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宗 務 所 便 り 
                                         2005 年 12 月 1 日発信    №．17 
 

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

謹啓上 師走の候 落ち葉の掃除に年末年始の準備にお忙しいことと存じます。 
 本年もあと１ヶ月を残すのみと成りましたが、教区の行事、花園会活動には何かとご法愛を 
賜り厚く御礼申し上げます。世情は相変わらず騒がしい事件が錯綜し末法の世と化しております。 
「どう活かす わたしのいのち」先ずは自身に問いかけ、身を引き締めていかねばなりません。 
そしてこの命題をどのように教化に活かしてゆくのか、根本に立ち返りみつめて行きたいもので 
す。  看よ看よ 臘月尽く 
                                        頓 首 

 
11月の報告 
1日    寺庭婦人会 現地研修会            於、馬篭・妻籠 

 1日～2日  教区寺庭婦人会 会長会            於、本山 

 3日～4日  妙心寺曝凉展（宝物展）             於、本山 

9日    詩偈研修会                   於、徳源寺 

10日    愛知同宗連 役員会               於、立正佼成会・中部教区 

10日～11日 第44回花園会本部研修会・寺院役員研修会    於、本山 

11日    花園法皇忌                  於、本山・法堂 

24日    第50回愛知西教区花園地方大会         於、江南市民文化会館 

29日～30日 第16回花園会女性部研修会           於、花園大学、本山 

 
12月の予定 
 5日    青年僧の会 歳末助け合い托鉢         於、９部 祥雲寺辺 

 6日    2005年『人権週間』記念講演          於、名古屋市中区役所ホール 

 6日～ 8日  梵唄講師養成講習会              於、本山 

7日    教区役員会                  於、宗務所       

 8日    成道会                          

 8日    第3部 本山奉仕団参              於、本山 

11日    11・12日 開山忌高齢者招待          於、本山 

12日    妙心寺開山忌                 於、本山 

14日    詩偈研修会                   於、徳源寺    

22日    宗務本所 宗務所 宗務支所、御用納め       

平成18年1月10日 御用始め 

 

＜報 告＞ 
  

◎ 寺庭婦人現地研修会              教区寺庭婦人会 副会長 
去る 11 月 1 日、寺庭婦人会では恒例の研修旅行が行なわれました。今年は馬籠・妻籠のコー 

スで 40 名の参加をいただきました。  

朝 8 時、晴天の中 バスにて名古屋を出発し、馬籠では 1時間半の散策をしました。 

お昼は 藤村ゆかりのお寺 妙心寺派・永昌寺様で和尚様のお話をお聞きし、お庫裏様手作り 

の精進料理を頂きました。凛とした静寂な空気に包まれたお寺でいただく工夫をこらした、上 
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品な中にも温か味のある一品一品に感激し、自坊へかえり毎日の生活のお手本にしたいという 

声があちこちであがっていました。 次いて妻籠・生地師の里 清内路峠の漬物屋での買い物 

など、秋の一日を満喫し、夕方 6時頃散会しました。 

 

◎ 教区寺庭婦人会会長会に参加して       教区寺庭婦人会 会長 
11 月 1～2 日 本山に於いて、17 年度の寺庭婦人会会長会が行なわれました。 27 教区中 25 

名の出席で、私は昨年に続き 2回目でしたのでなつかしささえ覚え、楽しく参加させていただ 

きました。 

テーマは「今、寺庭婦人に求められるもの」 サブテーマ「雛僧教育について」分化会で 

3 班に分かれ話し合いました。 その後晩炊、懇親会が行なわれました。その時が皆さん一番 

本音で話せ、親しくなれたひとときでした。 各地、その土地土地での特徴の中で工夫して寺 

庭として努力してみえることが伝わり、身の引き締まる思いをいたしました。 本山において 

は、「この会長会を通じ寺庭婦人会を活発にし、寺庭婦人としての役割の増大、研修を重ね正 

しい対応が重要であると切に感じている」との事でした。 

 
◎ 愛知同宗連 役員会               教区人権擁護推進員 
去る、11 月 10 日立正佼成会・中部教区（名古屋教会）にて、愛知同宗連役員会が開催された。 

以下の内容にて、報告 協議がなされた。 

報告事項 

 ① 愛知部落解放・人権研修会 「民間戦災障害者の 60 年」講師、杉山千佐子氏 

 ② 部落解放研究 第 39 回全国大会  於、和歌山市ビッグホエール 他 

 ③ 「愛知同宗連」現地調査学集会   於、狭山市駅周辺 富士見集会所          

(狭山事件現地調査学習、石川一雄さんと懇談会) 

