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                                         愛知西教区宗務所長 武山廣道 九拝 
 

謹啓上 漸く寒くなり始めました。 

今夏の暑さ・台風・地震・熊の出沒など自然が荒れ狂っています。地球の温暖化は以前から言 

われておりましたが他人事だと思っておりました。現実にこれほどの実態を体験すると手を拱い 

ている段階ではありませんね。環境問題に積極的に取り組んで、できることから実行してゆきた 

いものです。また災害援助の仕方、関わり方も考えている場合ではなく行動に移すことが肝要。 

さて教区として、宗教者として、人間として 何から始めましょう。まずは被災者に義援金を 
集め送りたいと思います。どうかご協力賜ります様お願いいたします。 
                                        頓 首 

 
10月の報告 
  5日     達磨忌 

  5日     教区寺庭婦人会会長会          於、本山 

  11日     第7部 台番1627 長福寺老寺庭 青山ふみ様 逝去 ９３才 

13日          詩偈講習会               於、徳源寺 

13日～14日  人権擁護推進委員、教区人権擁護推進員 

           合同研修現地研修          於、多摩全生園・栗生楽泉園 

  16日     第10部 台番1688 大善寺老寺庭 丹羽登美子様 逝去 ９６才  

  15日     無相教会 全国奉詠大会         於、東京ベイＮＫホール 

  20日     定期宗務所長会             於、本山 

  21日     花園会 教区運営委員会         於、宗務所 

    

11月の予定 
   2日     愛知同宗連 現地学習会         於、奈良 水平社など 

   10日          詩偈講習会               於、徳源寺 

10日～11日  花園会本部研修会 寺院役員研修会    於、本山  

16日     支所長会                於、吹上ホール   

  16日     第2回教区寺院セミナー          於、吹上ホール    

  17日     教区寺庭婦人会 研修会         於、ノリタケの森  

  22日     教区花園地方大会            於、吹上ホール 

  24日     愛知同宗連 役員会           於、立正佼成会 名古屋教会  

  24日     禅文化研究会 研修会          於、ナディアパーク 

  27日～30日  微笑会地方大会             於、静岡  

 

＜報 告＞ 
◎ 花園会 全国青壮年部結成大会に参加して    陽徳寺花園会員 小黒英彦 
 全国から約２００名の参加者が集い、盛大に開催される事となりましたが、毎年七回も青壮年 

部会議が開かれていて、今回がその結成大会なのだとは知りませんでした。ところが、大会が 

始まり、法堂で全員が集まって、大会準備委員会の皆様の、熱い気持ちを込めた結成大会への 

思いが私にも伝わり、とに角、２日間、教区の代表として、しっかりと務めなければと思いま 

した。 
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 法堂の建築にまつわるお話、特別講演「AMDA の人間関係論（講師・管波 茂氏）の「ボラン 

ティアの押し売りは相手を不安にさせるだけ、困った時はお互い様の精神で相手に接すれば解 

ってもらえる。」「相手のプライドを尊重しないと受け入れてもらえない。」と言った内容の講 

演を受け、「生活信条」に通じるものがあると改めて感じました。 

  

講演の後、祝賀会（夕食会）が有り立食パーティ形式でしたが、アトラクションとして、ジャ 

ズバンドの生演奏が在り、お寺とジャズの組み合わせに驚きましたが、なんといっても「般若 

心経のジャズバージョン」にはお釈迦様もビックリしたのでは・・・。 

 翌日、朝五時半（実はこれが一番不安だったのですが）から法堂に集合し座禅体験を約一時間 

実施され、眠たいながら、朝のすがすがしさを久しぶりに味わう事が出来ました。 

  

朝食の後、花園大学の西村恵信学長の「禅と現代世界」という題で記念講演が有り、「IT の進 

歩で世界は一つとなり、伝統・文化がゴチャ混ぜの世界となりつつあるので、宗教は宗教とし 

てのアイデンティティを確立していかなければならない。」「禅とは何か＝自己の追求（外から 

見た自分の追求）」と言ったお話を受け賜りました。 

  

