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宗 務 所 便 り 
 

                                           2017年 1月 1日発信  No．55 

                                       愛知西教区宗務所長 山田英隆 九拝 

初春を寿ぎ新年のお慶びを申し上げます。 
 昨年は格別なるご法愛を賜り有り難うございました。 本年も倍旧なるご指導ご鞭撻いただき

ますように宜しくお願い申し上げますとともに、皆様のご健康とご多幸を祈念申し上げます。 

                                    頓首敬白 

                                                                                  

12月の報告 
1日   愛知西教区花園大会反省会     於、名古屋市内 

5日   僧侶育成審議会      於、本山 

 8日   成道会 

 8日   名古屋禅センター坐禅会     於、白林寺 

11日   開山忌宿忌・高齢者招待     於、本山 

12日   妙心寺開山忌      於、本山 

15日   僧風刷新会議      於、本山 

22日   宗務本所・宗務所・宗務支所御用納め 

22日   教区役員会       於、林貞寺 

24日   月授戒会（林昌寺・野田普明師）    於、瑞泉寺 

 

1月の予定 
10日    御用始め （宗務本所・宗務所・宗務支所） 

12日    花園会本部運営委員会     於、本山 

12日    名古屋禅センター坐禅会     於、白林寺 

13日～15日 瑞泉寺本派安居会     於、瑞泉寺 

17日    教学審議会      於、本山 

17日    僧風刷新会議専門部会     於、本山 

18日～19日 全国花園会会長会     於、本山 

19日    無住寺院対策委員会     於、本山 

20日～21日 無相教会師範会・称号試験    於、本山 

23日    財政委員会      於、本山 

24日    人権擁護推進委員会     於、本山 

24日    月授戒（乾徳寺 木下紹真師）    於、瑞泉寺 

25日    微笑会理事会      於、本山 

26日    犬山・瑞泉寺開山忌     於、瑞泉寺 

26日    宗制審議会      於、本山 

27日    無相教会代表委員会     於、本山 

30日    花園会館運営委員会     於、本山 

31日    臨時宗務支所長会     於、名古屋都市センター 

 

 

＜ 報告 ＞ 

◎「人権週間」記念集会報告           第 7 部 眞福寺 桑原大輝 

 

 去る 12 月 1 日、中区役所ホールにて「人権週間」記念集会が開催されました。講演内容は「ネ
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ットと人権」をテーマに、同和地区に関する情報がインターネット上でどのように拡がり問題と

なっているのか、自治体の対応や訴訟の事例を含めて説明されました。 

 近年の急速なインターネットの普及によって、私たちは多くの情報を手軽に・素早く入手する

ことができます。便利なツールである一方で、同和地区問題などの人権差別に関する悪い情報も

驚異的なスピードで拡散してしまうという反面を持ち合わせています。そこで、現代のＩＴ社会

において情報の取り扱い、人権差別への対策を考えなければなりません。 

 ネット上で「同和地区」と検索すると多くの情報が表示されます。ネット上には「部落地名総

鑑」や「同和地区 Wiki」として公開され、誰でも簡単に同和地区の情報を得ることができるこ

とを私は初めて知りました。なぜ具体的な地名がネット上で公開されているかと言うと、自治体

の差別解消を目指す施設について、建設される地名に関わる情報が差別を助長する人によって悪

用されているケースもあるそうです。一度ネット上に公開してしまった情報は、良い意味でも悪

い意味でも世界中の人に晒されていることを自覚し、情報の取り扱い方には細心の注意を払わな

ければならないことを学びました。 

 ネット情報は私たちに無限の選択肢を示し、生活を豊かにする一方で、同時にいじめや人権差

別も深刻さを増しているように思います。こうした社会の変化の中で、僧侶として・一人の人間

としての倫理観が改めて問われていると、この講演を通じて感じました。 

 

