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宗 務 所 便 り                              2020年 5月 10 日発信  No．95 

愛知西教区宗務所長 山田英隆 九拝 
謹啓上 新緑将滴の候 

季節は新緑の好時節を迎えております。「百花春至為誰開」の如く花は時期が来れば例年

の如く美しい花を咲かせ、大自然は美しさで一杯であります。しかしながら、その花を見

ることも叶わなくなっております。 

新型コロナウイルスは、世界中に感染が拡大し、世界中の感染者は 367 万人、死者数は

25 万人(5 月 7 日時点)と発表がなされました。日本も 590 名の死者が出ています。 感染

予防のため「緊急事態宣言」が出され「不要不急の外出は避け、三密は避けよう」と社会

全体で自粛した生活を余儀なくされ、期間を 5月末日まで延長が決定しました。 

 妙心寺派、並びに愛知西教区も、7月末までの各行事を延期又は中止とします。 

一日も早く感染症の鎮静化と、感染症に罹られた方の回復をお祈り申し上げます。 

                                   頓首敬白 

 

4月の報告 
1日    選挙人名簿確定      於、本山 

 4日    第 5部 福田寺先住職 戸谷朋生和尚 津送  於、福田寺 

 7日    第 11部 台番 1722 観音寺先住職 川島暉洋和尚遷化 95歳 

 8日    第 14部 台番 1774 大仙寺先住職 後藤玄州和尚遷化 85歳 

 8日    降誕会 

11日    第 11部 観音寺先住職 川島暉洋和尚 津送  於、観音寺 

13日    寺院セミナー委員研修会、新旧交代茶礼  中止 

14日    第 14部 大仙寺先住職 後藤玄州和尚 津送  於、大仙寺 

15日    教区監査会、地区長会     於、林貞寺 

16日    連合会実務者会議    中止 

17日    人権擁護推進委員会    中止 

20日～21日 定期宗務所長会、教化主事会・合同開催 中止 

20日    第 7部 台番 1630 薬師寺住職  丹羽鏡孝和尚遷化 90歳 

21日    第 7部 薬師寺住職  丹羽鏡孝和尚  津送  於、プレア小牧中央  

23日    宗務所長選挙事務     於、13部・観音寺 

24日    宗務所長選挙宣旨発布     於、選挙所 

27日    教区花園会部会長会、宗務支所長会  中止 

 

5月の予定   

1日～7日  龍門寺本派安居会    中止 
6日    宗務所長総選挙、立候補・立会人届出日   於、選挙所 

12日～14日 第 1回宗学基礎学習会    中止 

12日    無相教会師範会     中止 

13日    無相教会称号試験    中止 

14日    名古屋禅センター・座禅会   中止 

15日    宗務所長総選挙・選挙対策委員会   於、選挙所 

16日～30日 高等布教講習会     中止 

24日    月授戒会 (瑞泉寺)    中止  
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 ＜報告＞ 

◎宗務所長総選挙の報告  

  5月 6日  宗務所長総選挙、立候補・立会人届出日に選挙所にて準備しておりまし

たが、届け出人はございませんでした。教区選挙会は「届出人、無し」と決定しました。 

★ 今後の愛知西教区の対応 

 各部 1名、計 14名の選挙対策委員にて、5月 15日 選挙所において、宗務所長総選挙の

候補者選定と依頼をお願いすることになりました。  

 

◎ 新型コロナウイルス感染症に対する妙心寺派の対応 

★ 6月、7月の垂示式は全面中止 
 

 ★6月 2日～3日 第 3回法式研修講座  中止 

     4日～5日 寺庭婦人ステップアップ講座開講スクーリング(天衣寺) 中止 

     5日  本山参拝推進本部会議  中止 

     6日～7日 大衆禅堂大接心(天龍寺) 中止 

    12日  本山おかげさま奉仕の日 中止 

        18日～19日 人権擁護推進合同研究会 中止 

    19日～21日 本派安居会(瑞泉寺)  中止 

    22日～24日 第 1回前堂職法階取得研修会 中止 

    24日  教学花園会研修運営委員会 中止 

    25日～28日 女性学林   中止 

    28日～29日 女性学林(禅体験コース) 中止 

    29日～30日 本山新亡供養   中止 

 

