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宗 務 所 便 り 

 
                                         2019年 5月 1日発信  No．83 

愛知西教区宗務所長 山田英隆 九拝 
謹啓上 新緑将滴之候 

 5月 1日 新天皇陛下が即位されました。祝聖「今上天皇聖寿萬安」誠におめでたいことでご

ざいます。 元号が「令和」に改元され新しい時代が始まります。  

新年度を迎えて部内寺院調査を行いました。 教区寺籍台帳資料から、明治生まれ、大正生ま

れ、昭和生まれ、平成生まれ、これから令和生まれの僧侶が誕生します。明治元年から 151 年。

長い年月の間、各和尚方のご尽力にて現在の寺院の姿が御座います。こつこつと積み上げられた

努力の結果が現在の状態です。 私達は各寺院の歴史を確認して未来に繋げていかなければなり

ません。先人の努力を受け継ぎ「脚下照顧」の教えを踏まえ、しっかりと前に進んで行きましょ

う。 未来に向けて襟を正し、精進の上にも精進をお願い致します。 

                                     頓首敬白 

                        

4月の報告 
1日    第3部 台番1589 長光寺閑栖 奥村素英和尚 津送  於、長光寺 

3日    愛知同宗連総会      於、熱田神宮会館 

 8日    降誕会 

 8日    教区役員会      於、林貞寺 

 8日～12日  妙心寺恒例法要      於、妙心寺 

 9日    教区青年僧の会 総会     於、名古屋 

11日    名古屋禅センター坐禅会     於、名古屋禅センター 

11日～12日 開山忌月例忌招待（高齢者）    於、本山 

12日    教区連合会講師実務者会議    於、江南市民文化会館 

14日    第 2部 台番 1578 政林寺閑栖 曽我部正宗和尚 遷化 

15日    教区報編集会議、地区長会、監査会   於、林貞寺 

15日    人権擁護推進委員会     於、本山 

16日～18日 本山寺庭婦人研修会スクーリング   於、本山 

17日    第 2部 政林寺閑栖 曽我部正宗和尚 密葬  於、政林寺 

17日    社会事業協会理事監事会     於、本山 

22日    教区花園部会長会、宗務支所長会   於、名古屋都市センター 

24日    月授戒（臨溪院 宮川明道師）    於、瑞泉寺 

23日～24日 教化主事会      於、本山 

27日～28日 大衆禅堂大接心      於、本山 

 

5月の予定 
 1日    新天皇 即位 

 1日～7日  龍門寺本派安居会     於、龍門寺 

 9日    名古屋禅センター坐禅会     於、名古屋禅センター 

14日～16日 布教師特別講座      於、本山 

14日    教区連合会 発展拡充講習会    於、江南市民文化会館 

15日    教区連合会 奉詠大会     於、江南市民文化会館 

21日～23日 無相教会寺庭婦人講習会     於、本山 

23日    教区寺庭婦人会総会、教区寺庭婦人研修会  於、徳源寺 

24日    月授戒（慈雲寺 一色宏襄師）    於、瑞泉寺 
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28日～31日 中高年出家者中核研修会     於、本山 

30日～31日 無相教会師範会、称号試験    於、本山 

31日    第2部 政林寺閑栖 曽我部正宗和尚 津送  於、政林寺 

 

＜ 報告 ＞ 
◎教区花園部会長会、宗務支所長会・推進委員会 報告 

下記の内容にて、「宗務支所長会・推進委員会、花園会部会長会」を開催致しました。 

 日時  平成 31年 4月 22日（月）午前 10時～午後 4時頃まで 

 場所  名古屋都市センター 14階 第 1・2会議室 

★午前 ―― 花園会関係の協議（花園部会長、女性部会長、支所長にて） 

1、平成 30年度 花園会事業報告 

2、平成 30年度 花園会収入支出決算報告 

3、令和元年度 花園会事業計画 

4、令和元年度 花園会収入収支予算書 

5、花園会協議事項 

 第 64回花園会愛知西教区大会について 

 教区花園会部会長研修会 

 教区花園会女性部研修会について 

 花園会全国大会「平和復興の祈り」神戸について 

 奉仕団参について 

 花園会寺院役員研修会について 

 無相教会発展拡充講習会・奉詠大会について 

 教区花園会報「おかげさま」16号について 

 特別布教充実について 

 無相教会、御詠歌の推進 

 花園会員数適正化について 

部の再編について 

 その他 

★午後 ―― 教区関係の協議 （支所長、推進委員、各会代表にて） 

1、平成 30年度 教区事業報告 

2、平成 30年度 教区収入支出決算報告 

3、令和元年度 教区事業計画 

4、令和元年度 教区収入支出予算書 

5、教区協議事項 

 宗務支所長任期満了について 

 教区寺院セミナーについて 

 寺庭婦人研修について 

 定期巡教の充実について 

 セミナー案内状の配布について 

 団体参拝推進について 

 花園会員登録の現状 

 部の再編について 

 報告  独居住職・寺族 

     人権擁護推進・愛知同宗連 

     教区報 

     各会の報告  無相教会連合会、青年僧の会、寺庭婦人会、布教師会、 

     名古屋禅センター 
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＜お願い お知らせ ＞ 
 

◎平成 31 年度・教区住職研修会（巡回住職研修会）のお知らせ 

 本派巡回住職研修会を開催します。住職・副住職各位にはご参加下さい。 

※ 法階昇進対象研修会 

日時 2019（令和元年）6 月 12 日（水）午前 10 時～午後 4 時 

内容 午前・布教法話、 午後・内局巡回住職研修会 

場所 名古屋市中小企業振興会館（吹上ホール）第 7 会議室  

講師 宗務総長、教学部長、財務部長、教区布教師会会長 

 

