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宗 務 所 便 り 
                                           2017年 6月 1日発信  No．60 

愛知西教区宗務所長 山田英隆 九拝 

謹啓上 時下気潤麦秋之候 

5月 22日から 24日まで開催いたしました「愛知西教区定期御親化授戒会」には各寺院住職 

寺族、花園会会員の皆様の御協力を頂きまして 560名を超える参加者にて盛大に開催し、無事 

圓成させていただきました。厚く御礼申し上げます。多くの仏弟子が誕生されて尾張仏国の名に 

恥じないような取り組みを進めていきたいとの思いに駆られております。 

 6 月 22 日には、熱田文化小劇場にて「名古屋白隠シンポジウム」が開催されます。是非ご参

加いただき、白隠禅師の心に触れていただければ幸いに思います。     

                                 頓首敬白 

                                                                                  

5月の報告 
1日～7日  本派安居会      於、龍門寺 

 9日     僧風刷新会議花園会専門部会    於、本山 

10日     愛知西教区宗議会議員補欠選挙立候補日  於、宗務所 

11日     白隠禅師250年遠諱慶讃法要    於、本山 

11日     名古屋禅センター坐禅会     於、白林寺 

15日～16日  臨時監査会      於、本山 

15日～16日  法式研修講座      於、本山 

16日     教区寺庭婦人会総会、寺庭婦人会研修会  於、一宮・妙興寺 

16日～18日  布教師特別講座      於、本山 

17日     教区連合会・発展拡充講習会    於、江南市民文化会館 

18日     教区連合会・奉詠大会     於、江南市民文化会館 

22日～24日  愛知西教区定期御親化授戒会    於、名古屋・徳源寺 

24日     月授戒（泰岳寺 泰丘良玄師）    於、瑞泉寺 

25日     内局任期満了      於、本山 

26日     内局交代式      於、本山 

30日～31日  第5部 本山奉仕団参     於、本山 

31日     妙心寺派管長猊下 答礼              於、徳源寺 

 

6月の予定 
1日    妙興寺孤雲室老大師 答礼    於、妙興寺 

 2日    瑞泉寺玄玄庵老大師 答礼    於、瑞泉寺 

7日～8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 

8日    名古屋禅センター坐禅会     於、白林寺 

8日～9日  無相教会師範会、称号試験    於、本山 

12日    教区報編集会議      於、林貞寺 

13日    本山参拝推進委員会     於、本山 

15日    無相教会代表委員会     於、本山 

15日～16日 人権擁護推進合同研究会     於、本山 

16日～18日 瑞泉寺本派安居会     於、瑞泉寺 

20日    教区寺院セミナー準備会     於、林貞寺 

20日～21日 無相教会称号取得者講習会・階級試験   於、本山 

21日    前堂職法階取得研修会     於、本山 

22日    名古屋白隠シンポジウム     於、熱田文化小劇場 
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23日    連合会反省会      於、江南市 

24日    月授戒（乾徳寺 木下紹胤師）    於、瑞泉寺 

27日    第1回教区寺院セミナー     於、名古屋都市センター 

29日    本山新亡供養（愛知西教区該当日）   於、本山 

 

＜ 報告 ＞  

◎第 3回法式研修講座研修会報告                     大林寺 服部智俊 

 去る 5月 15日から 16日、本山にて「第 3回法式研修講座研修会」に教区より 2名参加し 

下記の内容にて研修会を修了しました。 

 5月 15日   午後 2時     開講式  

  午後 2時 30分 全体講習 

    斎会（九拝式）基本所作什物の取り扱い等の復習 

    モデル班による斎会（九拝式）の実演、学習 

  午後 5時 班別練習 

    班ごとで差定、斎会の流れに沿って通し練習 

5月 16日 午前 7時 仏殿般若見学 

  午前 8時 30分 梵唄講座 

    維那 所作の実践（斎会における動き）立ち維那 

    維那 楞厳呪（啓請、摩訶梵、各段経首）、半斎回向 

 

◎寺庭婦人会総会、研修会          寺庭婦人の会会長 陽徳寺 森口由紀 

5月１６日に、妙興寺様を会場に 寺庭婦人会総会を開催致し、６２名の方にご出席いただき

ました。 孤雲室老大師様より、 心あたたまるご法話を頂きました。 

「晴れよし雨よし」というお話でございました。日常生活において心の美しさが表に現れるよう

に一日一日を大切に過ごしていきたいと思いました。 

午後からは、仏教講座に移り４５名の方が参加されました。 

耕雲院住職 服部雅昭師より 妙心寺の歴史について学びました。 

今年は 白隠禅師の２５０年の遠諱が妙心寺で行われ妙心寺の歴史を学ぶ上において尊いもの

でございました。  

 

◎教区発展拡充講習会・第 31回奉詠大会報告           愛知西教区連合会 

去る 5 月 17 日・18 日、江南市民文化会館に於いて「教区連合会発展拡充講習会・ 第 31 回

奉詠大会」が開催されました。 

17 日発展拡充講習会には 180 名が参加。講師には川田栄子副詠鑑、須藤芳順師範・羽澄直樹

師範・日坂宜祥準師範をお招きして、御指導をいただきました。 

18日奉詠大会は、第 30回の記念大会にて、個人奉詠・団体奉詠にて 265名の会員が参加され

ました。奉詠後に講師方の模範奉詠がなされて御詠歌の神髄を垣間見た奉詠がなされました。  

 

＜ お願い お知らせ ＞ 
 

◎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 
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  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」  

 

◎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。 

 

◎教区報、発行遅延のお詫び                 宗務所長 

 6月 1日付発行予定『愛知西教区・教区報』は、編集が大変遅れております。発行を 1ケ月 

延期とさせていただき、7月 1日付の発行とさせて頂きます。誠の申訳ございません。ご理解の

程、宜しくお願い申し上げます。 

 

◎平成 29 年度・第 1 回青年僧の会研修会の御案内    青年僧の会会長 

下記の内容にて、平成 29 年度「第 1 回青年僧の会研修会」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。 

 

開催日 平成 29 年 7 月 3 日(月・友引)  10 時 30 分～14 時 30 分まで 

場所  白林寺（〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄 3 丁目 25−18 TEL052-241-5200） 

講師  保壽院住職 虎山 義秀師 

内容  「保壽院のこれまでとこれから、寺院経営の秘訣、実際の法話の例」 

定員   30 名 

参加費 1,500 円 （昼食にお弁当をご用意させていただきます） 

締切日 6 月 23 日（金） 

申込方法 別紙案内状の申込書に記入して、FAX（0587-54-5251）をお願いいたします。 

※ 別紙にて案内状を発送させて頂きました。 

 

 

＜＜平成 29年度予定＞＞ 
6 月 22日（木） 名古屋白隱シンポジウム（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（愛知西教区該当日）   於、本山 

8 月 26日～27日 青年僧の会「禅寺一日入門」   於、一宮・妙興寺 

9 月 4日（月） 第 2 回教区寺院セミナー    於、一宮・妙興寺  

9 月 19日（火） 花園会女性部研修会     於、名古屋・白林寺 

11月 17 日（水） 教区花園会運営委員会    於、名古屋都市センター 

11月 22 日（水） 第 62 回花園会愛知西教区大会   於、ウイルあいち 

11月 27 日～28日 教区寺院セミナー現地研修会   於、山梨県・塩山 


