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宗 務 所 便 り 
                                        2005 年 6 月 1 日発信     №．11 

 

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

 
謹啓上 新緑若葉に映えてすがすがしい好時節となりました。 

 さて「愛地球博」はご覧になられたでしょうか。精巧なロボットを見るにつけ、こんなものた

ちと共存する日がやってくるかと思うと空恐ろしい気がします。また自然の叡智、昔ながらのよ

きもの、よい風習を見直し環境に優しい生活をめざすという。新しいものと古くてもよきものの

調和を考えながら生活する。私たちには何が出来るのでしょうか。 
おかげさまの心でモノを大切に、無駄なく消費してゆくエコライフが求められています。これは、

禪の教えとなんら違わぬ考えですね。未来に向け自信を持って押し広めていかねばなりません。  
                                        頓 首 

 
 
5月の報告 
6日     徳源寺 大祥忌                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 

 

6月の予定 
 1日     愛知西「教区報」発行             於、宗務所 

        愛知西「花園会たより」発行            〃 

 2日     愛知西連合会会議               於、みずのを 

6日     教区寺院セミナー準備会            於、宗務所 

8日     詩偈講習会                   於、徳源寺 

10日     第1回教区寺院セミナー            於、名古屋市民会館 

15日     本山参拝推進本部会議             於、本山 

20日～22日  無相教会代表委員会              於、本山 

 22日～24日  前堂職法階取得研修会             於、本山 

 24日～25日  第4部奉仕団参                於、本山 

27日～28日  無相教会住職・教師等講習会          於、本山 

 29日     花園会新亡供養                於、本山・法堂  
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＜報 告＞ 

 
◎ 同宗連役員会                  教区人権擁護推進員 

去る 5月 11 日、立正佼成会・中部教区にて愛知同宗連役員会が開催された。 

1、報告事項 

① 4 月 4 日 部落解放・人権政策確立要求愛知県実行委員会 於、中文化センター 

② 4 月 9 日 現地で学ぶ人権講演会  於、甚目寺町 円周寺 

③ 4 月 12 日 第 25 回「同宗連」総会 於、熱海 世界救世教 いづのめ教団 

④ 4 月 14 日 2005 年愛知同和問題企業連絡会総会 於、メルパルク名古屋 

⑤ 4 月 18 日 愛知部落解放・人権研究会総会 記念講演 於、中文化センター 

⑥ 4 月 20 日 2005 年「愛知同宗連」総会 於、立正佼成会 中部教区 

⑦ 4 月 21 日 部落解放・人権政策確立要求 愛知県実行委員会東京集会  

於、参議院議員会館 第一会議室 

 

2、協議事項 

① 7 月 20 日 「愛知同宗連」役員・担当者研修会、役員会について 

② 「愛知同宗連」現地学習会について 

③ 第 18 回「愛知同宗連」講演会について 

④ 役員会議の予定について 

 

3、今後の予定・その他 

①5月 26 日 狭山愛知県集会     於、名鉄組合会館ホール 

②6月 2日 ハンセン病と人間性回復 於、東別院会館 

③6月 5日 部落解放同盟愛知県連合会 第 30 回定期大会 於、甚目寺町栄隣保館 

④6月 13 日 部落解放・人権研究会  於、中文化センター 

⑤7月 7日「部落解放をめざす愛知研修会」部落解放講座  於、愛知県勤労会館  

 

◎ 花園会青壮年部越前大仏大会に教区から 32 名の参加  
花園会 3部部会長 織部好雄  

 第 2 回全国花園会青壮年部大会が、滋賀北陸教区の協力で平成 17 年 5 月 14・15 日に越前大仏 

で知られる福井県の清大寺で開催されました。 今回は、近くの教区で開催されたこともあっ 

て、観光バスを貸り上げての団体参加となり、森会長を初め 32 名が参加しました。 

 主会場となりました清大寺は、2年程前に妙心寺派に入会されたばかりで、巨大な大仏は勿論、 

1300 体もの仏像や市街地を見下ろすエレベーター付き五重塔など、驚くばかりの壮大な佇ま 

いでした。 

 大会第 1日目は、清大寺の住職でもある正眼寺山川老大師の講演や災害救助活動についてのパ 

ネルディスカッションなどがひらかれました。 パネルディスカッションでは、兵庫県豊岡市 

の水害に対する兵庫教区青壮年部の救援活動及び中越地震被災地における美濃加茂市正眼寺 

短期大学の学生と教師によるボランティア活動について報告があり、参加者の共感を得ました。 

  