その後、今大会の最終目的である、今後の青壮年部の活動を左右する「パネルディスカッショ 

ン」が開催され、「青壮年部活動の夢を語る」と言う題目で、活発な活動を展開している教区 

（九州・兵庫・山梨・静岡）の代表者の活動内容の報告が在りました。４名共、ボランティア 

活動・レクリエーション活動等「凄いナァ」と思わせる内容で、感心しましたが、私個人とし 

ては、大変難しいと感じる内容で、例えば「ボーリング大会」「花見会」など行うと言っても、 

広範囲な教区の檀家さんをどうやって集めるのか、世話役を誰がやるのかなど、難問が一杯在 

ると思いました。ボランティアでお寺の境内の清掃をする事にしても、どこのお寺を、どこの 

地域の人達がするのかと言った事も問題に成ると思ってしまいました。 

  

只、今の世の中は心が荒んでいるとしか思えない事件が頻発している現状で、それを防ぐには、 

「宗教」は大変有意義なものとして存在出来ると思います。広範囲な教区で行うのではなく、 

先ずは地域のお寺（住職）を中心とした、小さな活動を着実に実施（例えば座談会等）して行 

く事が大事なのでは、と結成大会に参加して思いました。 

 

◎ 教区寺庭婦人会長会に出席して        寺庭婦人会会長 木下道子 
平成 16 年度の寺庭婦人会長会が 10 月 5 日～6日 本山にて 28 名の参加で開催されました。 

開会式の後「本派の現況と課題」として、総務部長から「和尚様の資質の問題等」厳しい現状 

についてお話を聞き、身の引き締まる思いをしました。 

 その後「教区寺庭婦人研修のあり方」について 3 班に分かれて討議が行われ、二日目の全大 

会で班別討議の内容の発表がありました。 それぞれの地域で色々工夫して研修会が行われて 

います。当愛知西教区での「寺院セミナー」について発表したところ、住職と同じように寺庭 

婦人も勉強する機会があり、羨ましい、非常に良い制度だと出席者の方に感心されました。 

 寺庭婦人として寺を護りながら、子弟を育てる大切さ、檀家の方々との関わり、様々な役割を 

担う上で 今後も役立つ研修会を持てると良いなと思いました。 

     

◎ 人権擁護推進員 現地研修            教区人権擁護推進員 
 10月13・14日、本派人権擁護推進委員・教区人権擁護推進員合同研究会 現地研修に参加した。 
 東京都東村山市にある「多摩 全生園・高松宮記念ハンセン病資料館」、群馬県吾妻郡草津町 
 にある「栗生 楽泉園」をたずね、自治会役員の講演を聞き 視察と物故者慰霊法要を行った。 
  13日 多摩 全生園内にあるハンセン病資料館にて 自治会長・平沢保治氏の講演を聞いた。 
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 ハンセン病の歴史、ハンセン菌の説明、病状、診療所の運営、法律の変遷、社会の理解、偏見、 
 遺骨の行き先など話された。 印象に残った言葉に「ハンセン病の歴史は、生きることを拒ま 
れた歴史である」「ハンセン病は医学的には無くなったが、社会的には存在する」資料館の見 
学 説明を聞き、納骨堂前にて慰霊法要を行った。 
 
 14日 栗生 楽生園にて自治会副会長 こだまゆうじ氏の講演を聞いた。 ハンセン病の 
歴史、ハンセン菌の発見と特色、患者の発症状態と家庭環境、放浪患者の生活、療養所の開設 
と運営状況、園内強制労働の実態、無らい県運動の展開、特別病室（重監房）の建設と背景、 
又 氏はハンセン病原告団（全原協）の理事をされており、患者と国・厚生省、療養所などと 
の患者闘争の歴史と問題点を話された。 印象に残った言葉に「家族は息を潜めて生きてい 
る。（ハンセン病を出した家）ハンセン病患者には家族会は無い。 自分たちで戦うしかない。 
20年もすれば ハンセン病患者は日本からなくなるだろう。 平均年齢は78歳。」施設の見学 
をして 納骨堂前にて慰霊法要を行った。  

