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宗 務 所 便 り 
                                        2005 年 5 月 1 日発信     №．10 
 

                                         愛知西教区宗務所長 武山廣道 九拝 
謹啓上 初夏を思わせる暑い天気となってまいりました。 

尼崎市では大変な事故が起こり 100 余名の人が亡くなりました。諸行無常のことわりは知って 

はいますが次から次へといろんな場所でアクシデントが起こっています。効率・利潤・スピード

優先を追い求める風潮に歯止めがかかるのでしょうか。自然・環境をゆっくりながめ共に生きて

行く道、仲良く助け合って行く安心のある暮らしを説いてゆきたいものですね。一般在家と同じ

ような生活に埋没しておりますと何を説くべきか、先が見えなくなってきます。宗教人としての

自覚を喚起して ｢いのちの尊さ｣を共に考えてゆきたいものです。 
                                       頓 首 

 
4月の報告 
 

4日     愛知西連合会支部実務者会議         於、江南市民文化会館 

6日          教区報編集会議               於、宗務所 

  8日      降誕会 

  8日～12日  本山 恒例法要               於、本山 

 10日     遷化住職追悼法要              於、本山 

 11日     ブロック長会・会計監査           於、宗務所 

  13日     詩偈講習会                  於、徳源寺  

14日     教区花園会部会長会、支所長会        於、名古屋都市センター 

 20日     愛知同宗連 総会              於、立正佼成会名古屋教会 

 21日     禅文化研究会                於、白林寺  

 25日     寺庭婦人会総会、研修会            於、愛知県中小企業センター  

 26日～27日  教化主事会                 於、本山 

 27日     第 3部 楽音寺寺庭 杉村久野様 逝去 92歳 

 27日     第11部 寶光寺寺庭 六鹿保子様 逝去 79歳 

 

 

5月の予定 
  

6日     徳源寺 先住忌                於、名古屋・徳源寺 

9日     妙興寺 先住忌                於、一宮 ・妙興寺 

9日     教区報編集会議                於、宗務所 

 9日～10日  詩偈講座開講スクーリング           於、本山 

 11日     同宗連役員会                 於、立正佼成会      

11日     詩偈講習会                   於、徳源寺 

14日～15日  第2回全国花園会青壮年部越前大仏大会     於、勝山市清大寺 芦原温泉 

 17日     教区連合会 発展拡充講習会          於、江南市民文化会館 

 18日     教区連合会 奉詠大会                 〃 

 18日～19日  人権擁護推進合同研究会            於、本山 

 25日     内局任期満了 第3次細川内局発足       於、本派宗務本所 
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＜報 告＞ 

 
◎ ブロック長会・会計監査会 
去る 4月 11 日、宗務所においてブロック長会・会計監査会が行なわれた。 来る 14 日の 

 花園部会長会・支所長会の準備並びに協議内容等の確認。 また、会計監査会を行い平成 16    

 年度の会計監査をしていただきました。 

 

◎ 教区花園会部会長会、支所長会 
去る 4月 14 日、名古屋市、金山南ビル内・名古屋都市センターにて、「花園部会長会」 

 「支所長会」が開催された。午前 10 時より「花園部会長会」①平成 16 年度 花園会事業報告 

 ②平成16年度 花園会収入支出決算報告 ③ 同 監査報告  ④平成17年度 花園会事業 

 計画  ⑤平成 17 年度 花園会収入支出予算書  ⑥ その他の協議 1）開山無相大師 

 650 年遠諱 予習法要 2）花園会青壮年部越前大仏大会 3）連合会発展拡充講習会・奉詠大   

 会 4）奉仕団参・本山団参 5）教区花園会運営委員会 6）平成 17 年度 花園地方大会 

 7）花園会報「おかげさま」  

   

午後 1時より「支所長会」①平成 16 年度 教区事業報告 ②平成 16 年度 教区収入支出 

 決算報告 ③ 同 会計監査報告 ④平成17年度 教区事業計画 ⑤平成17年度 教区収入 

 支出予算書 ⑥その他の協議 1）御親化授戒会 2）ブロック割り制 3）教区寺院セミナー 

 4）諸会より活動報告（無相教会・青年僧の会・尼僧団・詩偈研究会） 

（布教師会・寺庭婦人会は欠席） 

 

◎ 愛知同宗連総会 
 去る 4月 20 日 立正佼成会名古屋教会にて、愛知同宗連総会が開催された。 
  来賓に、部落解放同盟愛知県連合会、愛知県同和問題企業連絡会、愛知県県民生活部県民課 

 人権同和対策室、名古屋市市民経済局人権施策推進室、部落解放愛知県共闘会議の代表者を 

お招きしご挨拶を受けた。 

   

協議事項 

① 2004 年「愛知同宗連」事業報告に関する件 

② 2004 年「愛知同宗連」会計収支決算に関する件 

③ 2005 年「愛知同宗連」事業計画に関する件 

④ 2005 年「愛知同宗連」会計収支予算に関する件 

以上の協議がなされた。  

愛知同宗連には、31 教団が参加して「同和問題にとりくむ愛知県宗教教団連絡協議会」の活 

動を通じて、部落差別の解放をめざし人権の大切さを共に学び、実践を目指している。 

 

◎ パソコン研修会                 禅文化研究会・青年僧の会  
  去る４月２１日、パソコン活用の研修会を宗務所である白林寺さまにて行われました。 