＜ お願い お知らせ ＞ 

◎臨時宗務支所長会のお知らせ 
「定期御親化授戒会」について臨時宗務支所長会を開催しますので、宗務支所長様にはご出席を 

お願いいたします。 

  開催日  平成 29年 1月 31日(火) 午後 2時より開始 

  場所   名古屋都市センター 第 1会議室 

 

◎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 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 3回目 12月 21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。 

 

◎「平和復興のいのり」募集のお知らせ 

  期間  平成 29年 3月 9（木）～10日（金） 

         （受付 13時） （解散 14時） 

 会場   福島県いわき市・スパリゾートハワイアンズ 

 内容   講話、ディスカッション、座談会、研究発表他 

 テーマ  「東日本大震災七回忌慰霊法要」 

 参加費用 （2日間・宿泊代含む）  21,000円 ※現地集合、現地解散 

      （初日のみ・宿泊なし）   14,000円 ※現地集合、現地解散 

      （交通費・大会参加費含む）68,000円 ※中部空港発着コース 

 締切日  平成 29年 1月 31日  

 申込先  JTB西日本団体旅行京都支店 ℡075-284-0173 担当・森川 

申込方法 専用用紙を取り寄せて申し込み下さい。 

  ※ 詳細は、JTB京都支店にお尋ねください。 
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 ★ 部花園会役員様、花園会員様には 2万円の助成をさせていただきます。（10名まで） 

   尚、僧侶、寺庭、寺族の方は対象外とさせていただきますのでご理解下さい。 

 

◎定期御親化授戒会・戒徒募集のお願い 

愛知西教区「定期御親化授戒会」開催します。 

以下、概要をお知らせして、別紙にて戒徒の募集をお願い申し上げます。    

 開催日  平成 29年 5月 22日～24日  

会 場  徳源寺 (名古屋市東区新出来 1丁目) 

内 容  全 3日間 （1日授戒を 2日間行う） 

      22日 授戒会習礼、準備、安単総茶礼 

      23日 第 2、第 3地区の花園会会員参加 

      24日 第 1、第 4地区の花園会会員参加 

役配   戒師  江松軒・嶺 興嶽管長猊下 

唱名師 玄玄庵・小倉宗俊老大師、（23日） 

孤雲室・稲垣宗久老大師 （24日） 

親化執事   財務部長・瑞岩眞泰師 

親化布教師  前花園会本部長・林 学道師 

香水師       宗議会議員 

    募集人数 5月 23日  本戒 300名 因縁戒 200名 

       5月 24日  本戒 300名 因縁戒 200名 

  参加費  本戒 6,000円  因縁戒 3,000円 

主催者  愛知西教区宗務所 教化本部 

 

◎第 3回教区寺院セミナーの御案内 
 下記の内容にて、平成 28年度「第 3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」 

  開催日  平成 29年 2月 16日(木) 午後 1時 30分より開始 

  場所   名古屋都市センター 第 1・2会議室 

  講師   京都・法輪寺住職 佐野泰典師 

  内容   「臨床僧について学ぶ」（仮称） 

   ★別紙にて案内状を発送いたします。  

 

◎平成 29年定期巡教師決定 
九州東教区    台番 197   法雲寺  竺  泰道師  

静岡東教区    台番 2761  東國寺  塚原 史方師 

★ 各支所長様には、定期巡教の日程について部内寺院よりご希望を聞き集計してから 

平成 29 年 1 月 10 日までに宗務所に書類の提出をお願いします。 

★ 規定の書類を支所長宛にて送付いたします。用紙に記入し提出して下さい。 

 

◎僧堂掛塔予定者学習会開催のお知らせ               教学部 
 期間   平成 29年 3月 6日(月)～8日(水) 

 対象   平成 29年度中に専門道場へ掛搭予定の学徒 

 申し込み 規程の用紙を教学部より取り寄せて、直接送付下さい。 

 費用   2万円 ★詳細は宗務本所・教学部へ問い合わせ下さい。 
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◎あいち人権啓発プラザ 企画展・講演会のお知らせ 

