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宗 務 所 便 り                              2020 年 12 月 1 日発信  No．102 

愛知西教区宗務所長 山田英隆 九拝 
謹啓上 歳律云暮の候 

 晩秋が過ぎ落葉が盛んになりますと庭が広くなった様に感じます。師走を迎えて何故か気

せわしくなってまいりました。3月からのコロナ禍は第 3波の兆しにて、またまた多くの感

染者と重症患者の発生が伝えられています。今一度、気を付けて頂き感染予防の基本を忠

実に厳守願います。三密を避け、手洗い、うがい、消毒をして感染予防に努めて頂きたい

と思います。 

                                   頓首敬白 

11 月の報告 
2日   愛知西教区連合会会計監査    於、名古屋市内 

9日   臨時宗務支所長会      於、宗務所 

10日   教区寺庭婦人会役員会     於、名古屋都市センター 

11日   妙興寺開山忌      於、妙興寺 

11日   法皇忌、花園会寺院役員研修会    於、本山 

12日   名古屋禅センター座禅会     於、白林寺 

15日   徳源寺開山忌      於、徳源寺 

18日   無相教会称号取得者研修会(中止)    於、本山 

19日   無相教会階級試験 (延期 R3・2・10)   於、本山 

24日～25日 特別寺班調査会      於、本山 

25日～27日 無相教会寺庭婦人講習会(中止)    於、本山 

30日～1日  花園会女性部本山研修会(中止)    於、本山 

 

 

12 月の予定   
4日   本山住職研修会      於、本山 

6日   前堂職法階取得研修会     於、本山 

7日   僧侶育成審議会          於、本山 

9日   僧風刷新会議(中止)     於、本山 

9日   本所機構刷新会議(web会議)    於、本山 

10日   名古屋禅センター座禅会     於、白林寺 

11日   人権週間・記念集会     於、名古屋市公会堂 

12日   妙心寺開山忌      於、妙心寺 

15日   白隠さんの会運営委員会     於、本山 

25日   宗務本所、宗務所、宗務支所 御用納め 

(御用始め 1月 8日) 

 

＜報告＞ 
◎臨時宗務支所長会 

 去る 11月 9日 14時より宗務所にて、臨時宗務支所長会を開催した。会議内容は以下。

1、宗務所長会からの報告 

① 本派書式の改訂について 

４枚綴り→1枚の書式に変更 (令和 3 年 1月～3月までは移行期間) 
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★令和 3年 4月から、1枚書式に変更される。 

   ★用紙は、宗務本所ホームページからダウンロードできる。できない方は、宗務本 

    所に申し出れば送付して頂けます。 

※ 保管義務は無くなります。 ★教区としては、現在の方式を続けて行い、宗務支

所、該当寺院へコピーを送付します。(継続期間は未定) 

 

 ★★ 各支所長様から、「書式ダウンロードの仕方」を配布して頂きますので確認して 

下さい。尚、寺院専用サイトですので外部の方にパスワード等を知らせないよう 

にお願いします。 

  

② 新型コロナウイルス感染拡大に伴う「現況調査」アンケートに協力依頼 

2、特別寺班調査を報告 

第２次本部寺班調査・査定結果の報告 

今後の流れ。令和 3年 2月・第 140次定期宗議会にて新寺班が決定。4月 1日 

より新寺班施行。 

3、愛知西教区定期御親化授戒会について 

於、瑞泉寺(犬山市大字犬山瑞泉寺７) 

  玄玄庵・小倉宗俊管長猊下の任期期間(平成 30年 4月～令和 4年 3月)の最終年度 

  を迎えるにあたり、愛知西教区での予定。多くの会徒を募集し迎え営むところで 

ありますが、今般の状況を鑑み 総募集人数を(2日間)本戒 300名、因縁会 500名。 

前回の半数に縮小し計画しました。 

日程 

  令和３年６月７日（月）～９日（水） 全 3日間（1日授戒を 2日間行う） 

  ・７日 準備、授戒会習礼、安単総茶礼 

  ・８日 第 1、第 2地区の花園会会員参加 （本戒１５０名、因縁戒２５０名） 

  ・９日 第 3、第 4地区の花園会会員参加 （本戒１５０名、因縁戒２５０名） 

★現在の状況を受けて開催の判断は早い。募集の難しさ、クラスター発生の心配、社会の

風潮を考えると判断には 1 月頃までは時間が必要。募集用紙の校正は進めるが募集に関し

ては、1 月 21 日(木)14 時からの「臨時宗務支所長会」にて最終決定する。開催の場合は、

3月彼岸会前から募集をすることになる。 

 