                                                        
◎ 無相教会 第54回全国奉詠大会報告      副詠道部長 宗栄寺 日坂宜祥   

 平成16年10月15日（金）花園流流祖のご当地 東京に於いて、1日大会が開催されました。 

 東京ベイＮＫホールにて、約6000名の参加を得て、総合司会に元ＴＢＳアナウンサー山本文郎 

 氏にて始められた。 第1部 オープニングは青鳳会（青年僧詠歌合唱団）の三帰依奉詠外、 

 第2部 創作シナリオに沿って奉詠  午後 アトラクションに、高山禮至氏の電子アコーデ 

ィオン演奏、歌手・青山和子氏のオンステージ（花園会御和讃の歌唱）、金剛流御奉詠、 第 

3部 新曲発表「敬祝御和讃」、閉会式典・各種表賞・次年度課題曲発表外・『ふるさと』全員 

大合唱で閉幕。 別れを惜しみながら解散。 

 今大会は、和太鼓の演奏に始まり、琴・弦楽・笛・太鼓等の楽器演奏にのせて、ステージ上 

と会場が一体となって奉詠。 また 青鳳会、天頼会等の男性合唱団の素晴らしい響きと美し 

い鈴の音を聴きながら、御詠歌の奥深さ、有難さ、そして新しい方向性を感じると同時に満喫 

した1日でした。 感動を有難うございました。    

 

◎ 定期宗務所長会                   宗務所長 

 去る19･20日はじめての宗務所長会があった。２７教区中９教区が新しく就任したもの。 

 19日は所長協議会、20日は議場にて各部長からの報告･質疑が行われた。報告書は、各支所長 

様に配布してありますので回覧して下さい。 

 

◎ 花園会 教区運営委員会               教化主事 

去る 10 月 21 日午後 1時 30 分より 宗務所（1部 白林寺）において「花園会教区運営委員 

 会」が開催された。宗議会議員 2名 花園会部会頭（支所長）9名 花園会部会長 8名 花園 

会女性部会長 3名 教区役員 6名の出席を得て開催した。 議題は以下の如く。 

① 花園地方大会の開催。 部会長 女性部会長に担当部所の依頼。 

② 花園会女性部大会 参加の依頼。12 月 1～2 日 於、熱海 

③ 教区花園会たより『おかげさま』次号発行の有無 編集員 内容について。 

④ 本山団参 奉仕団参の現状と今後の企画、予定。 

⑤ 教区花園会女性部の研修について。 特別布教の時期に研修を行う。 

⑥ 定期巡教、特別布教。 部単位の花園会研修を推進する。 

⑦ 無相教会の現状と今後の課題。 部会長から住職に御詠歌の推進を提言してほしい。 

⑧ 花園会会計について。 正確な会員数の登録推進を強く望む。 

花園会会費 ＠50 円 → ＠100 円に値上げ。 

研修会参加者の参加助成、女性部研修費、布教費、その他の増額を図る。 
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⑨ 教区青壮年部について、 立ち上げる方向で進める。 27 教区中、17 教区が作られた。 

⑩ その他  教区花園会会則、宗制・花園会規定の説明。 

 議事録は 支所長、花園会部会長、花園会女性部会長、その他の参加者に郵送いたします。 

 部内会等にて 各寺院に報告下さい。 

 

＜お願い＞ 

 
◎ 支所長会の開催 
 来る 11 月 16 日（火）午前 10 時 30 分より 吹上ホール 4Ｆ・第 7 会議室に於いて、緊急 

支所長会を開催いたします。議題は、「本年 度重なる災害の対応について」義援金等の活動を。 

 台風による 宮川村の水害、豊岡市の水害、23 日に起きました新潟中越地震などに対して、 

教区、花園会として活動できることを協議していただきます。 

 

