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宗 務 所 便 り                                    2020 年 1 月 1日発信  No．91 

愛知西教区宗務所長 山田英隆 九拝 

初春を寿ぎ新年のお慶びを申し上げます。 
 昨年は格別なるご法愛を賜り有り難うございました。 本年も倍旧なるご指導ご鞭撻いただ

きますように宜しくお願い申し上げますとともに、皆様のご健勝とご多幸を祈念申し上げま

す。 

                                    頓首敬白 

12 月の報告 
1日    新宗務支所長就任、新推進委員就任   於、本派、教区 
3日～5日 本山住職研修会      於、本山 

5日    僧侶育成審議会      於、本山 

6日    新宗務支所長研修会、宗務支所長新旧交代茶礼  於、キャッスルプラザ 

6日    教区特別寺班調査委員会     於、キャッスルプラザ 

8日    成道会 

8日     第 14部 台番 1769 普明院閑栖 磯部了一師遷化 91歳 

9日    2019年「人権週間」記念集会    於、鯱城ホール 

10日～11日 教誨師研修会      於、本山 

12日    妙心寺開山忌      於、本山 

12日    名古屋禅センター坐禅会     於、名古屋禅センター 

17日    僧風刷新会議      於、本山 

24日     月授戒（耕雲院・服部雅昭師）      於、瑞泉寺 

24日    宗務本所、宗務所、宗務支所御用納め 

     (御用始め 1月 8日) 

 

1 月の予定 
 1日   元旦 

 8日   宗務本所、宗務所、宗務支所 御用始め 

 9日   名古屋禅センター坐禅会     於、名古屋禅センター 

10日   臨済忌 

14日～15日 無相教会師範会、称号試験    於、本山 

15日   教学審議会       於、本山 

16日   花園会本部運営委員会     於、本山 

16日～17日 全国花園会会長会     於、本山 

17日～19日 瑞泉寺本派安居会     於、瑞泉寺 

20日   財政委員会       於、本山 

21日   無住寺院対策委員会     於、本山 

22日   人権擁護推進委員会     於、本山 

23日   宗制審議会       於、本山 

24日    月授戒（臨渓院・宮川明道師）      於、瑞泉寺 

24日   無相教会代表委員会     於、本山 

25日   瑞泉寺開山忌      於、瑞泉寺 

26日   第14部 普明院閑栖 磯部了一師「お別れの会」 

27日   微笑会理事会      於、本山 

28日   花園会館運営委員会     於、本山 

30日   花園会女性部会長会     於、本山 
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＜ 報告 ＞ 
 

◎教区特別寺班調査会報告         教区特別寺班調査会会長 山田英隆 

去る 12 月 6 日(金)17 時より、名古屋、キャッスルプラザにて「教区特別寺班調査会」を、

開催しました。 22名中 17名の出席を受けての開催。(委員の名簿は宗務所たより 12月号に 

掲載) 

内容 1、調査会委員の紹介 

   2、臨済宗妙心寺派特別寺班調査会規定の確認 

   3、教区調査会副会長の選出 第 2部 台番 1575 龍珠寺住職 藤田宗祝師を選出 

   4、寺班調査会 日程について 

   5、その他、質問  

     Q教区審査会の日程は決まっているのか？ A 具体的に日程は未定です 

 
                              

＜お願い お知らせ ＞ 
 

◎ 第 3 回教区寺院セミナーのご案内 

日時 令和 2 年 2 月 7 日(金) 13 時 30 分 

場所 名古屋都市センター 1・2 会議室  

        名古屋市中区金山 1 丁目 1-1 ℡052-678-2200 

内容 ①「漢詩を作ろう」 持物・「漢和辞典」「平仄字典」「詩語集のある詩本」 

    ★ 課題に記入していただき、当日お持ち下さい。 

   ②「墨蹟を読もう」 持物・「禅林句集」 

講師 ① 名古屋市白林寺住職 武山廣道 師 

   ② 犬山市 光陽寺住職 長谷川昌弘師 

 

◎ 教区青年僧の会・研修会のご案内 
日時   ：令和 2年 3月 11日(水) 午後３時より午後６時まで 

場所   ：名古屋プライムセントラルタワー13階 第 14会議室 

      （愛知県名古屋市西区名駅 2−27−8名古屋プライムセントラルタワー13階） 

テーマ概要：「現代及びこれからの臨済宗の在り方や可能性について」 

講師    龍雲寺住職 細川晋輔師 

        退蔵院副住職 松山大耕師 

 今までは新しい取り組みや、世の中に目を向けるという内容で研修を実施してきましたが、

本メンバーでの任期最後の研修ということで、基本に立ち返るべく、当宗派でひろくご活躍さ

れているお二人を講師としてお招き致します。二人の僧侶としての体験談、日々の僧侶として

の心構えや、展望している未来等、様々なお話を通じて、私たち一人一人が臨済宗の僧侶とし

ての在り方を振り返り、今後の指針となるような研修にしたいと考えております。住職、寺庭

さんなども遠慮なくご参加下さい。 

 

