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宗 務 所 便 り                              2020 年 7月 1 日発信  No．97 

愛知西教区宗務所長 山田英隆 九拝 

 
謹啓上 天雲火色の候 

6 月より新型コロナウイルス感染症・緊急事態宣言も解除されて、少しずつですが社会

活動が戻ってまいりました。しかしながら感染患者は日々発生しており注意は続けて行か

ねばなりません。 

各寺院ではお盆行事の準備を始められておられます。感染予防対策には十分注意を払っ

て進めていただきます様に宜しくお願い申し上げます。 

一日も早く感染の鎮静化と、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 

6 月の報告 
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 

9日     第 9部 台番 1654 清水寺住職 宮川尚友和尚遷化 54歳 

12日  本山おかげさま奉仕の日 (中止) 

12日     第 9部 清水寺住職 宮川尚友和尚 津送  於、清水寺 

18日～19日  人権擁護推進合同研究会 (中止) 

19日     教区報編集会議      於、林貞寺 

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 、臨時宗務支所長会   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) 

 

7 月の予定   

 6日～7日  全国花園会会長会  (中止) 

8日        臨時宗務所長会、     於、本山 

 8日～9日  新任宗務所長研修会     於、本山 

10日     微笑会理事会      於、本山 

17日     本山参拝推進委員会     於、本山 

20日～22日  社会事業従事者研修大会 (中止) 

24日     月授戒会(林昌寺・野田晋明師)   於、瑞泉寺 

27日     集団得度式         (中止) 

27日～28日  学徒研修会   (中止) 

28日     教区寺班調査会     於、宗務所 

29日     僧侶育成審議会     於、本山 
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＜報告＞ 
◎特別寺班調査・教区調査会 
令和 2年 6月 24日(水) 午後 1時 30分から宗務所にて教区調査会を開催した。 

協議内容は、特別寺班調査・第 1次査定内容を各寺院に知らせる。 第 1次査定の結果に

異議のある方は、教区調査会へ「意見を具申用紙に記入し」提出する。 教区寺班調査会

で調整審議をする。その結果を該当寺院にお知らせし、本部調査会へ提出する。 第 2次

査定の結果に異議のある方は、本部調査会へ「不服申し立て」をする。その結果が最終決

定となる。 

〇第 1次査定に意見のある方は、「具申用紙」に記入して、教区調査会へ提出して下さい。 

 査定寺班に同意の方は返信不要。 返信の無い方は同意と判断いたします。 

(提出期限・7 月 20 日着) 84 円切手を貼って下さい。 

 

 

＜お願い お知らせ ＞ 

      教区内行事中止・変更のお知らせ 
 

★ 新型コロナウイルス感染症の拡散は今後、第 2 波、第 3 波の拡散を懸念

します。 6 月 24 日、臨時宗務支所長会を開催し、この様な状況が続く中で

の、教区大会、研修会についての議論をしました。「多数の参加者を集めて、

今の状況下にあって開催する必要性が有るのか。参加者が集められるのか。」

と意見が出されました。 結果、下記の内容と決定しましたのでお知らせし

ます。 

 

◎第 2 回教区寺院セミナー中止のお知らせ 
 9月 7日(月) 午後開催予定の第 2回寺院セミナー研修会。(研修内容)墓地の今後。 

(講師)滋賀北陸教区宗務所長・大安寺住職 高橋友峰師。を中止とします。 

◎特別布教中止のお知らせ 
 9月 18日(金)から 26日(土)予定の特別布教(教区内寺院の開教)は中止とします。 

◎花園会部会長研修会中止のお知らせ 
 9月 18日(金)午後、(於、名古屋・林貞寺)開催予定の教区花園会部会長研修会は中止 

 します。 

◎花園会女性部研修会中止のお知らせ 
 9月 23日(水)午前・午後、(於、名古屋・白林寺)開催予定の教区花園会女性部研修会 

 は中止といたします。 

◎花園会運営委員会日程変更のお知らせ 
 11 月 16 日(月)午後、(於、名古屋・都市センター会議室)開催予定の教区花園会運営委

員会は、日程を変更して開催します。詳細は後日連絡いたします。 

◎花園会愛知西教区大会中止のお知らせ 
 11 月 25 日(水)午後、(於、名古屋・徳源寺)開催予定の第 65 回教区花園会愛知西教区大

会は中止いたします。 尚、来年の大会は、第 1地区、第 2地区の合同開催とします。 
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◎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 

11 月 22 日開催「教区住職研修会」(法階昇進対応研修会)は内容を変更して開催を予定 

しております。  詳細は決定次第にお知らせします。 

 

◎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 年度本山学徒研修会 開催について 

 第 1回(幼少・学生向け) 開催を中止となりました。 

 第 2回(一般社会人向け) を開催します。 

  日時  令和 2年 9月 5日(土) 午後 1 時～9月 6日(日)午後 1時 

場所  妙心寺派教化センター 

対象  一般社会人(大学生を含む) 

内容  坐禅、誦経、講話、専門道場掛搭に向けた実習など 

参加費  1万円 

申込期限 7月 31日(金)までに、教学部必着。 

※  申し込み用紙は宗務支所にございます。 

 

◎令和 2 年度秋期僧堂掛搭予定者学習会 開催について 

  日時  令和 2年 9月 5日(土) 午後 1 時～9月 7日(月)正午まで 

場所  妙心寺、花園禅塾、研修センター 

対象  僧堂掛搭を予定している学生 

内容  僧堂の規矩に従った出所進退、作法や坐禅等の学習 

参加費  2万円  交通費は自弁 

申込期限 6月 1日(月)～8月 5日(水) 直接教学部宛に申し込む。 

※ 受講希望者は、要項及び受講願を直接・教学部まで請求下さい。 

 

◎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 
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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。 

 
◎「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 (中止)  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 (中止)  於、名古屋・林貞寺 

9月 23日（水） 教区花園会女性部研修会 (中止)  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) (変更) 

11月 16日（月） 教区花園会運営委員会                  (変更)  

11月 25日（水）  第 65回花園会愛知西教区大会(中止) 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 


