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宗 務 所 便 り 
 

                                           2017年 4月 1日発信  No．58 

愛知西教区宗務所長 山田英隆 九拝 

謹啓上 時下桜花爛漫之候 

桜の開花が少し遅れての春本番を迎えております。 新年度は多くの方々が新たな門出を迎

えられましたことお喜びいたします。 教区では 5月 22日～24日に徳源寺様を会所にして 

「定期御親化授戒会」を開催いたしますので、各寺院の皆様、花園会員の皆様には御支援と御

協力をお願い申し上げます。 

また、5月 25日には 第 2次・栗原内局が発足いたします。力強く宗門を導いて頂けますよ

うに微力ながら協力させていただきます。教区内寺院各位にもご協力をお願い申し上げます。 

                                    頓首敬白 

                                                                                  

3月の報告 
2日～3日 寺庭婦人ステップアップ講座・終了スクーリング 於、本山 

4日～5日 無相教会称号取得者講習会（補講）   於、本山 

6日～8日 僧堂掛搭予定者学習会     於、本山 

9日    名古屋禅センター坐禅会     於、白林寺 

 9日～10日 平和復興のいのり～震災慰霊法要～   於、福島県・いわき市 

14日～16日 定期宗務所長会      於、本山 

16日～25日 教区内 定期巡教     於、教区内 

17日    おかげさま編集会議     於、林貞寺 

20日    彼岸中日 

24日    月授戒（本派巡教師）      於、瑞泉寺 

27日    教区役員会      於、林貞寺 

28日～30日 花園会少年少女研修会     於、本山 

 

4月の予定 
 1日～7日  妙心寺派ハワイ布教 90周年・平和祈念法要の旅 於、ハワイ開教院 

 7日    教区布教師会総会 

 8日     釈尊降誕会 

 8日～12日  本山恒例法要      於、本山 

10日    教区連合会実務者会議     於、江南市民文化会館 

12日    人権擁護推進委員会     於、本山 

13日     名古屋禅センター坐禅会     於、白林寺 

13日    教区青年僧の会総会     於、名古屋 

13日～14日  教化主事会      於、本山 

18日    社会事業協会理事監事会     於、本山 

18日     教区役員会      於、林貞寺 

18日～20日 本山寺庭婦人研修会スクーリング   於、本山 

19日～20日 無相教会寺庭婦人講習会    於、本山 

20日     教区監査会・地区長会     於、林貞寺 

24日     月授戒（臨溪院 宮川明道師）    於、瑞泉寺 

27日     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 

       定期御親化授戒会 役位安単振舞   於、キャッスルプラザ 

28日～30日 白隠禅師 250年遠諱 寺院檀信徒報恩摂心  於、本山 
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＜ 報告 ＞  

◎第 29回「愛知同宗連講演会」に参加して    教区人権擁護推進員 奥村文人 

 ２月２７日、東別院会館大ホールにて「愛知同宗連講演会」が行われた。 

テーマが「愛知同宗連３０年を記念して」ということもあり、講師に部落解放同盟中央執行委員

長、組坂繁之氏を迎え、３００名を越す宗教者（当教区から１０名）が聴講した。組坂氏は部落

解放運動史の生き字引といった印象で、ここ何十年の経緯、部落差別の現状と今後の課題等を要

約し話されたが、如何せん、不勉強の余り淡々と聞くしかなかった。少なくとも部落問題、人権

問題の通史を学んでおくことが大切だと思った。では、分かるところで、我々僧侶が顧みなけれ

ばならないのは、同宗連（部落解放にとりくむ宗教教団連絡協議会）結成の切っ掛けとなった、

町田和尚の発言であろう。「部落問題というのは、今はない」「部落差別ということを理由に、何

か騒ごうとしている人たちがいるだけ」第３回世界宗教者平和会議での発言であった。さて、こ

の表現はもう古く、死語になっているだろうか。否、傍観者を決め込む態度は、現在も巷に溢れ

る。差別が次の差別を生む構造が平然と存在する。悪気が無いのだから、一向に改めの余地がな

い。振り返って、要するに我々は、町田和尚の立場だったら、自分はどう答えるのかと考えるこ

とで、実に心許ない自分に気づき、当事者意識を持つようになるのではないか。直に問題意識は

自己のうちへと向かう。町田和尚が後に「周囲の人が行う差別の影響から、次第に自分も差別意

識を持つようになってしまった、我が心のうちの差別に気づくに至った」と言われたことを組坂

氏も紹介された。あの発言があったからこそ、今の我々の活動があると思いたい。講師に組坂氏

を迎えることが決まったのは、去年の早い段階であった。それから、奇しくも１２月には、国と

地方自治体、国民を挙げ、部落差別を解消しようという法律「部落差別解消推進法」の成立をみ

て、此の度の講演を迎えるに至ったことは、誠に善きめぐり合わせであったと思う。己はごまか

せないと宗教者の立場に立脚し、今後も部落差別、人権問題をとらえ考えていきたい。 

 