④ 第 2 回人権啓発研修会 「愛知県県民意識調査の分析について」講師、折田和夫氏 

⑤ 第 20 回「狭山」現地学習会（全国同宗連） 

⑥ 部落解放愛知県共闘会議 第 30 回定期総会 於、アビタン（金山 新労済会館） 

⑦ 第 20 回都府県「同宗連」と「同宗連」との交流会 

   

協議事項 

   ① 部落解放愛知県共闘会議 結成 30 周年記念事業 

     「反差別国際研修」への参加要請 タイ（バンコク、カンチャナブリ） 

   ② 第 18 回「愛知同宗連」講演会 2006 年 2 月 23 日 於、中村文化小劇場 

     ビデオ研修  講演 （仮）「狭山事件の真実とは」講師、鎌田 慧（さとし）氏 

   ③ ＮＰＯ法人 愛知部落解放・人権研究会役員（理事）について 

   ④ 「役員会」「総会」の日程について 

      2006 年総会 2006 年 4 月 3 日（月） 於、浄土真宗本願寺派 

  今後の予定 

   ① 韓国国家人権委員会についての学習会  11 月 18 日 於、愛知県中小企業センター 

   ② 2005 年「人権週間」記念集会      12 月 6 日 於、中区役所ホール 

  
◎ 第 44 回花園会本部研修会・寺院役員研修会   教区花園会会長 森 宏之 
１１月１０・１１日本山におきまして、本部研修・寺院役員研修会が１８５名の出席者で開催 
され、当教区より６名が参加しました。 
 
池上寛道 常任布教師より「花園法皇様の行履」の法話を聞き、乱世の時代を生きられた上皇 
は常に徳を積むことを薦められ、徳を積んでいれば激動の世も怖がる事はない信念を貫かれた。 
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玉鳳院にて、参加者一同、花園法皇の大願に思いを寄せ般若心経の読経を勤めさせて頂きまし 
た。開会式で、細川宗務総長より日本の心を作ってきた菩提寺を取り戻し、先祖、父母、兄弟 
を敬う心を持つことが今の世相には不可欠であると強調され、一色本部長から研修会の趣旨説 
明があり、役員・住職の三位一体で寺の発展があり、寺院は檀信徒だけの場ではなく、多くの 
悩める人の集まる場所にしたい、また、一切の物に仏性心があり、共生「おかげさま」の心を 
無くして２１世紀の幸はないと説かれました。 
 
研修会に入り、初回参加者には、「寺院役員のあり方」と「正法は妙心寺にあり」について、 
二回目以上の参加者は、「仏教徒として、人権問題への取り組みについて」のテーマで講話を 
聞き、各班別の討議方式をとり、各地域の現状等の発表も行われた。 
 １１日早朝法堂にて、朝のおつとめ・坐禅で緊張感の中にも清涼感を味わう体験をし、法皇様 
法要では、僧侶皆様の読経の中厳粛に勤められる会式に参加者は神妙な面もちで参拝させて頂 
きました。 
 
事務局長より、遠諱団体参拝法要日程及び式次第の説明があり、１８・１９・２０年の各教区 
で行う遠諱法要には、地方色をもって執行するようにとの事です。 

塔頭寺院拝観は「霊雲院」にて住職の説明で、寺院の来歴と後奈良天皇の「御幸の間」の書院 
造りの貴重な重要文化財を、皆感動し拝観させて頂きました。 
２１年開山様６５０年ご遠諱にあたり、生きている本分はなにか？ 池上布教師より、詩人 

杉山平一さんの詩が紹介された。 

  

              「生」 
ものをとりに部屋に入って  何をとりにきたかと忘れて  もどることがある 

もどる途中でハタと  思い出すことがあるが  そのときはすばらしい 

身体がさきにこの世へ出てきてしまったのである 

その用事は何であったのか  いつの日か思い当たるときのある人は幸福である 

   思い出せぬママ  僕はすごすごあの世へもどる 

 
２日間多くの行事が設定され、時間に追われ慌ただしさもありましたが色々な体験の出来た有 
意義な研修会でした。 
 

◎ 禅文化研究会 研修会             禅文化研究会 幹事 
去る、11 月 16 日名古屋都市センターにて 花園大学教授 竹貫元勝先生をお招きし「應燈関 