★ 法階昇進対象者、また午前中からご参加いただけます方は、「昼食を準備します」。案内状

末尾に有ります「参加申し込み」をして下さい。 

★ 尚、午後のみの参加でも構いません。 

 ★各支所長様には、5 月 31 日までに各部内の住職・副住職各位の出席確認をお願いします。 

  別紙にて、宗務所長、又は教化主事まで名簿をＦＡＸにて送り下さい。 

 

◎本山学徒研修会のご案内 
期間   令和元年 7月 25日(木)～26日(金) ★幼少・学生対象 

      令和元年 9月 7日(土) ～8日(日)  ★一般社会人(大学生) 

 会場   本山、花園会館 

 出願方法 履修願に必要事項を記載し→ 宗務所 → 本山教学部へ提出 

 提出期限 6月 14日(金) 宗務本所 必着 

 費用   受講料 1万円(当日持参) 

 履修者  本派法階を取得した学徒は履修義務があります。本派僧籍台帳に登録された学徒 

      の方は、できるだけ早く履修して下さい。 

      集団得度式申し込み者は同時履修も可能。 

★詳細な内容は、正法輪 第 69巻 第 5号 24ページを参照下さい。 

 

◎本山集団得度式挙行のおすすめ 
 期間   令和元年 7月 25日(木) 

           午前 8時 15分集合 10時～11時 

 会場   本山妙心寺・微妙殿 

 該当者  18歳未満の者 

 出願方法 所定の申込書に必要事項を記載し→ 宗務所 → 本山教学部へ提出 

 提出期限 6月 14日(金) 宗務本所必着 

 冥加料  受講料 1万円(当日持参) 

 ★ 得度式は剃髪（丸刈り可）にて、法衣（沙弥衣に限らない）、白衣、足袋など一式持参 

  のこと。（袈裟不要、格子を授与いたします） 

 ★ 18歳以上の学徒は 9 月 7日からの掛搭予定者学習会と合同開催いたします。 

 

◎初掛搭奨学金のお知らせ 
 平成 30年度雨安居並びに、雪安居に専門道場に掛搭された学徒が所属されている寺院は 

「初掛搭届」を提出して下さい。後日、奨学金を送付されます。 

★ 尚、知客職の法階を有していない方は、同時に請願して下さい。 
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◎令和元年度（2019）前堂職法階取得研修会のお知らせ 
日時  ★ 1回目 

2019年 6 月 19日（水）～21日（金） 

 申込期間 2019年 5 月 17日（木）（教学部必着） 

★ 2回目 

2019年 11 月 29日（金）～12月 1日（日） 

 申込期間 2019年 11月 1日（木）（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 64 回 花園会愛知西教区大会            

 日時   2019年 7月 3日（水） 午後 12時 30分 開演 

 会場   一宮市民会館ホール 

★ 関係各位には参加募集、御荷担を宜しくお願い申し上げます。 

 

 

＜＜令和元年度予定＞＞ 
5月 14日～15日 教区連合会発展拡充講習会・奉詠大会  於、江南市民文化会館 

5月 23日（木） 教区寺庭婦人会総会、教区寺庭婦人研修会 於、徳源寺 

6月 12日（水） 第 1回教区寺院セミナー（巡回住職副住職研修会）於、吹上ホール 

6月 18日（火） 教区青年僧の会研修会 

6月 25日（火） 花園会本部新亡供養（愛知西教区該当日） 於、本山 

7月 3日（水）  第 64回花園会愛知西教区大会   於、一宮市民会館ホール 

9月 5日（木） 第 2回教区寺院セミナー    於、名古屋都市センター 

9月 19日（木） 教区花園会部会長研修会    於、林貞寺 

9月 26日（木） 教区花園会女性部研修会    於、白林寺 

9月 28日（土） 青年僧の会「やさしい坐禅体験」   於、徳源寺 

10月 28日～29日 教区寺院セミナー現地研修会   於、広島県、仏通寺・他 

11月 19日（火） 教区花園会運営委員会    於、名古屋都市センター 

11月 30日（土） 宗務支所長任期満了 

12月 1日（日） 新宗務所長就任 

12月 6日（金） 新宗務所長研修会、新旧宗務支所長交替茶礼 於、キャッスルプラザ 

 令和 2年 

2月 7日（金）  第 3回教区寺院セミナー    於、 未定 

3月 31日（火） 花園会部会長、女性部会長・任期満了 

 


