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宗 務 所 便 り 
 

                                           2016年 5月 1日発信  No．47 

                                       愛知西教区宗務所長 山田英隆 九拝 
謹啓上 時下梅弾垂金之候 

 4月 14日に発生した熊本地震は、2週間経っても熊本県・大分県で余震が続き甚大な被害を

もたらし、死者や怪我人を出しています。今でも多くの方が避難生活をしておられます。 

 東北大震災から 5年、又大きな地震が起きました。地震大国の日本、中部地方も他人事では

ありません。災害を無くすことはできませんが被害を少なくすることはできると思います。 

各自が災害対策の準備をして被害を少なくする努力をしましょう。 避難所をどちらかご存じ

ですか。災害が起きる前に防災用品の準備をしましょう。(テント、ブルーシート、寝袋、ラ

イト、マッチ、ローソク、水、食料、トイレ、薬品、着替え、メガネ、軍手、長靴、スコップ、

のこぎり、ロープ、工具等、) 

                                    頓首敬白 

                                                                                  

4月の報告 
1日    教区花園会「おかげさま 13号」発行  30000部  於、教化本部 

5日    教区連合会 講師・各支部実務者会議   於、江南市民文化会館 

 5日～7日  本山寺庭婦人研修会スクーリング   於、本山 

 8日     降誕会 

 8日～12日  恒例法要       於、本山 

11日    教区青年僧の会総会、懇親会    於、徳源寺 

12日    臨時宗務支所長会（選挙長選出）   於、林貞寺 

13日     人権擁護推進委員会     於、本山 

14日    名古屋禅センター坐禅会     於、白林寺 

14日～15日  教化主事会      於、本山 

20日    地区長会、監査会、教区報編集会議   於、林貞寺 

24日     月授戒（臨溪院 宮川明道師）       於、瑞泉寺 

25日    宗務所長選挙宣旨発布     於、選挙所 

26日    花園会部会長会、宗務支所長会    於、名古屋都市センター 

 

 

5月の予定 
 1日～7日  龍門寺本派安居会     於、龍門寺 

 7日    立候補・立会人届け出期日    於、選挙所 

 9日    全国花園会女性部東京大会    於、舞浜ヒルトン東京ベイ 

12日    名古屋禅センター坐禅会     於、白林寺 
13日     寺院セミナー委員研修会、新旧交替茶礼   於、ナゴヤキャッスルプラザ 

16日    選挙期日       於、選挙所 

16日～30日 高等布教講習会      於、本山 

19日    連合会・発展拡充講習会     於、江南市民文化会館 

20日    連合会・教区奉詠大会     於、江南市民文化会館 

24日～26日 無相教会寺庭婦人講習会     於、本山 

24日     月授戒（耕雲院 服部雅昭師）       於、瑞泉寺 

26日    寺庭婦人会総会、教区寺庭婦人研修会   於、瑞泉寺 

31日～1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 



2 

 

＜ 報 告 ＞ 
 

◎宗務所長選挙・選挙長、日程のお知らせ 
 去る、4 月 12 日に開催しました「臨時宗務支所長会」において、選挙長が選任されましたの

でお知らせします。 

★ 宗務所長総選挙 愛知西教区選挙長 

 第 13 部 宗務支所長 寳勝寺住職 塚本文隆師 

          一宮市玉野 1400 

★ 選挙長の寺院が選挙所になります。 

    5 月  7 日（土） 立候補・立会人届け出期日 

    5 月 16 日（月） 選挙期日 

★ 選挙の詳細は、各選挙人に宣旨発布と共に発信しました。確認をお願いします。 

 

◎花園会部会長会、宗務支所長会の報告 

去る 4月 26日(火)午前 10時より、名古屋都市センター会議室にて以下の内容にて協議が 

なされました。午前中は花園会関係、午後は教区関係の協議、午後 2時 30分に終了した。 

以下の内容にて協議いただき承認されました。 

1，平成 27年度・花園会事業報告 

2，平成 27年度・花園会収入支出決算報告 

3，平成 28年度・花園会事業計画書 

4，平成 28年度・花園会収入支出予算書 

5，花園会協議事項 

6，平成 27年度・教区事業報告 

7，平成 27年度・教区収入支出決算報告 

8，平成 28年度・教区事業計画書 

9，平成 28年度・教区収入支出予算書 

10,教区協議事項 

 ※各報告、決算報告、事業計画、予算書は教区報に掲載します。 

 

