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                                      愛知西教区 前宗務所長 一色宏襄 九拝 
 

 謹啓上  田植えの終わった田んぼからカエルの歌が聞こえてきます。そこから吹いてくる風

は、「薫風自南來、殿閣生微涼」の語そのままであります。思い起こせば１２年前、田植えの終

わったたんぼを眺めながら、宗務所長の重責、かつ愛知同宗連議長の重圧を感じていました。 

苗の成長と共に秋には、自信にあふれた実りを感じたものでした。教区における会計の透明化。

情報の公開と伝達。研修会の充実。そして上意下達による宗門の体制が改革出来ましたのは、教

区内諸老宿方のご支援ご協力の賜物と深く感謝申し上げます。 

その結果、教区は元より内局の姿勢は大変開かれてきました。しかし、残念ながら宗門の中にも

まだまだ、伏魔殿のような悪しき習慣を持って、保身に心を配っている処が現存している事実は、

宗門の発展を阻害するものであります。是々非々をもっともっと議論する必要があると思います。

未熟者に取りまして、本当に良くやった１２年間であったと満足しています。これも一重に皆様

方のご法愛のおかげであります。心より感謝申し上げます。ありがとうございました。 
 いよいよ６月２５日より武山丸が出航いたしました。この１年は慣らし運転、教区内の皆様ど

うか暖かく見守って下さい。そして、倍旧のご法愛とご指導の程よろしくお願い申し上げます。 
今回をもちまして、３期１２年、１４２回に及ぶ「宗務所便り」を完と致します。 

                                        頓 首 

 
※ 
６月２５日より新宗務所長として就任しました。この宗務所便りは来月以降も同様に継続してま 
いります。指針としては花園会活動の活性化・布教教化の工夫でしょう。檀信徒との信頼･連携 
強化を現代的に、各寺院が行動してゆけるか、いろんな環境の中で如何に工夫を出してゆくべき 
かを問うてゆきたいと思います。若いスタッフでの船出となりました。何もかも新しいものにし 
てゆこうとしているつもりはございません。多方面のご意見を伺い前向きに進んでゆこうと思っ 
ております。共に明日を考え、共に前進してゆきましょう。ご法愛のほどお願いいたします。 
                           宗務所長   武山廣道 九拝   
 

６月の報告 
 

９日     詩偈研修会                  於、徳源寺 
９日     教区無相教会発展拡充講習会            於、江南市民文化会館 

１０日            同   奉詠大会              於、 同上 

 １５日～１６日 第１部本山奉仕団参 
 １６日     教区寺庭婦人会総会              於、瑞泉寺 
 １６日       本山参拝推進本部会議                    於、本所 
 ２１日     支所長会                   於、吹上ホ-ル  

２１日          第１回教区寺院セミナ-                於、 同上 

２１日～２３日 梵唄本山研修会                於、本山 
２３日     教区宗務引継                 於、新宗務所 

２４日     宗務所長任期満了                 

２４日～２６日  本山住職研修会（前堂職）                 於、本所 

２８日      新亡供養                         於、本山 
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７月の予定 
 

２日     法式梵唄研修会  禅文化研究会主催      於、白林寺  

６日     愛知同宗連役員・担当者研修会・役員会議    於、立正佼成会中部教区   

７日     全国花園会会長会               於、本部   

１４日     詩偈研修会                  於、徳源寺 
１５日     部落解放講座   部落解放愛知県共闘会議主催    於、名古屋市公会堂 

１９日     花園地方大会準備会 第１ﾌﾞﾛｯｸ          於、吹上ホール 

 ２１日       本山参拝推進委員会                     於、本所 
２９日～３０日 学徒研修会･（集団得度式）  
 
 

＜報 告＞ 

 
◎ 2004年 本派・教区人権擁護合同研究会                             
去る5月31日・6月1日の両日 花園会館にて2004年 本派・教区人権擁護推進合同研究会が 

