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宗 務 所 便 り 
                                          2012 年 1 月 1日発信   №．90 
 

                                          愛知西教区宗務所長 武山廣道 九拝 
           

初春を寿ぎ新年のお慶びを申し上げます。 
昨年中は格別なご法愛を賜り法幸至極に存じ上げます。本年も倍旧の御指導御鞭撻の程 

よろしくお願い申し上げます。皆々様のご健康とご多幸を祈念申し上げます。 
 

 

12月の報告 

1日     新宗務支所長、新教化推進・人権擁護推進委員就任            

 2日     2011年「人権週間」記念集会・記念講演       於、中区役所ホール 

 8日     成道会 

11日     教区役員会                    於、京都国際ホテル 

11日～12日  開山忌高齢者招待                 於、本山 

12日     開山忌                      於、本山 

13日     僧風刷新会議                   於、本山 

13日～14日  無相教会 住職・副住職講習会           於、本山 

15日     新支所長研修会、新旧支所長交代茶礼        於、浄心・大森 

16日     青年僧の会、年末托鉢               於、10部東漸寺 

21日     第1地区宗務支所長会                於、名古屋・金山 

22日     宗務本所、宗務所、宗務支所御用納め 

23日     第11部 台番1704 浄慶寺先住職 小川雍晃 和尚 ８４歳 遷化 

24日     月授戒（耕雲院 服部雅昭師）           於、瑞泉寺 

 

1月の予定 

10日     宗務本所、宗務所、宗務支所御用始め 

16日     花園会報、教区報編集会議             於、宗務所 

17日     花園会本部運営委員会               於、本山 

18日     財政委員会                    於、本山 

19日～20日  無相教会師範会・称号試験             於、本山 

20日     微笑会理事会                   於、本山 

23日     教学審議会                    於、本山 

24日     月授戒（大興寺 一色宏襄師）           於、瑞泉寺 

25日     花園会会長会                   於、本山 

25日～26日  定期布教研究会                  於、本山 

26日     犬山・瑞泉寺開山忌                於、瑞泉寺 

26日     無住寺院対策委員会                於、本山 

27日     人権擁護推進委員会                於、本山 

30日     花園会館運営委員会                於、本山 

31日～2月1日 宗制審議会                    於、本山 
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＜報 告＞ 

 
◎ 新宗務支所長研修会、新旧宗務支所長交代茶礼 

 去る 12 月 15 日(木)午後 2 時より、名古屋市西区浄心「大森」にて「新宗務支所長研修会」 

午後 6 時より「新旧宗務支所長交代茶礼」を開催しました。 午後 2 時集合して教区担当者か

ら説明を行ないました。 1、宗務所長より「教区行事・予算の決定」「教区会計・花園会会計」 

「監査選出」「慶弔報告」「定期巡教」「進達書類」「花園会部役員選出」「ご親化授戒会」「本山の

研修会 参加推進」「安居会」「独居住職・寺族」についての説明がされた。 
 

2、教化主事より「教区寺院セミナー」「青年僧の会について」「寺庭婦人会について」「教区報」

「教区花園会組織 ②部会長会・支所長会 ③花園会運営委員会 ④花園会愛知西大会 ⑤女性

部研修会本山研修会の参加推進」「教区花園会たより『おかげさま』」についての説明がされた。  

3、教区人権擁護推進員より「教区人権擁護推進活動報告」「愛知同宗連活動報告」資料配布が

された。 4、教区連合会長より「無相教会・愛知西教区の活動報告・現状説明」がされた。 
  

5、団参推進員より「団体参拝の現状報告」「インターネットによる団参の仮申し込み・資料の

ダウンロード」の説明がされた。 休息後、午後 4 時より、宗務本所職員に出向していただき、

『宗務抄録』(支所長ノートとして)を参考にして、「宗務支所規定」の説明をされた。 

 午後 6 時より同席にて交代茶礼を行った。 

 

＜お願い お知らせ＞ 

 
◎ 東日本大震災支援ボランティアについて 
 本山特別災害対策本部より各寺院に、 

◎現地で活動するボランティア  

◎住宅支援ボランティアの登録 

上記の御願いが来ております。多くの方のご参加を御願いいたします。 

詳細な注意事項は書面をご覧いただき、問い合わせは  

妙心寺派宗務本所内 特別災害対策本部 担当・森、宮坂へ連絡下さい。 

 

◎ 第 3 回教区寺院セミナーの御案内 
下記の内容にて「第 3 回教区寺院セミナー」を開催いたします。 多くの皆様のご参加を 

お待ちしております。 

日 時   平成 24 年 2 月 17 日（金）午後 1 時より 

場 所   名古屋都市センター 14F 第 3・4 会議室 

講 師   元岐阜県立森林アカデミー教授 篠田暢之氏 

別紙にて案内状を発送いたします。 

 

◎ 平成 24年 春定期巡教師決定 

推進テーマ『行ずる』サブテーマ「生かされている自分を感謝し、報恩の行を積みましょう。」 

  巡教師 山陰西 台番 618  大龍寺住職 岩浅 慎龍師 

      岐阜西 台番 1998  瑞雲寺住職 高田 慈雲師 
 

※ 開教寺院の希望期日・時間・行事名を取りまとめて早めに(〆切 1月 15日)に宗務所へ報告 

 下さい。巡教師を希望選択することはできませんので悪しからず。開教日が重複した場合は、 

 教区布教師会からの派遣とします。 



 

 

3 

◎ 本山奉仕団参 

平成 24年度から、年間 2部づつの奉仕団参の実施を御願いいたします。 平成 24年度は 

第 1部・第 2部花園会。お早めに企画予定いただきますようお願いします。 

 

◎ 愛知西教区ホームページ 
当教区は本派の中で唯一 ホームページをもち情報発信をしております。 

 

ＵＲＬ       http://www.aichi-west.jp/ 

   メールアドレス     info@aichi-west.jp 

 

◎ ダウンロード 
 花園会関係申請書式をダウンロードできます。ご利用下さい。 
 

  http://www.rinnou.net/network/myoshinji/download/hanazonokai/index.html 

 

◎ 進達書類書式記入例 
  進達書類書式の記入例が参照・ダウンロードできます。ご参照下さい。 
 

http://www.rinnou.net/network/myoshinji/download/sm/20100820syoshiki.htm 

 

  

 

≪ 平成 24年度 行事予定 ≫ 
 

★ 平成 24年度 花園会部会長会、宗務支所長会 
   日 時 平成 24年 4月 20日（金）午前 10時より 

   場 所 名古屋都市センター 14階会議室 

    新部会長様、支所長様にはご予定を御願いいたします。 

 

★ 無相教会 教区連合会主催 奉詠大会・発展拡充講習会 
   日 時 平成 24年 6月 6日（水）・7日（木） 

   場 所 江南文化市民会館 

 

★ 花園会愛知西教区大会 
     日 時 平成 24年 10月 26日(金)  

場 所 徳源寺 

 

 

 

☆  愛知西教区宗務所の口座案内 
 

   郵便振替口座  ００８６０－５－ １２９６０５    妙心寺派 愛知西教区宗務所 

 

    ゆうちょ銀行  記号 １２１１０  番号 ８７１８６３１１    愛知西教区宗務所 
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