◎部セミナー委員が選任されました 
    敬称略 

部 所属寺院 氏名 

第 1 部 寳林寺 石川 正道 

第 2 部 凌雲寺 岡田 至道 

第 3 部 楽音寺 杉村 陽介 

第 4 部 漸東寺 高木 悠希 

第 5 部 太平寺 水野 峯仙 

第 6 部 蓮蔵院 小澤 宗幹 

第 7 部 麟慶寺 黒瀬 義宗 

第 8 部 眞福寺 笠井 正見 

第 9 部 福昌寺 羽澄 一乗 

第 10 部 全徳寺 吉田 玄哲 

第 11 部 寳光寺 六鹿 正紀 

第 12 部 西住院 鎌田 博堂 
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第 13 部 安楽寺 丸山 慈樹 

第 14 部 桂林寺 後藤 彰仁 

★ 2年間宜しくお願い申し上げます。（平成28年度～29年度） 

 

◎本山寺庭婦人研修会の報告            ９部 龍済寺 関 久美 

去る４月６日(水)から４月７日(木)の日程で、本山にて平成２７年度本山寺庭婦人研修会修了

スクーリングに参加致しました。 

研修内容は、「寺庭婦人の務め」をテーマに据えて、1 日目、基調講演（粟原正雄宗務総長）、

オリエンテーション、単元講義（仏教概論 多田曹渓師・宗旨編 服部雅昭師）、加行説明・礼

拝（長島宗深常任布教師）、班別討議。2日目は、朝課・加行・座禅、登壇習儀、登壇、全体発

表（班別討議発表）でありました。 

４月上旬としては暖かく気持ちの良い気候に恵まれ、全国各地の寺庭婦人５４名が受講し、今

回は、研修の総まとめでもあります授戒会が厳かな雰囲気の中、嶺興嶽管長猊下の戒師のもと、

粛々と執り行われました。 

昨年４月から足掛け一年の研修で、研修当初はちょっと長いトンネルに足を踏み入れたような

気がしておりましたが、今年の研修で一年振りに再会した寺庭様のお顔は、つい先日お会いした

方のように感じ、あっという間の一年間でありました。研修を通して、現在の寺院を取りまく環

境、求められる寺院、住職、寺庭の姿を改めてじっくり考え見直す貴重な経験となりました。 

今後はこの一年で学びましたことを糧に、住職を支え将来にわたる寺院の護持・発展につなが

るよう日々さらなる研鑽に努めてまいりたいと存じます。 

また、このような有意義な時間をいただきましたことを心より感謝申し上げます。 

 

 

＜お願い お知らせ ＞ 

 
◎熊本地震災害見舞金のお願い                教化本部 

 去る 4月 14日 21時 25分発生した「熊本地震」は 2週間を過ぎても余震が続き、避難所に

は多くの方が身を寄せて不自由な生活をしておられます。心よりお見舞い申し上げます。 

 教区花園会として災害見舞金を送り、被災された花園会会員の復興のお手伝いをしたいと考

えて教区花園会員様に御協力をお願いします。 各御寺院単位にて募金をお願いして妙心寺派

特別災害対策本部「平成 28年熊本地震災害連絡室」への見舞金をお願いします。 

★「見舞金専用振込用紙」にて送金して下さい。 

 

◎平成 28年度 「第 1回教区寺院セミナー」の御案内       教化本部 

 下記の内容にて、平成 28年度「第 1回教区寺院セミナー」を開催します。多くの皆様の 

ご参加をお待ちしております。 

    年間テーマ「脚下照顧 3」法階昇進対応研修 

  開催日  平成 28年 6月 8日(水) 午前 10時～4時頃まで 

  場所   瑞泉寺(犬山市犬山字瑞泉寺) 

  講師   玄玄庵老大師、慧照院住職・吹田良忠師 

  内容   「提唱と法式梵唄」 

  ※ セミナー参加者は、「事前に参加申し込み」をして下さい。  

(弁当を用意します。参加費は無料です)      

※  別紙にて案内状を発送いたします。  
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◎平成 28 年度「前堂職法階取得研修会」開催日程         教学部 

期間   第 1回目 平成 28年 6月 22日(水)～24日(金) 

     第 2回目 平成 28年 9月 13日(火)～15日(木) 

     第 3回目 平成 29年 2月 10日(金)～12日(日) 

 出願方法 履修願(進達用紙)に必要事項を記載し、宗務支所・宗務所・教学部へ提出 

 提出期限 第 1回目 5月 20日  教学部必着 

      第 2回目 8月 1日  教学部必着 

      第 3回目 12月 16日 教学部必着 

 定員   30名 

 費用   受講料 2万円(当日持参) 