＜ お願い お知らせ ＞ 

◎教区花園会たより『おかげさま 14号』配布のお願い     

『おかげさま 14 号』を発行いたします。各寺院の花園会員数の 1.5 倍を印刷致しましたので

各御寺院は、花園会員さまに配布をお願い致します。 

 

◎平成 29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 29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 4」 

  開催日  平成 29年 6月 27日(火) 13時～17時まで 

  場所   名古屋都市センター 第 1・2会議室 

  講師   作家・杉本恭子氏 

  内容   「寺報の作り方、マンネリ化しない・喜ばれる寺報編集」 

※  別紙にて案内状を発送いたします。  

 

◎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 
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      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 

    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 

 

◎教区花園会部会長会、宗務支所長会推進委員会のお知らせ 

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」を開催いたします。支所長様、

推進委員様、花園会部会長様、各会代表の皆様にはご出席をお願い致します。 

 日時  平成 29年 4月 27日（木）午前 10時～午後 4時頃まで 

      午前 ―― 花園会関係の協議（花園部会長、支所長にて） 

      午後 ―― 教区関係の協議 （支所長、推進委員、各会代表にて） 

 場所  名古屋都市センター 14階会議室 

★ 別途に案内状を送付しておりますので、該当の皆様には宜しくお願い申し上げます。 

★ 部会長様、女性部会長様にご案内をいたしました。 支所長様は確認をお願いします。 

 

◎傾聴基礎講座のご案内                  教学部 

 妙心寺派僧侶育成課程の「傾聴基礎講座」の一部講義を妙心寺派僧侶、寺族を対象に公開しま

す。聴講希望者は宗務本所教学部まで連絡下さい。 

 定員  20名 

 会場  花園禅塾 1階 仏間 

 参加費 無料 

 開催日 平成 29年 5月 3日 13:00～17:50   橋本和利先生（花園大学教授） 

     平成 29年 5月 4日 9:00 ～14:30  河合宗徹師 （妙心寺派人権擁護推進委員） 

★ 詳細な内容は、正法輪 第 67巻 第 4号 31ページを参照下さい。  

 

◎寺庭婦人ステップアップ講座開講のお知らせ 

 応募資格 寺庭婦人研修会を修了した寺庭婦人 

 受講期間 平成 29年 6月 7日～平成 30年 3月まで 

 定員   30名 

 費用   受講料 3万円、各スクーリング受講料（各 1万円×2回） 

 申込期限 平成 29年 5月 19日までに教学部必着  

★詳細な内容は、正法輪 第 67巻 第 4号 32ページを参照下さい。 

 

◎本山学徒研修会のご案内 
期間   平成 29年 7月 26日(水)～27日(木)★幼少・学生対象 

      平成 29年 9月 4日(月)～5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(木) 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 67巻 第 4号 32ページを参照下さい。 
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◎本山集団得度式挙行のおすすめ 
 期間   平成 29年 7月 26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 2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） 

★詳細な内容は、正法輪 第 67巻 第 4号 33ページを参照下さい。 

 

◎初掛搭奨学金のお知らせ 
 平成 28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。 

 

◎平成 29年度 前堂職法階取得研修会開催のお知らせ 
期間   第 1回目 平成 29年 6月 21日(水)～23日(金) 

 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 19日  教学部必着 

 定員   先着 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) 

★詳細な内容は、正法輪 第 67巻 第 4号 33ページを参照下さい。 
 

＜＜平成 29年度予定＞＞ 
 

4 月 20日（木） 教区監査会、地区長会    於、林貞寺 

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 

  同日     定期御親化授戒会・役位安単振舞茶礼  於、キャッスルプラザ 

5 月 11日（木） 白隠禅師 250年遠諱法要    於、本山 

5 月 16日（火） 教区寺庭婦人会総会、研修会   於、妙興寺 

5 月 17日～18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 22日（月）～24日（水）「定期御親化授戒会」      於、徳源寺 

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

6 月 27日（火） 第 1 回教区寺院セミナー    於、名古屋都市センター 

6 月 29日（木） 本山新亡供養（愛知西教区）   於、本山 