◎令和 2 年度定期巡教師の報告 
  四国西教区 台番 317 光教寺住職 小田実全師 71歳 

  四国東教区 台番 459 實相寺住職 山本文匡師 55歳 

   上記の方が愛知西教区の巡教をしていただきますので宜しくお願い致します。 
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◎令和元年度春期僧堂掛搭予定者学習会開催のお知らせ 
 日時  令和 2年 3月 4日(水)13時～3月 6日(金)12時まで 

 場所  妙心寺は研修センター(花園禅塾の隣) 

参加費 20,000円 

 参加申し込み 12月 2日～2月 7日まで 

★参加希望者は要項及び参加願を直接・教学部まで請求して下さい。 

 

◎第 56 回本山寺庭婦人研修会実施のご案内 
 新たに寺庭婦人登録、および未履修の方は履修の義務があります。ただし、収容人数の都合 

により、新たに寺庭婦人の登録をされた方の受講を優先させていただきます。 

 ※本山寺庭婦人研修会は現在、通年履修のカリキュラムとなっております。 

 スクーリング開催日 

  (開講) 令和 2年 4月 14日(火)～15日(水) 

  (終了) 令和 3年 4月頃 

 場所   大本山妙心寺、花園会館 

 提出期限 令和 2年 2月 28日(金) までに必着 

 通年受講料 １万円、 交通費は自弁 

  (他に開講・終了の各スクーリングに別途１万円が必要) 

 申し込み方法 宗務本所・教学部へ「本山寺庭婦人研修会履修願」請求して下さい。 

 

◎「令和元年自然災害対策本部」設置のお知らせ 
 妙心寺派宗務本所内に「令和元年自然災害対策本部」が設置されました。この度の台風 19号 

をはじめとする自然災害により、本派寺院及び花園会員も被災されております。被災された

方々には心よりお見舞い申し上げます。一日も早い復興をお祈り申し上げます。この災害によ

り、宗務本所内に「令和元年自然災害対策本部」が設置し、花園会本部を通じて皆様からの救

援金をお願いすることになりました。つきましては御繁忙中に恐縮ながら、教区内・部内にご

協力のご要請をいただきますようにお願い申し上げます。救援金のお申し出がありましたら、

振り込み用紙にて取りまとめて、ご送金くださいますようお願い申し上げます。なお、救援金

お願いについては、被災された方々には、くれぐれもご配慮いただきますようにお願い申し上

げます。また、被災地へのボランティアを教区内でご計画の際は、対策本部までご一報くださ

い。               

 令和 1年 11月 1日      自然災害対策本部 本部長 栗原正雄 

 

※ 送金の「払込取扱票」は、災害対策本部にございますのでお取り寄せ下さい。 

★   送金先     郵便局 

      払込取扱票 00900-0-217200  臨済宗妙心寺派特別災害対策本部 

 

◎ 第 40 回臨黄合同高等布教講習会のお知らせ 

日時 令和 2年 5月 1日(金)～5 月 15日(金) 自坊にて課題研究および原稿作成 

       5月 16日(土)～5月 30日(土) 会所(妙心寺)において講習 

  参加募集  正法輪 2・3合併号を参照下さい。 

  ★ 我こそはと思われる方、是非とも参究下さい。 

 

◎ 年末年始、宗務本所・宗務所・宗務支所のお休み 
 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です。1月 8日から宗務支所に

て受付ます。 
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＜＜令和元年度予定＞＞ 
 令和 2 年 

2 月  7 日（金）    第 3 回教区寺院セミナー    於、名古屋都市センター 

3 月 31 日 (火）   花園会部会長、女性部会長・任期満了 

 

＜＜令和 2年度予定＞＞ 
4 月   1 日 (水)   新花園会部会長、女性部会長・就任 

4 月 27 日 (月)   教区花園会部会長会、宗務支所長会  於、名古屋都市センター 

5 月 14 日(木)～15 日(金) 連合会・発展拡充講習会、奉詠大会 於、江南市民文化会館 

6 月   8 日 (月)   第 1 回教区寺院セミナー(住職研修会)  於、犬山・瑞泉寺 

         (法階昇進対応研修会) 