 受講資格 前堂職の請願が可能な者。(法臈 3年を満たしている者) 

※  詳細は、「正法輪」28年 3月 1日発行 第 66巻 第 2・3号 Ｐ11を参照。 

 

◎「寺庭婦人ステップアップ講座」開講のお知らせ        教学部 

期間   平成 28年 5月 31日～29年 3月 31日 

 出願方法 履修願に必要事項を記載し、宗務支所・宗務所・教学部へ提出 

 受講資格 寺庭婦人研修会を終了した寺庭婦人 

 提出期限 平成 28年 5月 9日まで  

 定員   30名 

 費用   受講料 3万円  (但し、各スクーリングは別途費用が必要) 

※  詳細は、「正法輪」28年 3月 1日発行 第 66巻 第 2・3号 Ｐ10を参照。 

 

◎平成 28年度・「本山集団得度式」のお知らせ         教学部 
 期間   平成 28年 7月 27日(水) 

           午前 8時 30分～11時 

 会場   本山妙心寺・微妙殿 

 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 3日(月)各宗務本所必着 

 冥加料  受講料 1万円(当日持参) 

※ 案内状の備考欄を参照下さい。 

 

◎平成 28年度・「本山学徒研修会」開催のお知らせ       教学部 
 期間   平成 28年 7月 27日(水)～28日(木)★幼少・学生対象 

      平成 28年 9月 5日(月)～6日(火)  ★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 15日(水) 宗務本所 必着 

 費用   受講料 1万円(当日持参) 

 受講資格 平成 27年度に始法階を稟承した者。 

      集団得度式申し込み者は同時履修も可能。 

 

◎「部落解放をめざす愛知県研修会」お知らせ        教区人権推進員 
   ～第 40期部落開放講座～  ★講演とパネルディスカッション 

開催日  平成 28年 6月 15日(水) 午後 1時～4時 30分 

  場所   名古屋市公会堂(名古屋市昭和区鶴舞 1-1-3) 

  テーマ  「女性差別撤廃条約とわたしたち」 
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  講師   山下泰子(国際女性の地位協会会長・法学博士) 

 

◎「部落解放・人権大学 愛知講座 2016年度」お知らせ    教区人権推進員 
期間   2016年 9月 28日～12月 21日 (7日間) 

① 9月 28日 ②③10月 12日～13日 ④10月 26日 ⑤11月 9日 

⑥11月 30日 ⑦12月 21日 

 出願方法 別紙「受講申込書」に必要事項を記入の上、下記の申し込み先へ送付 

 申込先  NPO法人部落開放・人権研究所   

部落解放・人権大学愛知講座事務局 

       〒451－0065 名古屋市西区天神山 1－3 

             ℡ 052-618-9251  fax 052-532-5177 

 提出期限 2016年 4月 1日～8月 15日  

 会場   名古屋市西文化センター 

        名古屋市西区栄生 1-3-20 ℡052-561-5391 

 費用   受講料 55,000円 

※ 詳細のお尋ねは「講座事務局」へ連絡して下さい。 

 

 

＜＜平成 28年度予定＞＞ 
  

5 月  7 日（土）  立候補・立会人届期日    於、選挙所 

5 月 16 日（月）  選挙期日     於、選挙所 

 5月 19 日（木）  教区連合会・発展拡充講習会   於、江南市民文化会館 

 5月 20 日（金）  教区連合会・奉詠大会    於、江南市民文化会館 

 5月 26日  (木)  寺庭婦人会総会、教区寺庭婦人研修会  於、瑞泉寺 

 6月 8日  (水) 第 1回教区寺院セミナー(法階昇進対応) 於、犬山・瑞泉寺 

 6月 24 日（金）  宗務所長任期満了 

 9月 7日 (水)   第2回教区寺院セミナー   於、名古屋都市センター 

 9月 23 日 (金)   教区花園会女性部研修会   於、名古屋・白林寺 

10月 26 日 (水)   教区花園会運営委員会    於、名古屋都市センター 

11月 4日 (金)   第 61 回花園会愛知西教区大会   於、名古屋・徳源寺 

11月 22 日 (火)   寺院セミナー現地研修会   於、静岡県沼津市原 

29年 

2 月 16日(木)   第 3回教区寺院セミナー   於、 未定 

 

★ 愛知西教区 「定期御親化授戒会」 
開催日  平成 29年 5 月 22日～24日   

会 場  名古屋・徳源寺 