   企画展 「女性の人権」 

開催日 平成 29年 1月 23日（月）～2月 15日（水） 

  場所  あいち人権啓発プラザ（名古屋市中区三の丸 3-2-1 愛知県東大手庁舎 3階） 

  内容  男女共同参画啓発パネル展、はがき 1枚からの男女共同参画入賞作品展示 

       その他 

     講演会 

開催日 平成 29年 1月 27日（金）午後 2時から 4時まで 

  場所  愛知県東大手庁舎 地下 1階・大会議室（名古屋市中区三の丸 3-2-1 ） 

  演題  「性的マイノリティの現在」～あらゆる分野につながる人権問題を考える～ 

  講師  松尾かずな氏 

      名古屋大学医学部付属病院泌尿器科医師、特定非営利活動法人 TTSファミリー代表 

 

◎未来住職塾５期生 寺業計画発表 - 聴講の御案内     名古屋禅センター 

  未来住職塾・五期生の皆さんは、寺業計画書を練りに練られている最中です。ご都合よろし

ければぜひ一年間の集大成を聴講して下さい。そして、ご意見、ご質問、アドバイスをいただけ

ればと思います。 

  会 場：東海山白林寺 名古屋市中区栄三丁目２５ー１８ 

 時 間：平成 29年 1月 17日（火）10:00から 18:00を予定。終了後は懇親会(希望者） 

お申込はこちら  http://bit.ly/2gr2N1i 

 

◎未来の住職塾 一日体験教室の御案内          名古屋禅センター 
未来の住職塾 第６期の開講に先駆けて、無料開催される一日体験教室です。 

期 日  2月 3日(金) 13:30から 17:30まで 

会 場  本願寺名古屋別院（西別院） 名古屋市中区門前町 1-23  

一日体験教室の内容 

○ 講義『未来の住職塾が考えるこれからのお寺づくり』 

  未来の住職塾を通じて全国各地のお寺を見てきた講師が、これからのお寺づくりについて

お話しします。 

○ 未来の住職塾 卒業生の実践体験談 

  卒業生の取組みや成功・失敗事例など、講師を交えた座談会形式でお届けします。 

○ オープン交流会 

  講師や卒業生と、リラックスした雰囲気の中で意見や情報の交換ができます 

▼ 参加申込はこちら  https://goo.gl/l2ItTn  （定員 30名） 

 ※ 終了後には懇親会も予定しています（懇親会のみ費用がかかります） 

 

◎セミナーの御案内                 名古屋禅センター 
医療・看護・福祉・教育などに携わる方のための実践の場を記述現象学とアンケート調査で

分析するセミナーです。 

日 時：2月18日(土) 10:00～16:00 

場 所: 白林寺  名古屋市中区栄3丁目25-18 

講  師: 村田久行 NPO法人対人援助・スピリチュアルケア研究会理事長 

対人援助研究所所長 

浅川達人 明治学院大学社会学部教授・対人援助研究所教授 

http://bit.ly/2gr2N1i
https://goo.gl/l2ItTn
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定 員:40名  受講料:一般5,500円  ※なお、申込先着順 

主 催: NPO法人対人援助・スピリチュアルケア研究会主催 

お申込みはホームページからhttp://www.sp-c.org 

 
 

＜＜平成 28年度予定＞＞ 
  

平成 29年 

1 月 31日(火)   臨時宗務支所長会    於、名古屋都市センター 

2 月 16日(木)   第 3回教区寺院セミナー   於、名古屋都市センター 

 

＜＜平成 29年度予定＞＞ 
4 月 27日（木） 教区花園会部会長会、宗務支所長・推進委員会  於、名古屋都市センター 

6 月 22日（木） 白隱シンポジウム （名古屋禅センター）    於、熱田文化小劇場 

 

★  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 

 

 

http://www.sp-c.org/

