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宗 務 所 便 り                               2021年 9月 1日発信  No．111 

愛知西教区宗務所長 山田英隆 九拝 
謹啓上 西風送暑の候 

2020 東京オリンピックが無事に閉幕し、夏の高等学校野球大会が終了。引き続きパラリ

ンピックが開催されております。無観客ではありますがテレビでの観戦、私達に多くの感

動を与えて下さいます。しかし乍ら、コロナ感染は日々に拡散して若者、中年世代を多く

含み新たな感染力の強いウイルスが猛威を振るい医療崩壊がおきています。ワクチン接種

も進んでいますが感染拡大を抑えるまでには達していません。8 月 27 日愛知県にも緊急事

態宣言が発令され自粛生活が余儀なくされています。自分の身は自分で守る。一人の感染

が家族感染にも繋がります、十分に対応をして頂きたいとお願いします。 

                                   頓首敬白 

 

8 月の報告 
8日～17日 宗務本所、宗務所、宗務支所盆休み 

19日    教学審議会       於、本山 

20日～9月 12日 京都府・緊急事態宣言発令  宗務本所職員の交代勤務 

24日    人権擁護推進委員会      於、本山 

25日    宗制審議会       於、本山 

26日    宗務本所機構刷新会議     於、本山 

27日～30日 本山本派安居会       於、本山 

28日～29日 花園会夏季講座  （中止）     於、本山・花園大学 

31日    無相教会推進委員会      於、本山 

31日～9月 1日 特別布教研究会（中止） 

 

9 月の予定   
 1日～3日 定期監査会        於、本山 

 2日   連合会実務者会議      於、江南市民文化会館 

 4日～5日  学徒研修会(成人)      於、本山 

4日～6日  掛搭予定者学習会      於、本山 

7日   東海地区議員所長会（中止）    於、名古屋 

7日～8日  無相教会師範準師範研究会     於、本山 

8日   無相教会師範会       於、本山 

9日   無相教会称号試験 日程変更 → 11月 14 日へ 

9日   花園会館運営委員会      於、本山 

9日   名古屋禅センター座禅会（中止）    於、名古屋禅センター 

10日   臨時無相教会代表委員会     於、本山 

12日   京都府・愛知県緊急事態宣言  終了 

13日   教区寺院セミナー現地研修会(中止)   於、東福寺、永源寺 

15日～17日 定期宗議会       於、本山 

17日   第 3回法式研修講座      於、本山 

28日～29日 専門道場評席会議     於、本山 

30日～10月 1日 前堂職法階取得研修会    於、本山 

        （令和 2年度合格者研修） 
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＜お願い お知らせ＞ 
 

◎教区寺院セミナー現地研修会、中止のお知らせ    教化本部 
 テーマ「開山禅師の足跡を訪ねて」   (各本山参拝・開山堂諷経 最終回) 

 日 時 ： 令和 3 年 9 月 13 日（月）  

場 所 :   京都・東福寺、滋賀県・永源寺 

上記予定の「教区寺院セミナー現地研修会」は、8月 20日から 9 月 12日までの間、京都

府に緊急事態宣言が発令されましたので中止といたします。尚、申し込み入金いただきま

した方には返金させていただきますのでご理解願います。 

  

◎令和 3 年度 愛知西教区連合会・詠鑑定期巡回講習会、中止のお知らせ 

 日時  :  10月 1日(金)  1３:00  

  場所  :  江南市民文化会館 

 講師    :  無相教会詠鑑・内藤陸雄師 

★ コロナ禍にて、愛知県の蔓延防止地区に緊急事態宣言が発令されました。期間は 月 

 日まで。参加者の安全を考慮して教区連合会・詠鑑定期巡回講習会を中止とします。

関係各位にはご迷惑をおかけしますがご理解をお願いします。 

 

◎令和 3 年度 第 2 回教区寺院セミナーのご案内        教化本部 

テーマ「墓地の今後を考える」 

日 時 :   令和 3 年 10 月 29 日（金） 

場 所 :   名古屋都市センター 14階  第 1・2会議室  

名古屋市中区金山 1丁目 1-1   TEL 052-678-2200 

 講 師 :  滋賀北陸教区宗務所長・金沢寶勝寺兼務住職 髙橋友峰師 

★リモート研修の準備も進めています。多くの寺庭様、寺族の皆様にもご参加下さい。 

 リモートの詳細は後日に「宗務所便り」にてお知らせいたします。 

 

 