◎ 罹災届けの提出を 
花園会本部より 教区を通じまして支所に「罹災届け」の用紙を送りました。 各寺院に書類 

が配布されます。 台風、水害等の天災、大規模な激甚災害受けた時は 用紙に記載いただき 

支所ごとにまとめていただき、宗務所に提出して下さい。 該当の花園会員の確認と調査報告 

をお願いいたします。  

     

◎ 宗務所に報告下さい 
 各支所長、推進委員には、部内住職・閑栖・副住職様、寺庭様のご遷化、ご逝去されました 

時には、速やかに宗務所まで報告下さい。 

弔電、弔儀（僧侶の場合・1 万円、寺庭婦人の場合・5000 円）を送らせていただきます。  

 

◎ 第 2 回教区寺院セミナーにご参加下さい 
 ９月にご案内をさせていただいております「第 2 回教区寺院セミナー」が 11 月 16 日（火） 

午後 1時より 名古屋市千種区 吹上ホールにて開催されます。 テーマ「見究める」。 

 講座 1、は日本テンプルヴァン社長 井上文夫氏による「社会の変化とお寺の運営」大変 

身近な現実的な問題をお話いただきます。  講座 2、は立命館大学 国際平和ミュージアム 

館長 安斎育郎氏による「人はなぜ騙されるのか？」と題して人間の根本に迫る内容の講演を 

いただきます。 多くの皆様のご参加をお待ちしております。 

 

◎ 第 43 回花園会本部研修会・寺院役員研修会参加のお願い 
 来る 11 月 10 日～11 日 部花園会長 寺院花園会長を対象に、本山にて「花園会本部研修会・ 

寺院役員研修会」が開催されます。 テーマ「寺院における役員のあり方」支所長様には 部 

会長に参加いただくように推進して下さい。 また 各寺院の花園会長（責任役員）の参加も 

呼びかけて下さい。 11 日法皇忌 半斎に参拝いただけます。 

   申し込みは 花園会本部まで。 

 

◎ 花園地方大会、ご参加とお手伝いのお願い 
 来る 11 月 22 日（月）午後 1時より 吹上ホール 7 階メインホールにて「愛知西教区 

花園地方大会」が開催されます。 第 1 ブロック企画運営（1部 2部 3部 4部 5部 6部 7部 

14 部、花園会員 7882 名）。 第 2、第 3ブロックの支所長、各部の部会長、各部の女性部会 

長様には お手伝いを宜しくお願い申し上げます。 
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◎ 全国花園会女性部大会のご案内 
 来る 12 月 1 日～2 日 静岡県熱海市において大会が開かれます。特別講演に樹木希林さん 

など多数の行事が予定されております。 参加費用は、2 万円（宿泊・夕食・諸費） 

花園会本部まで早めに申し込みください。 

 

 

◎ アンケートのお願い 
教区報・花園会たより「おかげさま」・宗務所便りなどの機関紙に対してのご意見をお聞かせ 

下さい。今後の参考とさせて頂きます。 

なお、すでに送付いただいた宗務支所は結構です。 

 

 

◎ 禅文化研究会 研修会の案内 
我々の本寺である本山･妙心寺をわかりやすく理解する講演です、質問があればお尋ね下さい。 

日 時 ： 11 月 24 日（水） 午後 3時から 5時まで 

会 場 ： ナディアパーク 6Ｆ セミナールーム 2 

        名古屋市中区栄三丁目 18－1   電話番号 ： 052-265-2001 

テーマ ： 『日峰宗舜と妙心寺』 

講 師 ： 花園大学教授  竹貫 元勝 師 

会 費 ： 3,000 円 

企画・主催：禅文化研究会 

協 賛 ： 愛知西教区青年僧の会 

 

 

http://www.zenbunka.com/
http://aichi-west.jp/young/wforum.cgi

