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宗 務 所 便 り 
                                        2005 年 9 月 1 日発信     №．14 
 

                                         愛知西教区宗務所長 武山廣道 九拝 
謹啓上 いつの間にか虫の音を多く感じる時節となりました。 

世は選挙一色にて喧しいことであります。宗門に於ても宗議会があり重要事項を審議されてお 
ります。議員 3人以上の賛成により議案を発議することが出来ます。われわれの宗門をより良 
くしてゆく為に日頃疑問に思うことや改革してもらいたいことなど各部内で話し合い宗務所・宗

議会議員へご意見下さい。皆様のご意見が宗制に反映されてゆきます。何なりとご意見を賜りま

すようお願い致します。  
                                        頓 首 

 
８月の報告 
8日～17日  本所・宗務所・支所 盆休み           於、宗務本所・所・支所 

20日～30日  本山安居会                  於、本山  

26日～28日  花園会夏季講座                於、本山・花園大学 

27日～28日  禅寺一日入門（青年僧の会）          於、妙興寺  

 
９月の予定 
 2日     宗制審議会                  於、本山 

 5日～ 7日   監査会                    於、本山 

 13日～15日  前堂職法階取得研修会             於、本山 

12日     寺院セミナー準備会              於、宗務所 

14日         詩偈講習会                  於、徳源寺 

 16日     第2回教区寺院セミナー             於、名古屋市都市センター 

 16日     東海地区議員 所長会              於、名鉄ニューグランドホテル 

20日～26日  秋特別布教                  於、教区内寺院 

 26日     教区花園会女性部研修会            於、宗務所 

 27日～29日  定期宗議会                  於、本山         

 

  ＜報 告＞ 

 
◎ 禅寺一日入門（青年僧の会主催）報告 
８月２７日（土）、２８日（日）の両日 会場を一宮の妙興寺さまにて一般４０名（内、１２ 

歳以下は１１名）の参加者があった。２７日の午後１時３０分より本堂にて開会式。妙興僧堂 

師家、孤雲室老大師をはじめ宗務所長、他４名の公職の方々にもご多忙の所をご参列を賜り、 

短くて長い禅寺２４時を体験していただきました。 

参加者は、５歳の男子から６９歳のご婦人まで、一人も脱落無く過ごしていただきました。 

特に最年少の５歳の男子は、１つ上の兄、母親と３人での参加でしたが座禅（止静中）も『し 

かめっ面』することなくどうどうと座っていたことに驚きました。 

食堂においても騒ぐようなこともなく、関心しましたが休息中は流石に男の子。廊下を走りま 

わって騒ぐ面もあり、注意する回数も度々・・・。 

一日目の午後７時より１時間弱。瑞雲寺副住、青井直信さまの法話の時間。 

５歳の男の子はぐったりしていたそうです。２日目には孤雲室老大師にお願い致しました。 



 2

 ここ数年は、１２歳以下の参加者対象にビニール草鞋作りを体験していただき参加者には好評 

を得ています。食事の作法の説明をした後の参加者は、斎座の饂飩をすする音を普段より響か 

せていたような気がします。 

 残暑の上、台風の影響か気候が大きく変わった時節にもかかわらず無事終えられたのも、妙興 

寺孤雲室老大師をはじめ雲衲の方々、教区の関係方々に青年僧の会会員、協賛関係方々の御理 

解と御協力からによるものと考えます。この場をお借りして御礼を申し上げます。 
 

 

＜お詫び・訂正＞ 
 
◎ 宗務所便り 8 月号 訂正のお願い  
宗務所たより №13 部落解放講座 報告 分科会「愛・地球博 地球市民村からの発信」 

 
「①アジアおはなしの家（秦辰也氏）」講演から  8 部推進委員 関無院 篠田宗徹  
の項が二ヶ所ございました。  二ヶ所目の題と報告者は 
「②地雷廃絶日本キャンペーン」講演から 9部推進委員 福昌寺 羽澄直樹  
の誤りでございます。  
謹んでお詫び申し上げ、訂正をさせていただきます。 

 
 
