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宗 務 所 便 り                               2021年 4月 1日発信  No．106 

愛知西教区宗務所長 山田英隆 九拝 

 
謹啓上 桜花爛漫の候 

桜の花も例年より早く開花し、善き年度初めであります。 東京オリンピックの聖火

リレーも始まり、またウイルスワクチンの接種が始まりました。国内全体の方々に接種

が終了するまでには時間が必要ですが、感染予防対策を怠る事なく粛々と生活をして頂

きたく願っております。 本年は予防対策をしながら年間行事を進めますので、皆様の

御理解と御協力をお願いいたします。 

                                   頓首敬白 

 

3 月の報告 
2日～3日 寺庭婦人ステップアップ講座、修了スクーリング（中止）於、本山 

 2日  教区連合会役員会     於、宗務所 

 6日  平和、復興のいのり（中止）    於、岩手県陸前高田 

 9日    教区役員会      於、林貞寺 

 9日～10日 僧堂掛搭予定者学習会     於、本山 

11日  名古屋禅センター座禅会    於、名古屋禅センター 

15日～16日 定期宗務所長会     於、本山 

20日  彼岸中日 

23日  教区役員会      於、林貞寺 

24日  瑞泉寺 月授戒会（中止）     於、瑞泉寺 

27日～29日 花園会少年少女研修会(中止)    於、本山 

30日  青年僧の会 総会 

 

 

4 月の予定   

 8日  降誕会 

 8日  名古屋禅センター座禅会    於、名古屋禅センター 

 8日～12日 恒例法要      於、本山 

10日  遷化住職追悼法要     於、本山 

13日  人権擁護推進委員会     於、本山 

14日～16日 本山寺庭婦人研修会スクーリング   於、本山 

16日  無相教会教区詠道部長会議    於、本山 

16日  教区監査会、地区長会     於、林貞寺 

19日  微笑会・信を深める旅 （中止） 

20日  教化主事会      於、本山 

23日  教区宗務支所長会、花園部会長会   於、名古屋特殊陶業市民会館  

24日  大衆禅堂大接心（中止）    於、妙心寺 

27日～28日 本山寺庭婦人研修会スクーリング   於、本山 

 

 

 



2 

＜報告＞ 
◎瑞泉寺月授戒会（布薩会）令和 3 年度中止のお知らせ 
 コロナウイルス感染症は今だに終息の様子がありません。瑞泉寺は諸般の状況を鑑み、

令和 3年度月授戒会（布薩会）は中止の決定をされました。(5月始～4月終了) 

 

◎宗務総長選挙結果報告 
 去る 3月 24日執行の宗務総長選挙における当選者が決定いたしましたので報告します。 

■ 選挙結果 

1、有効投票数    2,472 票 

     2、各候補の得票数 

       野口善敬候補  1,295 票 

              上沼雅龍候補  1,177 票 

 

   以上の結果、野口善敬候補を当選者と決定しました。 

 

＜お願い お知らせ＞ 
◎愛知西教区・教区費のお願い 
 令和 3年度教区費を、各支所長を通じて納入をお願いします。 

寺院セミナー費は、有住寺院、各 5,000 円（独居・除外寺院を省く）。昨年度の寺院セミナ

ーを開催しておりませんので、今年度へスライドさせて頂きます。 

※令和 3年度のみ、集金を致しませんのでご理解下さい。 

 

◎教区花園部会長会、宗務支所長会推進委員会のお知らせ 

下記の内容にて、「宗務支所長会・推進委員会、花園会部会長会」を開催致します。支所長

様、推進委員様、花園会部会長様、花園会女性部会長様、各会代表の皆様にはご出席をお

願い致します。 

 日時  令和 3年 4月 23日（金）午前 10 時～午後 4時頃まで 

      午前 ―― 花園会関係の協議（花園部会長、女性部会長、支所長にて） 

      午後 ―― 教区関係の協議 （支所長、推進委員、各会代表にて） 

 場所  名古屋特殊陶業市民会館（名古屋市民会館）・会議室 

★ 別途に案内状を送付しておりますので、該当の皆様におかれましては、出席をお願い申

し上げます。 

★ 部会長様、女性部会長様にご案内をいたしております。 各支所長様はご確認をお願い

します。 

※「参加者には必ずマスク着用をお願いします。」 

「消毒・予防対策をした上で開催いたします。」 

 