 ★7月 1日～3日 本山新亡供養   中止 

    20日～22日 社会事業従事者研修大会 中止 

    27日  集団得度式   中止 

    27日～28日 第 1回学徒研修会  中止 

  

◎教区花園会部会長会、宗務支所長会の報告 
 新型コロナウイルス感染症拡大を受けて、大都市から緊急事態宣言が発令されて後、全

国に緊急事態宣言が発令されました。会場予定の名古屋都市センターも使用出来なくな

り、4 月 15 日地区長会で協議の結果、事前に資料を配布して「書面議決による決済」方式

を 

採用することになりました。花園会部会長様、花園会女性部会長様、支所長様、推進委員

様による承認決議とさせて頂きます。  

★ 5月 6日の提出締め切り、皆様から承認をいただき議決されました。 

 協議内容 

議案  1号 令和元年度 花園会事業報告 

  2号 令和元年度 花園会収入支出決算報告 

 3号 令和 2年度 花園会事業計画 

 4号 令和 2年度 花園会収入支出予算書 

 5号 花園会協議事項    



3 

 6号 令和元年度 教区事業報告 

 7号 令和元年度 教区収入支出決算報告 

 8号 令和 2年度 教区事業計画 

 9号 令和 2年度 教区収入支出予算書 

 10号 教区協議事項 

 

 

＜お願い お知らせ ＞ 
 

◎宗費納入について 

 4月 24日付にて本派・財務部より新型コロナウイルス感染症拡大を受けて寺院の収入減

少など、寺院経営に影響が及び納付期日までに宗費納入が困難な場合は、『宗制』 財務規

定(宗費の滞納)第 26条の如く、減免又は延納の請願が可能でありますのでお知らせしま

す。 詳細は、財務部へお尋ね下ださい。 

 

◎令和 2年度・教区住職研修会（第 1回教区寺院セミナー）中止のお知らせ 

6月 8日開催予定の教区住職研修会を中止します。再開日程は調整中です。 

 

令和元年 9月 20日より臨済宗妙心寺派住職研修会規定が変更され、住職・副住職は教区

住職研修会を履修しなければならないと変更になり参加必須になりました。 

★令和元年 11月号 正法輪 25ページを参照下さい。 

                               

◎令和 2年度（2020）宗学基礎学習会開催のお知らせ 
  ★ 第 1回 宗学基礎学習会は中止となりました。 

日時  ★ 2回目 

2020年 10月 17日（土）～10月 19日（月） 

 申込期間 2020年 9月 18日（教学部必着） 

 会場   妙心寺、研修センター 

 対象   18歳以上で知客職以上の法階を有する者 

定員   30名 

参加費  1万円 

※ 宿泊先の用意はございません。各自で用意のこと。交通費も自弁です。 

 出願方法 宗務本所・教学部へ問い合わせ下さい。 

 

◎令和 2年度（2020）前堂職法階取得研修会のお知らせ 
 ★ 1回目 前堂職法階取得研修会は中止となりました。 

日時 ★ 2回目 

2020年 12月 4日（金）～12月 6日（日） 

 申込期間 2020年 10月 30日（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 
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 出願方法 宗務本所・教学部へ問い合わせ下さい。 

 

 

◎第 14回本山本派安居会中止のお知らせ 
日時   2020年 8月 25日（火）～28日（金）中止となりました。 

★  詳細は、宗務本所・教学部へ問い合わせ下さい。 

 

＜＜令和 2 年度予定＞＞ 

 
  第 1 回教区寺院セミナー(住職研修会・法階昇進対応研修会)につきましては 

  現在開催日程等、調整中につき決まり次第ご案内いたします。 

   