行われた。本年は「アイヌ民族」の研修。  

13時 開会式 13時30分 基調報告「人権擁護推進指針」足助委員長。14時 講演「アイヌ民 

族の文化・歴史・現状」国立民族学博物館教授 大塚和義氏。15時15分 ビデオ・スライド「共 

生への道・日本の先住民族アイヌ」 16時 パネルディスカッション「文化・歴史・現状」 

19時 交換会(薬石) 

翌日 8時30分「分化会について」人権擁護推進本部長 宮田正勝師。9時 分化会 1班「他 

民族理解、アイヌ民族について」 2班「ハンセン病の啓発運動について」 3班「身近な人権」 

10時50分 全体会  11時30分 閉会式。 

   

◎ 教区無相教会発展拡充講習会･奉詠大会 

 1.教区発展拡充講習会 

平成16年6月9日、江南市民文化会館において開催、本部より清水宗源詠鑑をお迎えし、 

当教区の羽澄直樹副詠鑑と講師の先生方により終日熱心に講習致しました。 

受講参加者数４０４名 

 

2.第十八回 教区御詠歌奉詠大会 

平成16年6月10日、前日と同じ江南市民文化会館にて開催。各支部が団体奉詠、個人奉詠 

と日頃の練習の成果を発揮いたしました。参加支部３３、参加者総数６９９名、 

 団体登壇６９９名、個人登壇３１１名、 詠鑑彰受賞 瑞雲寺支部(６部) 

  

※来る１０月１５日東京ベイＮＫホ－ルにて全国奉詠大会が開かれます。ディズニ－ランドの 

傍にて、新機軸の東京大会が期待されます。一緒に出かけませんか。 

 

◎ 教区寺院セミナ－について                                     
6月21日（月）吹上ホール第七会議室 テーマ「真正の見解」 講師 前管長松山寛恵老師 

台風6号の警報が出ている中、他宗派の参加者もお迎えして総勢７０名の方々に、ご参集頂 

きました。ありがとうございました。 

前管長松山寛恵老師（臥雲庵老大師）の講演は見解の説明から始まりました。 

師匠と同じ境界まで達するには10～15年かかるから、１年でも長く僧堂に行かせるようにお願 
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いたします。真正とは正しいこと。見解とは覚悟である。一生をかけての覚悟である。雲水を 

養成するには、知識は役に立たない。学校で学んだ知識を捨て去って無の境地に体を張って体 

験させるのが僧堂であります。しかしそれは捨て去ることができないものであります。 

 禅の基本は畢竟空である。全宇宙の根源、無に立ち返らせるのが初透関であり、役割でありま 

す。一点の疑いを持たない境地に入らせる。邪念のない仏の心の世界、差別のない境界に引き 

戻す。本来空という覚悟を修行として持たせているのであります。 

 財産があっても死んだら何もない、本来空であります。無字の指さすところの空を、本来空と 

いうことを中心として、檀信徒に説いて行かなければなりません。 無字の公案を捨て去って 

しまって、自分に自身が持てない。不自信であり、自信が持てないようだったら、住職を辞任 

して替わってもらって下さい。本来空であるという無門関第一則の趙州無字の公案を、徹底し 

て檀信徒に啓発を、住職さんはして下さい。 

もう一人予定しておりました国際平和ミュージアム館長安斎育郎氏のセミナーは台風の影響 

で新幹線が止まり、中止させていただきました。 

 

◎ 第１部本山奉仕団参  
第１部本山参拝奉仕団８７名は１５日.１６日上山。団参諷経には管長猊下にご影嚮いただき 

ました。血脈授与・５回１０回本山参拝奨励賞を猊下手ずから、またご法話もいただき会員一 

同感謝感激してまいりました。 

斎座は、微妙殿にてあじろの精進料理をいただき、又主人の説明もあり堪能しました。 

開会式は花館２階教化ホ-ルにて財務部長様にご臨席頂きました。 

ご奉仕は三門の内外掃除をさせて頂き、最後に全員三門に登って佛様に参らせていただき丁寧 

な説明もして頂き感激してきました。明智風呂の拝観・茶礼も。 

開浴後、常在布教師様の法話を参加者全員、奉仕団たすきを掛けて拝聴しました。 

朝は６時から法堂にて坐禅・説明をいただき、伝道室にて粥座、終って閉会式、修了証、記念 

品など頂き無事終りました。第１部花園会会員一同、奉仕団参及び研修旅行を通じ益々ご縁が

結ばれたことと思います。 

           

