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宗 務 所 便 り 
                                           2017年 9月 1日発信  No．63 

愛知西教区宗務所長 山田英隆 九拝 

謹啓上 金風颯至之候 

 防災の日（ぼうさいのひ）は、「政府、地方公共団体等関係諸機関をはじめ、広く国民が台風、

高潮、津波、地震等の災害についての認識を深め、これに対処する心構えを準備する」こととし

制定された啓発日で、日付は 9月 1日。大正 12年の関東大震災を期に昭和 35年に制定されまし

た。毎年、この「防災の日」である 9月 1日を中心として「防災思想の普及、功労者の表彰、防

災訓練等これにふさわしい行事」が実施されます。また、「防災の日」を含む 1週間を防災週間

として、様々な国民運動が行われます。東海地方には昭和 34 年に伊勢湾台風が上陸し甚大な被

害を及ぼしています。近年、世界中で災害が起こり生命、財産を失っています。他人事ではあり

ません。自身でできる防災対策準備をお願いします。 

                   頓首敬白 

                                                                                  

8月の報告 
8日～17日 本所・宗務所・宗務支所 盆休み 

22日    教学審議会      於、本山 

24日    人権擁護推進委員会     於、本山 

25日～27日 花園会夏季講座      於、本山・花園大学 

26日～29日 本山安居会      於、本山 

26日～27日 青年僧の会「禅寺一日入門」    於、妙興寺 

29日    宗制審議会      於、本山 

31日～9月1日 特別布教研究会     於、本山 

 

 

9月の予定 
 1日     教区寺院セミナー準備会    於、宗務所 

4日     第2回教区寺院セミナー（法階昇進対応研修）  於、妙興寺 

4日～6日  掛搭予定者学習会     於、本山 

 4日～5日  学徒研修会（成人）     於、本山 

 5日～7日  定期監査会      於、本山 

 7日～8日  無相教会住職副住職講習会    於、本山 

 7日～8日  評席会議      於、本山 

11日     花園会館運営委員会     於、本山 

12日～14日  前堂職法階取得研修会     於、本山 

13日～14日  無相教会師範準師範研究会    於、本山 

14日     名古屋禅センター坐禅会    於、白林寺 

15日     東海地区議員所長会     於、名鉄ニューグランドホテル 

17日～26日  教区特別布教      於、教区内寺院 

19日     教区花園会女性部研修会    於、白林寺 

23日     彼岸中日 

24日     瑞泉寺月授戒会      於、瑞泉寺 

25日     教区連合会監査会     於、名古屋 

26日～28日  定期宗議会      於、本山 

 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/9%E6%9C%881%E6%97%A5
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＜ お願い お知らせ ＞ 

◎平成 29年度 「第 2回教区寺院セミナー」御案内       教化本部 

 下記の内容にて、平成 29年度「第 2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」法階昇進対応研修 

  開催日  平成 29年 9月 4日(月) 午前 10時～4時頃まで 

  場所   妙興寺(一宮市大和町妙興寺) 

  講師   孤雲室老大師、花園大学・吉田叡禮先生、教区人権擁護推進員、 

  内容   「提唱と禅学」「人権研修」 

  ※ 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した。  

 

◎教区花園会女性部研修会 案内状配布と参加者募集のお願い 
来る、9月 19日(火)午前 10時～午後 2時頃まで、 名古屋市中区・白林寺様において「教区

花園会・女性部研修会」を開催いたします。 

各部より、女性部会長様を含めて 5名以上の参加募集を御願いいたします。 

内容は別紙にてご案内します。 

 

〇支所長様には案内状の配布、参加者集計をお願いします。  

★ 9月 10日までにまとめていただき、宗務所へ寺院名・参加者氏名・参加費を添えて申し

込み下さい。(尚、参加費は当日持参下さっても受付します) 

尚、別紙にて案内状を発送いたします。 

  日  時  平成 29年 9月 19日（火）午前 10時～午後 2時頃まで 

  場 所  名古屋市中区栄・白林寺        

  参加費  500円（昼食代）    

  申 込  圓光寺  ＦＡＸ 0587-34-4840 

       林貞寺  ＦＡＸ 052-529-2701 

 

◎第 62回花園会愛知西大会 案内状配布と参加者募集のお願い 
 来る、11月 22日(水)、名古屋市・「ウィルあいち」にて、「第 62回花園会愛知西大会」を開

催致します。各寺院に花園会員数のチラシを配布しました。 多くの会員様の参加を希望してお

ります。各寺院様にはチラシの配布と参加者募集を宜しくお願い申し上げます。 

担当は、第 2地区(第 4部・第 5部・第 6部・7部)。詳細なる質問は、6部支所長、教化主事、 

宗務所長にお尋ね下さい。 
 

◎ 部落解放・人権大学・愛知講座のご案内 
期間  ９月２７日（水）～１２月２０日（水）の７日間 

内容  講義、ワークショップ（部落問題についての班討議）と自己啓発学習 

場所  名古屋市西文化センター等 

※ご興味のある方は教区人権擁護推進員・長光寺（☎０５８７－３２－３９７１） 

までご一報下さい。 
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◎特別布教 予定 

※ 特別布教布教師   木村 文達師（静岡県浜松市・龍梅寺住職） 

愛知西教区 平成 29 年特別布教予定表 
月日(曜日) 部 台番 寺院名 開教時間 行事・対機・その他 

9 月 17 日

（日） 

8 

3 

1641 

1587 

眞福寺 

法源寺 

午前  10 時 

午後  3 時 

彼岸会 檀信徒 

第 3 部花園会代表者会 

 18 日（月） 

敬老の日 

   午前 

午後 

 

19 日(火) 1 

 

1555 

 

白林寺 

 

午前  10 時 

午後 

教区「花園会女性部研修会」 

 

20 日(水) 1 1557 寳林寺 午前 10 時 

午後 

彼岸会 檀信徒 

21 日(木) 1 1547 禪隆寺 午前 10 時 

午後 

彼岸会 檀信徒 

22 日(金) 1 1556 善昌寺 午前 10 時 

午後 

彼岸会 檀信徒 

23 日(土) 

彼岸中日 

8 

10 

1633 

1668 

永泉寺 

全徳寺 

午前 10 時 

午後  3 時 

彼岸会 檀信徒 

慈母観音供養 檀信徒 

24 日(日) 9 

2 

1642 

1581 

瑞泉寺 

凌雲寺 

午前 10 時 

午後  3 時 

月授戒、三帰戒 

彼岸会 檀信徒 

25 日(月) 1 1566 長松寺 午前  12 時 

午後 

彼岸会 檀信徒 

26 日(火) 6 

2 

1618 

1576 

泰岳寺 

総持院 

午前 10 時 

午後  2 時 

達磨忌 檀信徒 

彼岸会 檀信徒 

 

 

 

 

＜＜平成 29年度予定＞＞ 
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 

10月  3 日（火）   花園会本部 平和復興のいのり   於、ロームシアター京都 

11月 17 日（金）    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 

 平成 30 年 

 1月 31日（水）  第 3回教区寺院セミナー    於、名古屋都市センター 


