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宗 務 所 便 り 

 
                                         2019年 6月 1日発信  No．84 

愛知西教区宗務所長 山田英隆 九拝 
謹啓上 気潤麦秋之候 

宗務所長を拝命して 7年間（84ケ月）（任期は令和 2年 6月 24日まで）。その前に、教化主事

8年間（武山宗務所長）、その前は 2年間総務部長（現教区組織部長・一色宗務所長）を拝命し、

17 年間教区事務を預からせて頂いて居ります。さて、残り 1 年間が大切であります。何を進め

るべきかと悩み苦しんでおります。 各支所長様、各和尚様の意見、寺庭様、寺族の皆様の意見

を聞いてまいります。「各寺院が大切、部内が大切、教区が大切、教団が大切です。」 

皆様と共に 20年、30年後の各寺院、教区、本派の事を考えていかねばなりません。 

 皆様の御意見と御協力をお願い申し上げます。               頓首敬白 

                        

5月の報告 
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 

25日    第 1部 台番 1556 善昌寺住職 柳田博三和尚 遷化 77歳 

28日    第 1部 善昌寺住職  柳田博三和尚  津送  於、善昌寺 

28日～31日 中高年出家者中核研修会     於、本山 

29日    第10部 台番1671  龍泉寺先住職寺庭 山中のり子様 逝去 83歳 

30日～31日 無相教会師範会、称号試験    於、本山 

31日    第2部  政林寺先住職 曽我部正宗和尚 津送  於、政林寺 

31日    第10部 龍泉寺先住職寺庭 山中のり子様 密葬  於、龍泉寺 

 

6月の予定 
 5日    第4地区・地方大会準備会    於、一宮市民会館 

 7日    セミナー準備会      於、林貞寺 

11日    教区連合会、実務者反省会    於、江南 

12日    教区住職研修会（第1回教区寺院セミナー）  於、吹上ホール 

12日    妙心寺おかげさま奉仕の日    於、妙心寺 

13日    名古屋禅センター坐禅会     於、名古屋禅センター 

13日    本山参拝推進本部会議、無相教会代表委員会  於、本山 

13日～14日 寺庭婦人ステップアップ講座開講スクーリング  於、岐阜・天衣寺 

14日～15日 第1回法式研修講座     於、本山 

17日～18日 人権擁護推進合同研究会     於、本山 

18日    教区青年僧の会研修会     於、名古屋・金山ホテル 

19日～20日 前堂職法階取得研修会     於、本山 

20日～21日 無相教会称号取得講習会     於、本山 

21日～22日 瑞泉寺本派安居会     於、瑞泉寺 
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24日    月授戒（林昌寺 野田晋明師）    於、瑞泉寺 

25日    花園会本部 新亡供養（愛知西教区該当日）  於、本山 

 

 

＜ 報告 ＞ 
◎教区寺庭婦人会総会・研修会          寺庭婦人会会長 大崎麻衣子 
 去る 5 月 23 日（木）、徳源寺にて令和元年度寺庭婦人会総会及び研修会を開催致しました。 

はじめに、江松軒嶺興嶽老大師猊下による先亡会員供養、続いてご法話を賜り、身近な例えでよ

り良く生きることへの意識の持ち方についてお話し下さいました。 

引き続き総会にて、平成 30 年度の収支決算報告、活動報告、会長会報告、並びに令和元年度

の活動計画の報告を行いました。 

 昼食をはさみ、午後からは、山梨教区 義雲院 小澤泰崇師による仏教講座を拝聴致しました。

「しくじり和尚 俺みたいになるな!!」と題して、ご自身の経験談や失敗談をお話し下さいまし

た。「生きる意味を見失った少女の命を救った尊い行為」のお話しをご紹介下さいました。 

 朝から気温も上昇し暑い一日でしたが、時折吹き込む心地よい薫風に癒されながら有意義な時

間を過ごすことができました。 

 総会は 60 名、仏教講座は 47 名の参加でした。 

 

 

＜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、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。 

 

◎青年僧の会・研修会のご案内『寺院の未来を考えるワークショップ』 
日 時 令和元年 6月 18日(火)午後 3時より 

 場 所 金山ホテル・2Ｆ会議室（名古屋市中区金山 4-6-25、TEL052-322-1111） 

 テーマ 『寺院の未来を考えるワークショップ』 

 講 師 松本紹圭師（住職向けのお寺経営塾「未来の住職塾」創設者） 

  今回は講義だけでなく「ワークショップ」の形式を交え、寺院の社会的な価値や私たち僧侶 

 自身について客観的に分析し、各自坊において将来の活動につながる指針を研究します。 

 青年僧に限らず、ご住職・寺庭さんなど興味のある方も遠慮なくご参加ください。 

 

◎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) 
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 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。 

 

◎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『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。 
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令和元年度 愛知西教区『教区報 49 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。 

 

＜＜令和元年度予定＞＞ 
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    於、金山ホテル 

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 

 


