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宗 務 所 便 り 
                                        2005 年 3 月 1 日発信     №．8 
 

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

 
謹啓上 空気はまだまだ冷たいようですが日差しは春を感ずる昨今です。 

 ここ数年来殺人事件が多く世の中を騒がせています。それも身近なところで頻繁に起きるとい 

う世相となってまいりました。どうして人間が人間を殺してしまうのでしょうか。 

かけがいのない「いのちの重み」を自覚し、おかげさまのこころを持つ様に・・・・ 
宗教者として社会に向かって働きかけていかねばなりません。自坊の檀信徒のみを相手に教化す 

るのでなく社会一般の浄化にも貢献してゆきたいものです。 

何ができるか！何をしなければならないか！布教教化により一層の工夫を期待したい。  

                                        頓 首 

 
2月の報告 

1日     10部 大善寺寺庭 丹羽文子様 逝去     
2日～ 4日    住職研修会(法階昇進)             於、本山 

  8日～10日  住職研修会(住職・副住職)                於、本山 

  9日     詩偈研究会                  於、徳源寺 

 14日     教区寺院セミナー準備会議          於、宗務所  

15日     東海地区議員・所長会             於、蒲郡 

 16日～18日  第2回妙心寺派梵唄講師養成講習会       於、本山 

 16日     第3回教区寺院セミナー            於、吹上ホール 

 17日     無相教会愛知西連合会役員会議        於、宗務所 

18日     10部 文永寺先住寺庭 野呂久枝様 逝去    

22日～25日  定期宗議会                  於、本山 

 22日     第17回「愛知同宗連」講演会          於、中村文化小劇場 

 23日     第2回花園部会長会              於、名古屋市民会館 

  28日     無相教会愛知西連合会会議          於、江南市民文化会館 

 

 

3月の予定 
  1日～ 2日  無相教会寺庭婦人講習会           於、本山 
  2日～ 4日  寺庭婦人研修会               於、本山 

  5日      第4回教区寺院セミナー            於、吹上ホール 

  5日      寺院セミナー運営委員会           於、吹上ホール 

  9日          詩偈研究会                  於、徳源寺 

8日～10日   定期宗務所長会               於、本山 

 10日     宗務所長・花園会会長合同会         於、本山 

10日     愛知同宗連役員会              於、立正佼成会 
10日     教区報編集会議               於、宗務所 
 17日～30日  定期巡教                  於、教区内寺院等 

 24日     青年僧の会総会 

28日～30日  花園会少年少女研修会            於、本山 
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＜報 告＞ 
◎ 第 3 回教区寺院セミナー報告          寺院セミナー運営委員 
平成１６年度 第３回教区寺院セミナー テーマ「いのちのケア」 
２月１６日（水）名古屋市中小企業振興会館４階第７会議室に於いて、第３回教区寺院セミナ 
ーが雨降りで足元の悪い中、多勢の方にご参加頂き「いのちのケア」をテーマに次の二講座が 
開催されました。 

 
講座１、「癒し癒されるスピリチュアルケア」真言宗 千光寺住職 大下大圓師 
住職の傍らターミナルケア（終末医療）、もはやキュア（治療）の見込みがなく、死が近い患 
者の精神的・肉体的痛みをとることを目的とする活動を行われている。その実体験から治療者 
の判断で患者に接するのではなく、患者の症状に合わせた接近がもっとも重要であること、 
またターミナルケアに従事できない場合、グリーフケア（遺族の悲しみのケア）が有効である 
ことを述べられた。 
 
 講座２、「現代の僧医をめざして」元佛通寺派管長、帝京大学医学生 対本宗訓老師 
師家であり医学生である対本師は、自然科学（特に医学）と宗教をアウフヘーベン（止揚）し、 
より高次元の段階で統一すること（「僧医」）をめざされる。一般的に「二足の草鞋は履けぬ」 
と考えられがちであるが、僧侶はもともと教育者でありカウンセラーであったことから、僧侶 
が国家資格を取得し、自然科学と宗教を両立（統一）させ、新たな段階に押し上げる必要性を 
提起される。 
今回の二講座は、われわれ僧侶と社会との積極的な接近方法が述べられ、傾聴すべき提言とし 
て非常に刺激的なものであった。 

 
◎ 第 17 回「愛知同宗連」講演会          教区人権擁護推副進員 
去る２月２２日、名古屋市中村文化小劇場にて 愛知同宗連講演会が開催された。 
「ようやく解決の入り口に立った日本のハンセン病問題」がテーマで、 講師に全国ハンセン 
病療養所入所者協議会事務局長神美知宏氏を迎えて行われた。 
まず初めに「ハンセン病 剥奪された人権」という題のビデオ学習が２５分間行われ、その後 
神美知宏氏の講演が９０分行われた。 
 
 神氏は１８歳で自分がハンセン病であることを知り、それからは療養所生活を経て現在に至 
る経緯を語られた。 またハンセン病回復者への偏見・差別の解消の課題について、一昨年の 
熊本における宿泊拒否問題にも代表されるように、根強い偏見・差別は未だに解消しておらず、 
市民の差別意識の解消が容易でないことが強調された。 自らの体験として自分の身内の結婚 
が２回も破談に追い込まれたこと、親族からもいまだに目立った活動をしてくれるなという 
「寝た子を起こすな式」の意見を絶えず浴びせられているという厳しい差別の現実について体 
験を語られた。 
このような差別が温存されてきた一因として自分たちの運動が、目立った運動をやってくれる 
なという寝た子を起こすな式の家族の意向に負け、広く社会に、市民に訴えることを怠ってき 
たことを反省し、今後ハンセン病問題はまだ終わっていないこと、差別・偏見の解消にむけ、 
問題の解決に取り組んでいくことを要望していく考えを示された。 