◎教区花園会たより『おかげさま 18 号』配布のお願い    教化主事 

『おかげさま 18 号』を発行いたします。各寺院の花園会員数の 1.5 倍を印刷致しました

ので各御寺院は、花園会員さまには必ず配布をお願い致します。 

 支所長様には部内寺院への配布をお願いいたします 
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◎令和 3 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 

教区住職研修会を開催します。 

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。参加必須になりました。 

※ 法階昇進対象研修会（終日参加が必要です） 

日時 令和 3 年 6 月 25 日（金）午前 10 時～午後 4 時 

内容 午前・「禅語録に学ぶ」 午後・「コロナ禍におけるインターネットの必要性」 

場所 名古屋都市センター 第 1・2会議室  

講師 岐阜県 徳林寺住職・岩村宗康師、 名古屋市 真宗大谷派教師・山田昌史師 

  ※ 「参加者には必ずマスク着用をお願いします」 

※ 「消毒・換気の予防対策をした上で開催いたします」 

★ 宗務支所長様には、部内の住職・副住職の出席確認をお願いします。 

★ 昼食を準備しますので、参加申し込み票を送付して下さい。 

★ 午前・午後の各講座への参加も可能です。 

 

◎本派進達書類について 

 各寺院の利便性、経費の節約及び宗務所並びに宗務支所の事務の簡素化を目的として、

現在まで使用した進達書類（4枚綴り・複写式）は、令和 3年 4月 1日より原則として廃止

します。宗務本所ホームページからダウンロードし、各寺院にてプリントアウトして記入

できます。また、これまで通り、宗務本所へ問い合わせいただきましたらご希望の書式を

郵送する作業は継続します。 

 妙心寺派ホームページ・寺院専用ページを閲覧下さい。 

『正法輪』令和 3年 4月 1日発行、第 71巻 第 4号 41ページを参照 

 

◎本山寺庭婦人研修会実施の案内 
令和 3年 4月 14日～15日開催予定の「本山寺庭婦人研修会」は、人数の関係から受講対

象者は、令和 2 年度 4 月の講習を申し込まれて受講できなかった方だけに限ります。新規

の受付は行いません。 履修要項などの詳細につきましては、直接、本年度に申し込まれ

た履修予定者にご案内をいたします。 

 

◎◎令和 3 年度（2021）宗学基礎学習会開催のお知らせ 
日時  ★ 1回目 

令和 3年 5月 13日（木）から 

 申込期間     4月 9日（金）（教学部必着） 

★ 2回目 

令和 3年 10月 16日（土）から 

 申込期間     9月 10日（金）（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 （当日持参） 

※ 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。 
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◎令和 3 年度（2021）前堂職法階取得研修会のお知らせ 
日時  ★ 1回目 

令和 3年 6月 22日（火）から 

 申込期間    5月 21日（金）（教学部必着） 

★ 2回目 

令和 3年 12月 4日（土）から 

 申込期間    10月 29日（金）（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 15 回本山本派安居会実施要項のお知らせ 
日時   令和 3年 8月 27日（金）～30日（月） 

 申込期間     4月 1日～5月 14日（教学部必着） 

 会場   妙心寺、研修センター 

 対象   知客職以上の法階を有する 18歳以上の者で、僧堂への掛搭が不可能な者に限る 

定員   25名 

参加費  5万円 （当日持参） 

★  詳細は、宗務本所・教学部へ問い合わせ下さい。 

 

 

 

＜＜令和 3 年度予定＞＞ 
  

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 

6月 25日 (金) 教区住職研修会(法階昇進対応) 

                於、名古屋都市センター 会議室 