＜お願い お知らせ＞ 
◎ 年末年始、宗務本所・宗務所・宗務支所のお休み 
 来る、12 月 26 日～1 月 7 日まで、宗務本所、宗務所、宗務支所は年末年始の休みになり

ます。進達書類は 12月 20日までに宗務所に提出して下さい。 それ以後は、1月 8日から

宗務支所で受付します。休みの間に提出された進達書類は、宗務所、宗務本所・受付に止

め置かれて事務処理はなされません。ご注意下さい。 

 

◎瑞泉寺月授戒会 中止のお知らせ 
瑞泉寺より月授戒会について連絡が入りましたのでお知らせします。 コロナ渦の終息

は望めず不安をいだいております。つきましては 10 月～12 月の間は中止といたします。 

関係各位にはご理解下さい。 
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◎定期巡教中止のお知らせ 
 教学部より 10 月 9 日付にて「令和 3 年度春季定期巡教について(中止のお知らせ)」が出

ました。コロナ渦の中流行か収まる兆しもなく、ワクチン開発の遅れる予測から本派行事

も延期、又は中止と判断されました。 

 感染状況が比較的穏やかな教区では、春の行事を希望されておられますので、その場合

は近隣の布教師に直接連絡を取り、各寺にて行ってください。尚、愛知西教区内の布教師

名簿は「愛知西教区報」に掲載しております。 尚、教区からの助成金はございません。 

 

◎第 3 回教区寺院セミナー 中止のお知らせ 
 令和 3年 2月 8日(月) 開催予定の第 3回教区寺院セミナーは、コロナ渦感染が未だ鎮 

静化の兆しもなく終息の目途も立っておりません。諸事情を考慮して中止といたします。 

 

◎2020 年「人権週間」記念集会 

 日時  2020年 12 月 11日(金) 14時開場（14時 30分開会） 

 場所  名古屋市公会堂大ホール（鶴舞公園内） 

 参加費 無料（チケット 5枚の為先着順） 

 テーマ 「パンデミックを乗り越えるために～課題と対応と」 

 講師  三輪敦子  

一般財団法人アジア・太平洋人権情報センター(ヒューライツ大阪)所長 

  

◎第 33 回「愛知同宗連」講演会 

 日時  2021年 2 月 5日(金)  

 場所  東別院ホール 

 まだ詳細は決まっておりませんので、分かり次第、宗務所便りにてご案内致します。 

 

◎ あいち人権啓発プラザ 企画展のお知らせ 

 第 8回 エイズ予防啓発 

★ パネル展示 

期間  2020年 12 月 7日（月）～12月 18 日（金）まで 

     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  エイズ予防強化週間ポスターコンクール入賞作品の展示 

 

第 9回 北朝鮮当局による拉致問題 

★ パネル展示 

期間  2020年 12 月 10日（木）～12月 16 日（水）まで 

     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  拉致問題啓発ポスターの展示 

      北朝鮮人権侵害問題啓発ポスターの展示 

      アニメ「めぐみ」「ご家族からのメッセージ」のビデオ上映 
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      北朝鮮による日本人拉致問題に関する各種パンフレットの配布 

 

第 10回 障害者の人権 

★ パネル展示 

期間  2021年 1 月 13日（水）～1月 22日（金）まで 

     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  心の輪を広げる体験作文の展示 

      障害者週間のポスターの展示 

 

 

＜＜令和 2 年度予定＞＞ 
 令和 3年 

 2月 8日  (月) 第 3回教区寺院セミナー  (中止) 

4月 23日 (金) 教区花園会部会長会、宗務支所長・会推進委員会  

    於、日本特殊陶業市民会館 (名古屋市民会館)会議室 


