 学徒研修会(成人)     於、本山 

 5日～7日 掛搭予定者学習会     於、本山 

7日       第 2回寺院セミナー研修会  (中止)   於、名古屋都市センター 

 8日    東海地区議員所長会       於、名鉄ニユーグランドホテル 

 9日～10日 無相教会師範準師範研修会 (中止)   於、本山 

10日    花園会館運営委員会     於、花園会館 

11日    教区寺班調査会      於、宗務所 

15日～17日 定期宗議会      於、本山 

22日    彼岸中日 

28日    専門道場評席研修会 (中止)    於、本山 
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＜お願い お知らせ ＞ 
◎「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しました。各寺院

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  中止のお知らせ 
 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、中止といたします。 

◎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
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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・変更のお知らせ 
 

◎令和 2 年度（2020）宗学基礎学習会開催のお知らせ 

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 
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（2020）愛知県宗教法人実務研修会、中止のお知らせ 
 本年度については、新型コロナウイルス感染症の終息が見通せない中、参加者の健康と

安全を第一に考え、中止としました。また、研修会の中止に伴い、昨年度開催した「令和

元年度宗教法人実務研修会」の研修資料を下記のとおり愛知県の WEB ページに掲載しまし

たので、御連絡いたします。 

 ・愛知県学事振興課「宗教法人に関する事務所について」 

  http://www.pref.aichi.jp/soshiki/gakuji/0000004003.html 

 

 

http://www.pref.aichi.jp/soshiki/gakuji/0000004003.html
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◎あいち人権啓発プラザ 企画展のお知らせ 

  企画展 第 4 回「同和問題(部落差別)の正しい理解のために」 

 パネル展示 

 期間  2020年 9 月 1日（火）～30日（水） 

     午前 9時～午後 5時 15分 

会場  あいち人権啓発プラザ(愛知県東大手庁舎 3階) 

  内容  啓発パネル展示「同和問題の正しい理解のために」「人権に関する県民の意識 

             調査から」 構成な採用選考啓発ポスターの展示、啓発 DVD上映 

★ 啓発 DVD上映スケジュール(繰り返し上映します) 

  内容  ①「シリーズ映像で見る人権の歴史～水平社を立ち上げた人々～人間は尊敬 

すべきものだ～」期間 9月 1日～8日  上映時間 17分間 

      ②「公正な採用選考が木々用にもたらすもの」     

        期間 9月 9日～17日 上映時間 25分間 

      ③「部落の心を伝えたいシリーズ～ありのままに生きる～坂田愛梨・瑠璃」 

                期間 9月 18日～30日 上映時間 24分間 

    入場 無料 

 

企画展 第 5 回「里親になりませんか？」 

    パネル展示 

 期間  2020年 10 月 5日（月）～15日（木） 

     午前 9時～午後 5時 15分 

会場  あいち人権啓発プラザ(愛知県東大手庁舎 3階) 

  内容  里親月間に関するポスターの展示 

    入場 無料 

 

 

 

＜＜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     (中止)     於、名古屋都市センター 

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 