 

◎ 第 2 回花園会部会長会                教化本部 
 去る 2 月 23 日 名古屋市民会館第 2会議室において、平成 16 年度第 2回花園部会長会が、 

 部会長 6名、女性部会長、教区役員 5名にて開催されました。 

 教区花園会会長・宗務所長の挨拶に続き協議がされました。 以下 
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1.平成 16 年度 花園会中間報告 

2.今後の教区花園会活動について 

3.平成 17 年度花園会予算案について 

4.教区花園会たより「おかげさま」編集について 

5.その他 

  花園会会長の閉会の挨拶にて終了いたしました。 

 

◎ 愛知西連合会会議 
 去る 2 月 28 日江南市民文化会館において無相教会の会議があった。現在 40 支部（うち 7支 

部が休会）、840 名余の会員が登録されています。5月 17.18 日には発展拡充講習会･奉詠大会 

が開催予定、会員は日頃から佛祖のこころを尊び、詠歌和讚を唱誦して信心の培養に努めてお 

られます。 

 毎年恒例の行事ですが御詠歌に関心のある方、支部設立の計画をしておられる方には是非ご参 

 加いただきますようお願いいたします。尚、支所長様は愛知西連合会の部連合会長であります。 

 たとえ部内に連合会支部が無くても部連合会長ですので無相教会の発展・拡充にご協力ご荷担 

 をいただきますようお願いいたします。 

 

＜お願い お知らせ＞ 
  

◎ 第 4 回教区寺院セミナーのご案内          教化本部 
  来る 3 月 5 日(土) 午後 6時より 名古屋市千種区吹上 吹上ホール会議室にて、第 4回 

 「教区寺院セミナー」が開催されます。 テーマは「宗教法人の基本」講師に、愛知県県民生 

活部文化学事課 横山浩久氏 、愛知西教区・宗議会議員 宮川禅磨師に講義をしていただき 

ます。 是非 お誘いあわせてお出かけ下さい。 
 
◎ スマトラ島沖地震・同津波義援金募金について ＮＯ2 
  先の第 2 回花園部会長会の席において、教区花園会会長より「花園会本部を中心に、全国
規模にて 義援金募金活動を進めていますので 愛知西教区も協力していきたい」旨の提案

がございました。 趣旨を受けまして「義援金の趣意書」を支所長様を通じまして、各寺院

にお願いをいたします。 3月は 彼岸会 定期巡教 法話の会 4月の花祭り等と諸行事が
ございます。 会員の皆様 地域の皆様に広く募金の願いをしていただきますようにお願い

申し上げます。 
  また 花園会本部への「振り替え用紙」を配布いたしますのでご利用下さい。 
 
 この度の義援金は 寺院花園会単位にて、「妙心寺派宗務本所 花園会本部 スマトラ沖地震 
義援金係」宛 に送金下さい。  
  郵便振替 01040－9－69300 妙心寺派宗務本所花園会本部 
       (通信欄には スマトラ島沖地震義援金とお書き下さい) 
  現金書留 616－8035 京都市右京区花園妙心寺町 64  
        妙心寺派宗務本所 花園会本部 スマトラ沖地震義援金係 宛   
  
◎ 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 
とバスの準備をいたします。 （ 名古屋発→清大寺→芦原温泉→大安寺→名古屋着 ） 
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参加費は 25，000 円（本部に 20，000 円、昼食 2 回・拝観費用 5，000 円）支所長様を通
じまして、案内状を配布いたしますので募集をお願いいたします。 
定員 40名。 締め切りは 4月 20日。 

  各部より 2~3名の参加を推進お願いします。老若男女を問いません。 
 
◎ 平成 16年度 定期巡教 
 春定期巡教は、3月 17日～24日 白鳥天海師、 3月 18日～30日 中西東峰師にて教区内 
各寺院にて開教されます。 開教寺院は前後の寺院と、開教時間・巡教師の到着時間・宿泊等、 
直接連絡を取って下さい。 又、次の会所まで巡教師様を送り届けて下さい。 開教寺院は、 
開教報告書を提出して下さい。 その他、綿密に調整をお願いいたします。 

 
◎ 花園会少年少女研修会 
来る、3月 28日～30日 本山にて「花園会少年少女研修会」が開催されます。 対象は花園 
会員の児童で小学校 4～6年生の男女。 申し込み締め切りは 3月 15日。  
宗務所へ申しこみ下さい。 会費は 1名につき 1万円（交通費は別です） 

 
◎ 花園会行事及び活動報告書 
 各部における行事及び活動の報告を記載し花園会本部まで提出下さい。補助金が部に入ります。 
 本山団参、開教、部花園大会など部単位で行われている行事･活動を記載して下さい。 
 
◎ 教区報原稿の提出 
 予てより原稿を依頼してありました方々には 早急に提出していただきますようお願いいた 
 します。 

 
◎ 独居住職･寺族に対する見舞金 
 該当者を支所長会総会（4月 14日）までに 調査確認し申告いただきますようお願いいたし 
ます。 

 
◎ 交通費調査 
 支所長会総会に関し交通費を調べております。別紙の葉書に記載のうえご返送下さいます様 
お願いいたします。 
 
 
＜提 起＞ 
 

◎ ブロック制 
 現在教区を、3ブロックに分け花園地方大会など施行しております。第 2.第 3ブロックは、 
各 3部ずつですが、第 1ブロックは 8部で構成されております。 単純に考えても明らかに 
不公平感があると考えられます。 第 1ブロックを 2分割にする。 3部を第 3ブロックに・ 
7部を第 2ブロックに編入するなどご意見があります。 どうしたらよいのか各部内で議論し 
ていただき、支所長会総会（4月 14日）に臨んでいただきますよう問題提起しておきます。 