◎ 教区寺庭婦人会総会 
去る 6月 16 日（水）若葉の映える犬山瑞泉寺様に於て平成 16 年度愛知西教区寺庭婦人会総 

会を来賓の和尚様方、会員 58 名出席にて開催しました。御詠歌にて玄玄庵老大師様を御導師 

としてお迎えし、会員先亡供養を執り行いました。総会に引き続き、老大師様のご法話では、 

人として色々な面を持ちながらも精進することを学びました。本堂前にて記念写真撮影の後、 

木曽川河畔の八勝閣『みずのを』にて和気藹々と美味しい昼食をいただき、自己紹介の後、交 

流を深めました。無事会を終えられた事を皆々様に感謝し、又、瑞泉寺雲水様には大変お世話 

になり有難うございました。 

           

◎ 教区新役員 
支所長会に於て、教区新役員が承認、選出されました。どうかよろしくご指導ください。 

  

教化主事     第１３部 圓光寺住職   山田英隆 (兼任 人権擁護推進員) 

 総務部長     第１１部 長昌院住職   山﨑文宏（兼任 本山参拝推進委員） 

 会 計      第 ３部 東雲寺住職   佐藤湛堂  

 庶 務      第 １部 林貞寺副住職  大野浩宗 

 教化主事補    第 ５部 良福寺副住職  箕輪義文 

 人権擁護推進副員 第 ２部 泰雲寺住職   龍山正純 
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◎ 新亡供養 

 去る 6 月 28 日 本山にて花園会本部主催「新亡供養」が行なわれた。(6 月 28 日～7月 2日 

までの 5日間)    午前 10 時 20 分より 愛知東・西・東京・北関東教区の新亡の供養日。  

当日は 598 名の参加者にて 愛知西教区は 507 名(洗心会 426 名を含む)の参加であった。  

法堂内は満集にて 管長猊下導師のもと厳かに法要が営まれ 法要後 管長猊下のご挨拶  

引き続き、常任布教師の法話。 会場を移動して 斎座であった。 12 時頃には終了した。 

 

◎ おめでとう！高等布教師に合格 
去る 5 月に実施された第 32 回臨黄合同高等布教講習会にて当教区より２名適認証授与者が 
出ました。今後のご活躍を期待します。 
  台番１６１３ 瑞雲寺 学徒 青井直信 師 

  台番１６９２ 東光寺 住職 林 玄英 師 

 

 

＜お願い＞ 
 

◎ 「おかげさま」の配布 
 花園会たよりの誌名を「おかげさま」とし、刊行しました。花園会員様に配布下さい。 

  

※訂正のお願い 表紙下の予定、教区花園地方大会は、１１月２２日です。 

  第１ﾌﾞﾛｯｸ寺院様にはあらためてご案内書を配布しますのでご寛恕ください。 

 
◎ 秋季特別巡教 
  秋の「特別巡教」開教希望寺院は、期日、時間等 7月末日までに宗務所へお知らせ下さい。 

 

◎ 花園会活動を紹介します 
愛知西教区花園会のホームペ-ジを作りました。花園会員及び一般の方を対称にした坐禅会 

･写経会・法話会･お経を読む会･コンサ－トなど花園会活動を紹介しますのでお申し出下さい。 

又、花園会員に読んでもらいたい法話原稿を募集いたします。 

  

URL http://aichi-west.jp/hanazono/index.html 

 ﾒｰﾙ info@aichi-west.jp 

 

◎ 全国花園会青壮年部結成大会 参加者募集 
 来る 9 月 11・12 日の花園会青壮年部結成大会に参加いただける会員がありましたらご推挙 

下さい。できましたら 50 代ぐらいまでのお方に、参加者には助成金を交付します。 

 

◎ 報告 
 各会の事業開催、研修会への参加などされました方は、必ず宗務所まで報告いただきます 

ようお願いいたします。より多くの皆様にその活動をお知らせいたします。 
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