＜お願い お知らせ＞ 
 

◎ 第 2 回教区寺院セミナーのご案内 
来る 9月 16 日(金)午後 2時より、名古屋市中区金山 1丁目 1-1 「金山南ビル」14 階 

名古屋都市センターにて、「第 2回教区寺院セミナー」を開催いたします。  

テーマ「病める若者のこころ・・・」と題し神 仁氏を迎えて講演とシンポジュウムを行な 

います。 ご多用の時期とは存じますが ご出席下さいますようお願いいたします。 

 

◎ 花園会女性部研修会 参加者の募集を 
来る 9月 26日（月）午前 10時より午後 3時頃まで、宗務所（白林寺）に於いて、花園会 
女性部研修会を行ないます。各部より女性部会長様を含めて5名の参加者推進をお願いいた 
します。支所長様には、参加者氏名を宗務所まで報告下さいます様、お願いいたします。 
なお準備の都合上、実際に参加される人数をご報告下さい。 

 
◎ 教区花園会運営委員会の開催 
来る 10月 20日(木)午後 1時 30分より、宗務所におきまして「教区花園会運営委員会」を開 
催いたします。 支所長様、部花園会会長様、部花園会女性部会長様、教区役員様にはご出席 
いただきますようにお願いいたします。 別紙にてご案内をさせていただきます。  

 
◎ 教区花園地方大会の開催 
来る 11月 24日(木)午後 1時より、江南市民文化会館におきまして「第 50回 愛知西教区花 
園地方大会」を開催いたします。 記念講演は「40半ばからの第二の青春は畑違いの芸能界」 
と題して、辻 イト子さん(タレント・漫才師)にお話をしていただきます。 
今回は、第 2ブロック寺院の皆様にお引き回しをしていただきますので、宜しくお願いいた 
します。 また、各支所長様、部花園会会長様、部花園会女性部会長様、各部推進委員様には 
ご出席・ご荷担をお願いいたします。 別紙にてお願いをいたします。 
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◎ 第９回 一日禅寺入門のご案内 
 本派尼僧団主催の行事です。参加希望の方がありましたらご推進下さい。 

              記 

日 時  １０月１日（土）午前９時集合 ９時３０分開始～午後３時終了 

会 場  天衣寺  岐阜市野一色 1-10-6  TEL 058-245-0496 

会 費  １，０００円 

服 装  作務衣・トレーニングウェア 等 

申込み  福昌寺 一宮市木曽川町大字門間字沼西 2133 TEL/FAX 0586-86-5032 
※ 老若男女不問 

 
◎ 特別布教  
巡教師は、台番 281 城願寺住職 五葉光鐵師 44歳。 日本大学農獣医学部卒業  
妙心僧堂・聖福僧堂にて修行。 現在、四国西教区教化主事、布教研究委員、妙心寺派ホーム 
ページ委員、その他の役職を受け持つ。 
 
今年度の開教寺院です 

 

月  日 部 寺院名 開教時間 行  事  及び  対  機 備    考

 ９・２０（火） 1 寶林寺   午前１０時  彼岸会  ・  檀信徒   

 ９・２１（水） 1 禅隆寺   午前１０時   彼岸会  ・ 檀信徒   

 ９・２２（木） 1 善昌寺   午前１０時   彼岸会  ・  檀信徒   

 ９・２３（金） 10 全徳寺   午後３時 30 分   慈母観音供養会・檀信徒   

9 瑞泉寺   午前１０時   月授戒会 ・ 檀信徒 三帰戒 

 ９・２４（土） 

2 凌雲寺   午後  ２時   彼岸会  ・  檀信徒   

6 泰岳寺   午前１０時   達磨忌・  檀信徒 布教師会

 ９・２４（土） 

3 楽音寺   午後 ３時  部役員会 布教師会

 ９・２５（日） 1 白林寺   午後  ２時   写経会・  檀信徒   

教区 宗務所   午前１０時   花園会女性部研修会   

 ９・２６（月） 

2 総持院   午後 ２時   彼岸会・  檀信徒   

 
※開教のない部もありますが年に一度ぐらい部花園会として開教されますことを望みます。 


