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宗 務 所 便 り                               2021年 6月 1日発信  No．108 

愛知西教区宗務所長 山田英隆 九拝 
謹啓上 気潤麦秋の候 

5月より新型コロナウイルス・ワクチン接種が各医療機関、病院、又大規模会場での

接種が始まりました。しかしながら、変異種が続々と現れて日本にも上陸し拡散が始ま

りました。若い世代の感染と重症化も見られて、益々感染防止に気を付けて頂きたいと

思います。ワクチン接種の連絡がありましたら速やかに接種されることをお勧めしま

す。不安な方は主治医と相談して接種をして下さい。命を守る大切な手段と考えます。 

宗務本所は京都府の緊急事態宣言延長を受けて、職員の交代勤務をしております。各

行事に関しては適時に判断がされますのでご理解下さい。 

                                   頓首敬白 

 

 

5 月の報告 
1日～7日  龍門寺本派安居会（中止）    於、龍門寺 

13日  名古屋禅センター坐禅会（中止）   於、名古屋禅センター 

13日     第 1回宗学基礎学習会     於、本山 

14日     愛知同宗連講演会     於、東別院ホール 

17日     教区役員会 ZOOM会議     於、役員 

17日～19日 布教師特別講座      於、本山 

19日    研修会場環境調査・セミナー準備会・教区報編集 於、都市センター、林貞寺 

18日～20日 無相教会寺庭婦人講習会    於、本山 

25日     内局任期満了      於、本山 

26日     内局交代式      於、本山 

 

 

6 月の予定   
 3日～4日 寺庭婦人会ステップアップ講座・開講スクーリング(中止) 於、天衣寺 

 7日    本山参拝推進本部会議     （延期） 於、本山 

 8日    無相教会師範会      於、本山 

 9日    無相教会称号試験     於、本山 

 9日    教区報編集会議      於、林貞寺 

10日    人権擁護推進合同研究会     於、本山 

12日    妙心寺おかげさま奉仕の日    於、本山 

15日    無相教会推進委員会     於、本山 

16日    無相教会代表委員会     於、本山 

22日～24日 前堂職法階取得研修会     於、本山 

22日    無相教会階級試験     於、本山 

23日    無相教会第 1回称号取得者講習会   於、本山 

25日    教区住職研修会(第 1回教区寺院セミナー)  於、名古屋都市センター 

28日～7/1日 新亡供養      於、本山 
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＜報告＞ 
◎新内局のお知らせ 
   去る 5月 26日、新内局が発足しました。 

■ 宗務総長    野口善敬  台番  10  九州西教区 長性寺住職 

総務部長    堀尾行覚  台番  953  京阪教区  単伝寺住職 

教学部長    足立宜了  台番 2273  岐阜東教区 正覚寺住職 

財務部長    真常紹天  台番 2232  岐阜東教区 梅龍寺住職 

花園会本部長  小林秀嶽  台番 3166  北関東教区 圓光寺住職 

法務部長    吹田良忠  台番  939    京阪教区  慧照院住職 

 

★ 進達書類総長名の記入について。『宗務総長・野口善敬』となります 

ので、お間違いの無い様ご記入の上、進達ください。 
 

◎緊急事態宣言延長による宗務本所業務のお知らせ 
 去る 5 月 12 日に宗務本所より「京都府緊急事態宣言延長に伴う宗務本所の業務につい

て」の連絡が来ました。以下の期間、感染拡大防止のため、職員の交代勤務期間を延長し

ます。期間中の問い合わせや進達書類等の処理に若干の沈滞が生じる場合がございますの

でご理解下さい。 ※ 各部署に、1名は勤務しております。 

記 

 交代勤務期間  5 月 12 日～5 月 31 日 勤務時間 9:00～17:00   (土・日・祝を除く) 
 

★5月 28日、京都府にも緊急事態宣言延長が発表されました。期間は 6月 20日まで。  

 宗務本所も緊急事態の対応をします。 

 

 

