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宗 務 所 便 り                              2020 年 6 月 1 日発信  No．96 

愛知西教区宗務所長 山田英隆 九拝 

 
謹啓上 気潤麦秋の候 

田園風景の中に在る景気は、満々と水を湛えて田植えが終わった柔らかな早苗の姿と、

間もなく収穫を迎える麦の赤茶色の穂の景色で 2色の味わいを見せています。 

「緊急事態宣言」が解除されましたが、引き続き「三密は避ける」生活を続けていま

す。5 月下旬から教育機関など各種で再開され始めました。通常の生活に戻ってほしいと

願います。本山並び妙心寺派、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 

 

5 月の報告 
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  

 

 

6 月の予定   

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 

8日     教区寺班調査会・幹事会    於、宗務所 

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     宗務所長任期満了 

24日     教区寺班調査会      於、宗務所 

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 
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＜報告＞ 

◎宗務所長再選挙の報告                選挙長 梅田宗孝 

 5月 25日 宗務所長再選挙、立候補・立会人届出日に選挙所にて準備しておりました。 

届け出人は、1名でございました。 

 

★教区選挙会は候補者 台番 1759 第 13部 圓光寺住職 山田英隆師を 

「無投票当選」と決定しました。 

 

 ★6月 3日（予定）の選挙はございませんのでお知らせします。 

 

◎ 新型コロナウイルス感染症に対する妙心寺派の対応 
★ 6、7月の垂示式は全面中止 

 ★ 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 

  

＜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。 

 

◎特別寺班調査・教区調査会のご案内 

 日時  令和 2 年 6 月 24 日(水) 午後 1時 30分から 

場所  宗務所 (圓光寺)  

内容  教区寺班調査について 

★ 教区寺班調査委員の皆様にはご出席をお願いします。 尚、別紙にて案内状を送付 

しました。 

 

◎令和 2 年度・教区住職研修会（第 1 回教区寺院セミナー）のお知らせ 

6 月 8 日開催予定の教区住職研修会を延期し、下記日程にて開催いたします。 

日程 

日時  令和 2 年 10 月 22 日(木) 午前 10時～午後 4時 

場所  犬山・瑞泉寺 

内容  午前中・老大師 講座、 午後・ その他 

 

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。 
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◎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 

 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。 

 
◎「部落解放・人権大学 愛知講座 2020 年度」の御案内 教区人権擁護推進員 

 2020年度「部落解放・人権大学 愛知講座 2020年度」が 9月 30日～12 月 16日まで、 

開催されます。 7回の講座、費用は 62,000 円。教区からも補助をさせて頂きます。 

この機会を利用して研修をお進めします。 詳細な資料は宗務支所にございますのでお

尋ね下さい。 

 

 

＜＜令和 2 年度予定＞＞ 
9月 7日（月） 第 2回教区寺院セミナー   於、名古屋都市センター 

9月 18日（金） 教区花園会部会長研修会   於、名古屋・林貞寺 

9月 23日（水） 教区花園会女性部研修会   於、名古屋・白林寺 

10月 22日 (木)  第 1回教区寺院セミナー(教区住職研修会) 於、犬山・瑞泉寺 

11月 16日（月） 教区花園会運営委員会   於、名古屋都市センター 

11月 25日（水）  第 65回花園会愛知西教区大会  於、名古屋・徳源寺 

 令和 3年 

 2月 8日  (月)  第 3回教区寺院セミナー   於、未定 