◎第 66 回 花園会愛知西教区大会のお知らせ 
 来る 11 月 9 日（火）に開催します。 

会場は名古屋・徳源寺にて。「第 66 回花園会、愛知西教区大会」は新型コロナ感染症予防

を受け、花園会員様の感染リスクを考慮し、部花園会会長、部花園会女性部会長、宗務支

所長、部推進委員、宗議会議員、教区役員、他荷担和尚にて開催します。 

 ★一般花園会員様の募集は行いません。 

※ 大会開催について、感染症の拡大状況を観て判断いたします。 

 

◎令和 3 年度（2021）宗学基礎学習会開催のお知らせ 
日時 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 
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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。 

 

◎令和 3 年度（2021）前堂職法階取得研修会のお知らせ 
日時 2回目 令和 3 年 12月 4日（土）～6 日(月) 

 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 (当日持参下さい) 

 出願方法  宗務本所・教学部へ問い合わせ下さい。 

 

◎緊急事態宣言発令に伴う宗務本所の業務について    宗務本所総務部 

 8 月 20 日に京都府へ緊急事態宣言が再発令されました。感染拡大防止のため宗務本所は

下記の期間、職員の交代勤務を実施します。期間中お問い合わせや進達書類等の処理に遅

滞が生じる場合がございます。ご理解をお願いします。 

  交代勤務期間 8月 20日（金）～9月 12日（日）まで 

  勤務時間   9:00  ～   17:00 （土、日、祝日を除く） 

★ 各部署 必ず 1 名が勤務しております。℡での問い合わせにつきましては、できるかぎ

り対応します。すぐに回答できない場合もありますのでご了承下さい 

★ 但し、緊急事態宣言が解除された場合は、通常勤務となります。 

 

◎災害被害が起きましたらお知らせ下さい        花園会本部 

 8 月からの大雨は全国に甚大な被害を起こしております。各寺院、並びに花園会員様に

はお見舞い申し上げます。被害を受けられました方は罹災届（花園会-書式第 4 号）な記載

して、各市町村・消防署発行の罹災証明書と報道の記事等を添えて花園会本部に提出して

下さい。些少ですが見舞金をお出しします。 

 

◎令和 3 年度寺院役員本山研修会開催のお知らせ 
日時   令和 3年 11月 11日（水）9:00 ～ 14:30 （1日開催） 

 申込期間      10月 15日（金）（花園会本部必着） 

 申込方法 参加申込書に記入して、花園会本部へ申し込む 

 場所   本山妙心寺、花園会館 

 対象   教区、部花園会長、寺院役員（特に令和 2年度就任された方） 

定員   60名 

参加費  2,000円 (当日持参下さい) 

テーマ  「寺院役員として」 

 出願方法 各寺院から花園会本部へ、直接申込書を郵送して下さい。 

 

◎令和 3 年度 あいち人権啓発プラザ企画展 
        パネル展示 

  第 4回 同和問題（部落差別）の正しい理解のために 
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 期間  9月 1日（水）～30日（木） 9:00～17:15 

  会場  あいち人権啓発プラザ （愛知県東大手庁舎 3階） 

 内容  啓発パネル展示「同和問題の正しい理解のために」 

            「人権に関する県民の意識調査から」 

     公正な採用選考啓発ポスターの展示   

     啓発 DVD上映 など 

 入場料  無料 

 

         DVD 上映会 

 日時  9月 14日（火） 14:00～16:00 

  会場  愛知県東大手庁舎 地下 1階大会議室 

 内容  DVD上映 

     ・「同和問題～未来に向けて～」 

     ・「許すな『えせ同和行為』～あなたの会社を不当な要求から守ろう～」 

・「出会いを豊かなものに～公正さでのぞむ採用選考～」 

 参加方法  参加無料 事前申し込み制先着順（定員 50名） 

★ 緊急事態宣言、まん延防止等重点処置発令の場合は中止とします。 

 

        ポスター展示 

  第 5回 里親になりませんか? 

 期間  10月 5日（火）～15日（金） 9:00～17:15 

  会場  あいち人権啓発プラザ （愛知県東大手庁舎 3階） 

 内容  里親月間に関するポスターの展示 

     リーフレットの配布 など 

 入場料  無料 

 

＜＜令和 3 年度予定＞＞ 
10月 29日(金) 第 2回教区寺院セミナー  於、名古屋都市センター 

11月 9日(火) 第 66回花園会愛知西教区大会  於、名古屋・徳源寺 

令和 4年 

 2月 2日(水) 第 3回教区寺院セミナー  於、未定  