大会 2日目は、場所を芦原温泉ホテル芳泉の大広間に移し、世界一の大太鼓を造った大槻市の 

石岡紅富士太鼓会長の講演と鈴木全国花園会本部長も出席されて「全体会」が開かれました。 

 全体会で報告に立った藤原全国青壮年部会長は、兵庫県豊岡市での救援活動の経験から、各寺 

院や檀家の自主防災体制の充実と情報のネットワークが必要で、活動の先端を担うのは青壮年 

部である。未成立の教区では、平成 21 年の開山さまの「遠諱（おんき）」までに、全教区の青 
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壮年部結成を目指すとの大会決議を採択して、2日間にわたる大会を終えました。 

  

全国からの参加者は 300 余名で、バス 1台を借り上げ 32 名が参加した愛知西教区の存在は大 

きかったと思います。 帰途には、臨済宗妙心寺派の古刹「大安禅寺」を訪れ、高橋和尚のユ 

ニークな法話に参加者一同大爆笑の連続、美味しい精進料理を頂いて、楽しい参加となりまし 

た。 

寺院で求めた色紙には「一に掃除、二に笑顔、三四元気におかげさま」とありました。 

 

◎ 教区連合会発展拡充講習会・奉詠大会          教化主事         

 去る 5月 17 日、江南市民文化会館において清水宗源詠鑑をお迎えし、360 名が参加をして「臨 

済宗妙心寺派無相教会・愛知西教区連合会」「花園流御詠歌愛知西教区・発展拡充講習会」が 

開催された。 午前 10 時より始まり、午前中は各階級毎に分化講習。 午後 1時より全体会 

が行なわれた。 全体会では式典が行なわれ、引き続き副詠鑑の全体講習、詠鑑の全体講習が 

行なわれた。未経験の方にも 詠鑑・副詠鑑先生方の指導風景をご覧になりますとご詠歌の奥 

の深さと味わいを強く感じられるのではないかと感じました。 是非一度、午後の全体講習会 

にお出かけ下さい。 

 

 翌 5 月 18 日、同じく江南市民文化会館において 34 支部・560 名が参加して、「花園流御詠歌 

愛知西奉詠大会」が開催された。 午前 9時 50 分から開会式が行なわれ、本尊回向・会員先 

亡追悼回向・大会会長挨拶・詠鑑挨拶・昇進披露・会中注意が行なわれ、登壇（団体の部・大 

ホール、個人の部・小ホール、第一会議室、第二会議室、和室）がおこなわれた。  

午後 3時 30 分、閉会式。 表彰式・審査長講評（詠鑑）・普回向にて終了した。 参加者の皆 

様は緊張の中にも日頃の丹精精進された奉詠をされました。 登壇の姿・奉詠を聞き、所作の 

美しさに感動し、御詠歌の魅力を感じました。 

 

◎ 人権擁護推進合同研究会                3 部東雲寺 佐藤堪堂 
平成 17 年度「人権擁護推進委員、教区人権擁護推進員合同研究会」が５月１８日～１９日、 
花園会館において開催されました。 午後１時 30 分より、本部役員、27 教区の人権擁護推進 
員が列席のもと開会式が行われ、本部役員の宮田教学部長開会の挨拶と委員長の足助氏が挨拶 
をされた。委員長からは次なる報告があり、平成１７年度人権擁護推進指針（案）で特別事件とメディア 
規制について新しく載せたこと。 
開式後２時より、辻川覚先生による「身体障害者の理解について」―視覚障害者の立場からー 
の講演。 
 
