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宗 務 所 便 り 
                                           2018年 11月 1日発信  No．77 

愛知西教区宗務所長 山田英隆 九拝 

謹啓上 風林脱葉之候 

 10月中旬からめっきりと過ごしやすく好時節を迎えております。 

「定期宗務所長会報告」を宗務支所経由にて発信しました。各部におかれましては、閲覧、又は

コピーをして周知して下さい。2022年（平成 34年）までに特別寺班調査（10年に一度）が行わ

れます。これに合わせて各部の再編が協議されます。有住寺院が 3 ケ寺の部があれば、部内が

40ケ寺～50ケ寺の部も有ります。有住寺院数の適切な部の再編が検討されます。当教区も協議

の対象として再編を視野に入れてまいります。 

11月は「教区花園会運営委員会」、「第 63回花園会愛知西教区大会」と開催されます。皆様の

御協力を宜しくお願いいたします。 

頓首敬白 

 

10月の報告 
2日〜3日 平和・復興のいのり・無相教会全国奉詠熊本大会 於、熊本市民会館 

3日    連合会会計監査会     於、名古屋市 

 4日〜5日 法式研修会      於、本山 

 5日    達磨忌 

 7日    本派安居会      於、網干・龍門寺 

9日    連合会役員会      於、名古屋市 

11日    名古屋禅センター坐禅会     於、名古屋禅センター 

16日〜17日 定期宗務所長会      於、本山 

22日    人権現地研修会      於、広島 

24日    月授戒（徳岩寺・山田紹全師）     於、瑞泉寺 

26日    教区寺庭婦人会・秋の研修会    於、滋賀県・三井寺 

29日〜30日 教区寺庭婦人会会長会     於、本山 

 

11月の予定 
1日    教区寺庭婦人会役員会     於、 

2日    微笑会総会      於、本山 

6日～7日  第14部 本山奉仕団参     於、本山 

7日    専門道場補佐員会議     於、本山 

8日    名古屋禅センター坐禅会     於、名古屋禅センター 

9日    同宗連現地学習会     於、名古屋中央卸売市場南部市場 

                                                  あま市人権ふれあいセンター 
9日    教区花園会運営委員会     於、名古屋都市センター 

10日～11日  花園会寺院役員研修会     於、本山 

11日    花園法皇忌      於、本山 

12日    花園会愛知西教区大会     於、江南市民文化会館 

16日～18日 本派安居会      於、瑞泉寺 

18日    第3部徳岩寺 本堂落慶式    於、徳岩寺 

24日    月授戒（西住院・鎌田博道師）     於、瑞泉寺 

26日～27日 無相教会称号取得者講習会（準講師）   於、本山 

27日    無相教会階級試験     於、本山 

30日～2日  前堂職法階取得研修会     於、本山 
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＜ お願い お知らせ ＞ 
 

◎第 63回 花園会愛知西教区大会のお願い 
第 63 回花園会愛知西教区大会を開催します。教区内花園会員様にはご協力をお願いします。 

日時 11月 12日（月）午後 1時より、 

場所 江南市民文化会館 小ホールにて、 

参加費 1,000円。 

 

◎「平成 30年自然災害救援金」（西日本豪雨災害救援金）のお願い教区花園会会頭 

7月上旬に起きました、西日本豪雨災害、9月の台風 21号、台風 24号、北海道地震により各

地で河川の洪水氾濫、土砂崩れなどで多くの尊い生命と財産を失いました。本派寺院、花園会員

様も被災されております。心よりご冥福とお見舞いを申し上げます 

10月 1日から「平成 30年自然災害救援金」名称を変更します。 教区としまして、寺院並びに

花園会員様に救援金の呼びかけを行ってまいります。被災者にお手伝いをしたいと考えます。 

行事・催し物の折には救援金の呼びかけをお願いします。 

 本堂、その他の会場に「平成 30年・自然災害救援金箱」を設置して広く花園会員様に呼びか

けをお願いします。救援金は各寺院にて、郵便局「払込取扱票」をご利用いただき送金して下さ

い。 皆様の御協力をお願い申し上げます。 

★ 尚、被災されました方には、災害日から 3ケ月以内に届け出が必要です。寺院、花園会員様

には必要書類を調えて「罹災届」の提出をお願いします。 （罹災から 3ケ月以内です） 

 

◎第 3回教区寺院セミナーのご案内               教化本部 

テーマ「保護司活動に学ぶ」（僧侶の社会貢献） 

日 時 ： 平成 31年 2月 6日（水） 

場 所 :   名古屋都市センター 14階  第 1・2会議室  

名古屋市中区金山 1丁目 1-1  TEL 052-678-2200 

 講 師 :  名古屋保護観察所 職員、教区内保護司 

 

◎教区花園会運営委員会のお知らせ 

教区花園会運営委員会を開催します。部花園会員役員様、宗務支所長様に参加をお願いします。 

日時 11月 9日（金）午後 1時 30分より、 

場所 名古屋都市センタ― 第 1・2会議室にて、 

内容 教区花園会について 

★ 別途、該当各位には案内状を送らせていただきました。 

 

◎平成 30年度 前堂職法階取得研修会開催のお知らせ 
期間   第 2回目 平成 30年 11月 30日(金)〜2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 

  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 68巻 第 2・3号 20ページを参照下さい。 

 平成 30年より年 2回の開催になりました。 
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◎第 4回 あいち人権啓発プラザ 企画展のお知らせ 

  企画展 「外国人県民との共生を考える～多文化共生社会をめざして～」 

      「子供を虐待から守るために」 

期間  平成 30年 10月 24日（水）～11月 30日（金） 

     午前 9時～午後 5時 15分 

  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 ・平成 30年度外国人児童生徒等による多文化共生日本語スピーチコンテスト上映 

     ・多文化共生に関する啓発パネルの展示 

     ・あいち多文化共生策殿コンクール入賞作品の展示 

     ・多文化共生に関する DVDの上映、図書等の展示 

     ・児童虐待防止推進月間ポスターの展示 

 

◎平成 30年度愛知県宗教法人実務研修会のお知らせ 

テーマ「不活動法人の状況について」講師・文化庁文化部宗務課職員 

   「宗教法人の整理の手続き（合併・解散）について」 

                    講師・愛知県県民文化部学事振興課職員 

日 時 ： 平成 30年 12月 3日（月） 13:30  ～ 16:00 

場 所 :   ウィルあいち（愛知県女性総合センター） 3階 大会議室  

名古屋市東区上堅杉町 1番地  TEL 052-962-2511 

  締め切り:  11月 15日（宗務所まで） 

 

◎平成 31年度・教区住職研修会（巡回住職研修会）のお知らせ 

 本派巡回住職研修会を開催します。住職・副住職各位にはご参加下さい。 

 

日時 2019（平成 31年）6月 12日（水）午前 10時～午後 4時 

場所 名古屋都市センタ― 第 1・2会議室にて（予定） 

講師 宗務総長、教学部長、財務部長、その他 

 

 

＜＜平成 30・31年度予定＞＞ 
11月 9日（金） 教区花園会運営委員会    於、名古屋都市センター 

11月 10日〜11日 花園会寺院役員研修会    於、本山 

11月 12日（月） 第 63回花園会愛知西教区大会   於、江南市民文化会館 

平成 31年 

2月 6日（水） 第 3回教区寺院セミナー    於、名古屋都市センター 

4月 22日（月） 教区花園部会長会、宗務支所長会   於、名古屋都市センター 

6月 12日（水） 教区住職研修会（巡回住職研修会）   於、名古屋都市センター 


