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宗 務 所 便 り 

 
                                         2019年 4月 2日発信  No．82 

愛知西教区宗務所長 山田英隆 九拝 
謹啓上 春華将闌之候 

 4月 1日に新元号が発表され「令和」と決定いたしました。出典は、中国の古書ではなく日本

の古書『万葉集』からの採用。出典・引用文「初春の令月にして、気淑く風和らぎ、梅は鏡前の

粉を披き、蘭は珮後の香を薫らす」。安部首相は「人々が美しく心を寄せ合う中で文化が生まれ

育つという意味がこめられている」と述べられました。平和で安心な世の中でなければ文化は生

まれないし、また育ちません。長く平和で安心な社会が続くことを祈っております。 

5月 1日、新天皇陛下が即位され「令和元年」が始まります。 

前年度を振り返りやり残したことを確認し、新年度には達成できるようにと精進続けていかね

ばならないと反省をしております。 皆様の御助言をお願い申し上げます。 

                                    頓首敬白 

                        

3月の報告 
2日～3日 無相教会称号取得講習会     於、本山 

6日～8日 僧堂掛搭予定者学習会     於、本山 

6日～7日 法式研修講座      於、本山 

9日    第 9部 台番 1656 福昌寺住職 佐分亮彦和尚遷化 78歳 

13日～14日 定期宗務所長会      於、本山 

14日    第 9部 台番 1656 福昌寺住職 佐分亮彦和尚津送 於、福昌寺 

14日    名古屋禅センター坐禅会     於、名古屋禅センター 

24日    月授戒（本山巡教師）       於、瑞泉寺 

16日～26日 春定期巡教      於、教区内  

28日    第 3部 台番 1589 長光寺閑栖 奥村素英和尚遷化 78歳 

30日    妙興寺 河野宗寛老師 50回忌斎会   於、妙興寺 

31日    第 10部 台番 1677 白雲寺晋山式   於、白雲寺 

 

4月の予定 
 1日    第 3部 台番 1589 長光寺閑栖 奥村素英和尚 津送 於、長光寺 

 8日    降誕会 

 8日    教区役員会      於、林貞寺 

 8日～12日  妙心寺恒例法要      於、妙心寺 

 9日    教区青年僧の会 総会     於、名古屋 

11日    名古屋禅センター坐禅会     於、名古屋禅センター 

11日～12日 開山忌月例忌招待（高齢者）    於、本山 

12日    教区連合会講師実務者会議    於、江南市民文化会館 

15日    教区報編集会議、地区長会、監査会   於、林貞寺 

15日    人権擁護推進委員会     於、本山 

16日～18日 本山寺庭婦人研修会スクーリング   於、本山 

17日    社会事業協会理事監事会     於、本山 

22日    教区花園部会長会、宗務支所長会   於、名古屋都市センター 

23日～24日 教化主事会      於、本山 

27日～28日 大衆禅堂大接心      於、本山 
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＜ 報告 ＞ 
◎第３１回愛知同宗連講演会 

                              第 2 部凌雲寺 岡田至道 

去る２月２５日東別院の中の大ホールにて第 31 回愛知同宗連講演会が開催されました。 

大阪人権博物館館長朝治武氏による全国水平社創立の歴史的意義という講演でした。 朝治氏の

語り口は軽快でたいへん聞きやすい講演でした。 

全国水平社とは今日まで続く部落解放運動の出発点であり、部落民の主体の形成に果たした役

割を資料に基づいて思想を探るというものでした。中でも朝治氏は全国水平社の創立メンバーの

一人平野小剣氏の功績について熱心に語っておられました。平野氏は鋭い文章を得意として、部

落民の自立を促す文章を多数残しています。また、全国水平社創立大会で採択された宣言、いわ

ゆる「水平社宣言」は今日の部落解放運動の原点ともいえる歴史的文書でたいへん力強い文章で

す。この宣言を起草したのは西光万吉という人物ですが、大幅に添削をおこなったのは平野氏で

す。亡くなるまえに西光氏がこの事実を明らかにしました。抑圧された人々の魂の叫びが平野氏

の文章になって表れたように感じました。 

 私たちが使っている文章や言葉は使い方によっては、人を抑圧したり、傷つけたりします。し

かし人々の希望もなり得ることをこの講演で学びました。興味のある方は是非「水平社宣言」を

ご覧ください。 

 

 

＜お願い お知らせ ＞ 

 
◎教区花園部会長会、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」を開催致します。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 31年 4月 22日（月）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、女性部会長、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、該当の皆様におかれましては、ご予定のほど宜しく

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ております。 各部支所長様はご確認をお願いし

ます。 

 

◎教区花園会たより『おかげさま 16 号』配布のお願い     

『おかげさま 16 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、花園会員さまには必ず配布をお願い致します。 

4 月 1 日発行が遅れておりますことをお詫び申し上げます。  教化主事 

 

◎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。 

※ 法階昇進対象研修会 

日時 2019（平成 31 年）6 月 12 日（水）午前 10 時～午後 4 時 

内容 午前・布教法話、 午後・内局巡回住職研修会 

場所 名古屋市中小企業振興会館（吹上ホール）第 7 会議室  

講師 宗務総長、教学部長、財務部長、教区布教師会会長 
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◎平成 31 年度（2019）前堂職法階取得研修会のお知らせ 
日時  ★ 1回目 

2019年 6 月 19日（水）～21日（金） 

 申込期間 2019年 5 月 17日（木）（教学部必着） 

★ 2回目 

2019年 11 月 29日（金）～12月 1日（日） 

 申込期間 2019年 11 月 1日（木）（教学部必着） 

 会場   妙心寺、研修センター 

 対象   前堂職の法階請願が可能な者（法臈 3年を満たしている者） 

定員   30名 

参加費  2万円 

 出願方法 宗務本所・教学部へ問い合わせ下さい。 

 

◎第 64 回 花園会愛知西教区大会 案内状配布のお願い      教化主事 

 日時   2019年 7月 3日（水） 午後 12時 30分 開演 

 会場   一宮市民会館ホール 

教区第４地区より彼岸前に支所長宛に第６４回愛知西教区大会の案内状が送付されます。 

寺院行事、法要時などに花園会員の皆様に案内を頂けますようお願い申し上げます。 

                                  

◎第 13 回本山本派安居会実施要項のお知らせ 
日時   2019年 8 月 24日（土）～27日（火） 

 申込期間 2019年 4 月 1日～30日（教学部必着） 

 会場   妙心寺、研修センター 

 対象   知客職以上の法階を有する 18 歳以上の者で、僧堂への掛搭が不可能な者に限る 

定員   35名 

参加費  5万円 

★  詳細は、宗務本所・教学部へ問い合わせ下さい。 

 

 

＜＜平成 31年度予定＞＞ 
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、吹上ホール 

7月 3日（水） 花園会愛知西教区大会        於、一宮市民会館ホール 