辻川先生は自らも全盲の立場であり、不便ではあるが不幸ではないといわれました。 
障害者には、障害者とハッキリわかる人とﾍﾟｰｽメーカをつけている人や人工透析をしている人 
などのように傍目ではわからない人、障害手帳が交付されない軽い症状の人などを含めると日 
本では何百万人にもなるようです。障害者には、体の障害、精神障害、知的障害があり、それ 
ぞれ症状が違うように対応も違い、正しい知識を持つことが必要となり、幼少のころからの障 
害者と大人になってからの障害者は、特に視覚障害者の例をあげますと、自身の記憶に大きな 
差があり理解の度合いが大きく違ってくるということです。 
 
視覚障害には点字が読めない人も多くおられるようであります。健常者が視覚障害者の気持を 
理解する実験として、目をつぶって、片足を上げて１分間立ってみる。大半の人がすぐに平衡 
感覚がなくなって１分ともちません。 
このように、障害者についての理解と正しい認識をもって、ふれあうことが大切であることを 
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述べられ１時間２０分の講演を締められました。 
３時３０分より、身体障害者の理解のために 障害者とのふれあい障害者への配慮とのテーマ 
で、パネリスト 4 名、コーディネータ１名によるパネルディスカッションが開かれました。 
最初にパネリストの方々が話をされ、質問にたいしてそれぞれ答えられ次のような内容となり 
ました。障害者は不便ではあるがマイナス面ばかりではなく、まわりからの援助によりプラス 
思考も生まれてくる。 
 
障害者が出来ることと出来ないことをまわりに伝えていくことで協調をもたせる。寺院におい 
ては、バリアフリーや手摺りの取り付け、椅子などを置いてほしい。 
点字の経本もあってもいいではないか。（岐阜西教区では他宗派の方が作られたのでそれを利 
用している）声をかけることからふれあいが始まる。 
人間は死ぬまで修行であり、失敗を恐れずに、多くの体験をもち、学習をつみあげていくこと 
である。「こんにちは」から始め、みんなが集まる、みんなの寺にしましよう。 

 

＜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、学術博士・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 
致しました。  和尚様・寺庭様・寺族の皆様のご参加をお待ちしております。  
 

◎ 「教区報」、花園会たより「おかげさま」配布のお願い 
 「教区報」、花園会たより「おかげさま」の発刊準備をしており、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 部を刊行。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・副住職様にも各自 1 冊保存下 
さるようにご指導下さい。 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、その同数 
を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、部内で自由に配 
分配布してください。  
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。 

 
◎ 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） 
 
各寺院から新亡名簿を送付（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。 
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 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。 

 
◎ 妙心寺派寺籍調査のお願い 

5 月 20 日付けにて、宗務本所・教化センターから上記の内容にて調査依頼が各寺院に送付さ 
れました。 遠諱事業の一環としての調査で、各寺院の開創に関わる由緒、歴代住職等を調査 
し、本派の重要な資料といたします。  100 年ぶりの調査でお手数を煩わせますがご協力を 
お願いします。 9 月末日までに該当欄に記入頂き、返送をお願いします。  
 

◎ 本山学徒研修会（本山集団得度式） 
 学徒研修会が行われます参加希望者は申し出でください。尚、本山集団得度式も併せて行わ 
れますので希望者は参加ください。 
 

 期 日  7 月 28 日（木）午後 1 時～29 日（金）午後 1 時 
       （得度式 28 日午前 9 時～午前 11 時 希望者のみ） 
 会 場  大本山妙心寺及び花園会館 
費 用  受講料 8,000 円 （得度式冥加料 10,000 円 希望者のみ） 

 申込み  7 月 10 日までに宗務所へ  詳細は、宗務支所にお尋ねください。 
 
◎ 法式梵唄講習会 
 恒例の法式梵唄講習会を下記のとおり開催します。日ごろ疑問に思っておられることや聞き 
たいことがあれば事前にお知らせください。本年は、「回向」を中心に講習いたします。 
お誘いあわせの上ご参加ください。 

             記 
  期 日:  7 月 4 日（月） 午後 3時～5時３０分 

会 場： 白林寺 本堂 

          名古屋市中区栄三丁目 25－18  

             電話番号 ： 052-241-5200 

     会 費： 3,000 円 

     講 師： 妙心寺・塔頭、 玉龍院住職 森 信行 師 

     企画・主催： 禅文化研究会 

     協 賛： 愛知西教区青年僧の会 

     申込先： 禅文化研究会 企画室 
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