の流れ」と題して研修会を開催した。 宗教的な諸問題として、新しい宗教ができ求める人が 

る。しかし既成宗教には現代人が求めているものが無い。 仏教は日本の思想の根本となって 

いる（聖徳太子以来）。 應燈関を考えることは、現在の臨済宗（臨済宗 黄檗宗）を考える 

ことである。 大應国師の法嗣には五山派（一宮・妙興寺開山滅宗宗興、岐阜県岩村・大円寺 

開山 峰翁祖一、鵜沼・大安寺開山、建仁寺・天潤庵開山、南禅寺・正眼庵開山）と山憐派（大 

徳寺開山・宗峰妙超）の二派の弟子を輩出した。  

 

山憐派の大燈国師（宗峰妙超）は 師より聖胎長養 20 年（悟後の修行）と言われ 直ぐに世 

に出る事無く、高台寺・雲居庵に住み 五条橋付近ですごした。 関山（無相大師）は大燈国 

師の法嗣。 「無相大師の遺戒」に「應燈二祖の深恩」とあり、應燈関の禅は修行専一の禅と 

いえる、と講演をされた。 また、雛僧教育、子女教育、葬儀における禅の考えと生死観、現 

代の仏教会についても話された。 
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◎ 第 50 回花園地方大会 無事円成           第 2 ブロック長 
 （平成 17年 11月 24日）平成 17年の花園地方大会は、第 2ブロックが担当して行いました。 
場所は、江南市民文化会館の小ホール（427席）。午後 1時から参加者全員でご詠歌 2曲を自 
席で行い、同 30分から犬山瑞泉寺玄々庵老大師を導師に、本山からは、花園会本部長一色師 
のご出席のもと、折りたたみの椅子までも動員して、超満員の中、森花園会会長のあいさつに 
より開会されました。 
記念講演には、辻イト子氏による「40半ばからの第二の青春は畑違いの芸能界」と題して、 
大会のテーマ「どう活かす わたしのいのち」に応えていただきました。午後 4時 15分散会。 
皆様のご協力に対して感謝申し上げます。 
 
申込者数 一部 5名、八部 79名、九部 155名、十部 310名、十一部 14名  合計 563名 

 
 
＜お願い お知らせ＞ 

 
◎ 第 3 回教区寺院セミナー 参加申し込みのお願い 
来る、平成 18年 2月 22・23日 第 3回教区寺院セミナーが開催されます。（案内済み） 
国立駿河療養所―伊豆長岡泊―龍澤寺―松蔭寺 一泊二日現地視察研修 

 
参加締め切りは 12月 31日 宗務支所へ参加費 18，000円と参加申込書を添えて申し込み 
下さい。 定員になり次第締め切らせていただきます。 早めにお願いいたします。 

 
◎ 各部・寺院セミナー運営委員の改選、選出のお願い 
各部の寺院セミナー運営委員が来春 3月で 2年間の任期が修了いたします。 各部にて次期 
運営委員をご推薦下さい。 平成 18年 4月より 2年間。 再任は妨げません。 

希望要綱「運営委員として意識を持って働いていただける方」 
追伸：各部、平成 18年 1月 20日までに、宗務所へ報告をお願い致します。 
 

◎ 第４１回本山寺庭婦人研修会 
平成 18 年 3 月 1～3 日の 2泊 3日で、参加費 12、000 円。本山での研修会受講は義務制であり 

ます。寺庭婦人で未履修の方は是非受講下さい。 

履修希望者は、1月末日までに宗務所へお申し込みください。 

  
※ 過去に仏教講座を履修された方でも、未履修の方は履修義務があります。 
 ※ 本派寺庭婦人台帳未登録の方は、登録を済まされますようご指導下さい。 

 
◎ 春季定期巡教 開教希望の取りまとめ 
平成 18 年 春季定期巡教に開教頂きたく１月２０日までには 各部取りまとめご連絡下さい。 

開教希望寺院は、開教日・時間を申し出で下さい。同じ日に希望が集まれば調整しますが、そ 

れでもダメなら 教区布教師会より派遣いただけます。 

本年の教区報に掲載の日時(例年ほぼ同じ開教です）を参考に計画下さい。 

  開教寺院には開教助成金１万円が助成されます。 
  
◎ 18年度 支所長会・花園会部会長会は、４月２１日〔金〕です。 