 参加者は、８名の御住職、寺庭さまに加えて青年僧の会会員２３名が参加。講師は（株）リゾ 

ーム・アールゼットドットコムより代表の牧野、西部氏。WARK STEP 代表の森氏の３名を迎え 

てパソコン研修を実施されました。 

 檀信徒名簿・家族帳作成、過去帳、年忌の案内、中陰忌日表印刷、宛名書、スケジュール、会 

計業務など管理できる寺院ソフト「沙羅」の紹介。 

 インターネット・メールの利用方法、教区ホームページへの書き込み方法など身近なパソコン 
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操作を実習し３時間近くの講習時間がアッという間の感じでした。講師は、ファイル管理の 

重要性、一日 10 分はキーボードに触れる習慣をつけることが上手に使いこなすことになる。 

便利なパソコンを寺院の運営管理に大いに活用すべきと付け足されました。 

 

◎ 寺庭婦人会総会、研修会 
去る 4 月 25 日 愛知県中小企業センターにて、61 名会員の参加を得て「寺庭婦人会総会」、

並びに研修会を開催いたしました。 研修会には、本派総務部長・松井宗益師をお招きし 

「良い顔を作る」と題して御講演を拝聴、しっかり勉強した後、キャッスルプラザホテル 

「桃園」にて懇親会を行ないました。 今後ともご支援ご指導を宜しくお願いいたします。 

  

◎ 教化主事会 
 去る 4月 26 日～27 日本山に於いて、「平成 17 年度教化主事会」が開催された。微妙殿にて 
開会式、会場を宗務本所・議場に移して協議  ①教学部 住職研修会の実施について   

1）遠諱事業について 2）教化本部・各種教化主事活動について 翌 27 日、②総務部「本派 

の現状」 ③花園会本部 1）遠諱予習法要について 2）その他 

 

＜お願い お知らせ＞ 
 

◎ 第 1回教区寺院セミナーのご案内 
 来る 6月 10日（金）午後 1時より、名古屋市民会館において「第 1回教区寺院セミナー」を 
 開催いたします。テーマ「もったいない（環境を考える）」とし講師に、哲学者・篠田暢之氏、 
愛知環境カウンセラー協会会長・服部 宏氏に講演をいただきます。 別紙にてご案内を致し 
ますのでご参加をお待ちしております。 尚、「寺庭婦人様」・経由の「案内状は無し」といた 
します。 支所経由にて、和尚様・寺庭様・寺族様の連名のご案内を致しますので、今まで同 
様にご参加をお待ちしております。  
 
追伸・・・寺庭様の案内が不十分である時は、宗務所へ申し付け下さい。案内状を別途送らせ 
ていただきます。 
 
◎ 「教区報」、花園会たより「おかげさま」配布のお願い 
 只今、「教区報」、花園会たより「おかげさま」の編集をいたしており、6月 1日付けにて発送 
いたします。「教区報」1,500部 花園会たより「おかげさま」32,000部の印刷にはいりま 
す。 支所経由にて各寺院に配布をいただきます。 
 
①「教区報」は、有住寺院 5冊 兼務寺院 3冊とします。尚、寺族の居られます 兼務寺 
院は 5冊といたします。 各寺院に配布された中で、閑栖様・副住職にも各自 1冊保存下 
さるようにご風声下さい。責任役員・総代様に適宜配布していただき、ご理解を戴きますよ 
うにして下さい。  

 
②花園会たより「おかげさま」登録・花園会員数 15,600名 の 2倍を印刷し、各支所に会 
員数の 2倍を配布いたします。支所では、各寺院に花園会員数を配布いただき、その倍数 
が支所にプールしていただきます。 支所内で希望数を調整していただき、部内に配布して 
いただきます。会員数の 2倍までは調整していただけます。  
支所で余りましたら、宗務所に返却していただき、不足の支所に転送いたします。 
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◎ 花園会・新亡供養の手続きとご参加を 
来る 6月 29日（水）本山にて、花園会本部主催 新亡供養が行われます。 4月中に新亡名 
簿を花園会本部に郵送して下さい。（平成 16年度に亡くなった花園会員） 
（用紙と手続き内容は、3月に本所から送付されました箱内に在ります。ポスター等と同封） 
各寺院から新亡命簿を送付（4月末） →5月中旬頃・本山より各会員宅に案内状 → 5月 
末各寺院にて参加者を集計、参加費徴収 → 6月 10日までに 参加費・参加申込書を送付 
→本部から 領収証等を郵送される → 6月 29日 新亡供養に参加。  
 今までに参加してみえない寺院の方は 宜しくご理解をいただき、本山と末寺と花園会員の繋 
がりの良い機会と捉えて、ご推進をお願いいたします。 

 
◎ 全国青壮年部越前大仏大会参加者の募集 
 来る、5月 14日（土）～15日（日）福井県勝山市清大寺（越前大仏）にて、「第 2回全国花 
園会青壮年部越前大仏大会」が開催されます。 教区として、多くの方に参加していただこう 
とバスの準備をしております。参加費は 25，000円 
 （本部に 20，000円、昼食 2回・拝観費用 5，000円）大会終了後、大安寺拝観し精進料理 
 をいただき、土産店によって帰って来る予定です。 
 昨年の秋より参加協力を呼びかけておるところです。各部から 2名参加者を出してください。 
花園会の啓蒙・発展のため、ご協力賜りますようお願いいたします。 
 
◎ 平成 17 年度本山前堂職法階取得研修会実施についてのお願い 
第 1回尼僧安居会実施に伴う伝達のお願い 

第 48 回岐阜西教区地方安居会ご案内 

 
各お願い(案内)の詳細を知りたい方は、宗務所・宗務支所へお問い合わせ下さい。 

 
  

 