＜お願い お知らせ＞ 
◎令和 3 年度・教区住職研修会（第 1 回教区寺院セミナー）のお知らせ 

教区住職研修会を開催します。 

令和元年より臨済宗妙心寺派住職研修会規定が「住職・副住職は教区住職研修会を履修

しなければならない」と変更され、参加必須になりました。 

※ 法階昇進対象の方は会場での受講が必要です。（オンラインは不可） 

 

日時 令和 3年 6 月 25日（金）午前 10 時～午後 4 時 

内容 午前・「禅語録に学ぶ」 午後・「コロナ禍におけるインターネットの必要性」 

場所 名古屋都市センター 第 1・2会議室  

講師 岐阜県 徳林寺住職・岩村宗康師、 名古屋市 真宗大谷派教師・山田昌史師 

  ※ 「参加者は必ずマスク着用をお願いします」 

※ 「消毒・換気の予防対策をした上で開催いたします」 

 

★ 午前・午後の各講座への参加も可能です。 

★ 『ZOOM
ズ ー ム

』（オンライン・ミーティング）による聴講も可能ですのでご利用下さい。 
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◎令和 3 年度（2021）宗学基礎学習会開催のお知らせ 
日時  ★ 1回目 

令和 3年 5月 13日（木）から 

 申込期間     4月 9日（金）（教学部必着） 

★ 2回目 

令和 3年 10月 16日（土）から 

 申込期間     9月 10日（金）（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 （当日持参） 

※ 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 3 年度（2021）前堂職法階取得研修会のお知らせ 
日時  ★ 2回目 

令和 3年 12月 4日（土）から 

 申込期間    10月 29日（金）（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。 

 

 

◎第 66 回花園会、愛知西教区大会開催方法について 

 来る 11月 4日（木）、於、名古屋・徳源寺にて開催予定の「第 66 回花園会、愛知西教区

大会」は新型コロナ感染症予防を受け、花園会員様の感染リスクを考慮し、部花園会会

長、部花園会女性部会長、宗務支所長、部推進委員、宗議会議員、教区役員、他荷担和尚

にて開催します。 

 ★一般花園会員様の募集は行いません。 

※ 大会開催について、感染症の拡大状況を観て判断いたします。 

 

 

◎令和３年度 第１回人権セミナーのお知らせ 

 日時 2021年 6月 11日(金) 午前 10時 30分～午後 0時 30分 

ﾃｰﾏ  パパは女子高生だった～自分らしく生きること～ 

講師 前田良氏(Like myself代表) 
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 第 2 回人権セミナーのお知らせ 

 日時 2021年 6月 12日(土) 午後 2時～午後 4時 

 ﾃｰﾏ  SNS被害の現状と支援～被害者・加害者にならないために～ 

 講師 高橋美清氏(僧侶・保護司・セーフティーネットアドバイザー) 

会場 (なごや人権啓発センターソレイユプラザなごや研究室) 

※ 電話(052-684-7017)FAX(052-684-7018)名古屋市公式サイトから電子申請から各自で 

申込下さい。 定員設定がありますので事前申込が必須です。 

  申込等で不明な事ありましたら宗務所までお願いします。 

  

 

◎部落解放・人権大学(愛知講座 2021 年度)の募集案内 

 日時 2021年 9月 25日(水)～12月 15日(水) 内 7日間 

    申込期間 4月 1日～8月 18日 

 主催 ＮＰＯ法人愛知部落解放・人権研究所 

 後援 愛知県 愛知県教育委員会 名古屋市 名古屋市教育委員会 

 ※ 己事究明出来る講座内容となっておりますので、興味ある方は愛知西教区宗務所へ 

   連絡をお願い致します。 

 

 

＜＜令和 3年度予定＞＞ 
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  

9月 13日(月) 教区寺院セミナー現地研修会     於、京都・東福寺、滋賀県・永源寺 

10月 1日(金)  愛知西教区連合会・詠鑑定期巡回講習会 於、江南市民文化会館 

10月 29日(金)  第 2回教区寺院セミナー       於、名古屋都市センター 

11月  4日(木) 第 66回花園会愛知西教区大会     於、名古屋・徳源寺 

 2月  2日(水) 第 3回教区寺院セミナー       於、未定  


