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宗 務 所 便 り 
                                        2005 年 4 月 1 日発信     №．9 
 

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

謹啓上 桜も漸くほころびはじめ 待ちに待った春がやってきました。 

さて｢愛、地球博｣もはじまり、アイチは何かとにぎやかとなってまいりました。 地球環境の 
いちじるしい変化は、我々の日常生活をおびやかし突然襲ってまいります。気候の変化がそれを 
物語っております。我々にできることから少しでも実行し、地球の環境について考えていかねば 
なりません。子孫に美しい地球を残したい。エコライフの具体適方途がいくつもありますが出来

ることから、皆が少しづつ実行してゆきたいものです。贅沢な生活に慣れてしまった日本人に禅

の教えを広布し、こころやものの大切さを後姿で見せてゆきたいものです。 
                                        頓 首 

 
3月の報告 
 
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 

 23日     詩偈研究会                  於、徳源寺 

24日     青年僧の会総会               於、名古屋「かめい」 

28日～30日  花園会少年少女研修会            於、本山 

 

 

4月の予定 
 

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・会計監査会          於、宗務所 

 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     パソコン研修会               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 
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＜報 告＞ 
 

◎ 梵唄講師養成講習会 報告書 
  第二回本派梵唄講師養成講習会が、去る二月十六日～十八日に、二泊三日の日程で本山妙心  
 寺において開催されました。 前回の講習会から数えて凡そ八ヶ月のブランクが空いたことも 
あり梵唄講師の先生方の要求に果たして応えられるだろうか？ といった不安を抱えての参 
加でしたが、いざ班別実習で実際に声を出してみると、参加者全員が第一回の実習時に比べて 
上達しており、練習の流れもスムーズで、自らの課題に集中して向き合う事が出来ました。 
一日のスケジュールをこなして部屋に戻った後も、体中で感得した本山の聲明梵唄を忘れま 

 いと東司の中で節を口ずさんだり、あるいは解定後にテープを聴いたりと、積極的に取り組む 
 事が出来た三日間でした。 
 これからも“日進月歩”を絶えず心に念じつつ精進していきたいと思っています。 
 
◎ 第 4 回教区寺院セミナー報告             寺院セミナー運営委員 
第四回寺院セミナーは、「宗教法人実務の基本」をテーマに３月５日土曜日、中小企業セン  
ターに於いて初の夜間講座が開講された。「昼間の講座ではなかなか参加できない」と言う 
声にようやく開講が実現、次の二講座が開催された。  
  
講座１、「宗教法人法、備え付け書類・提出書類」愛知県県民生活部文化学事課主査横山浩久 
氏宗教法人法による寺院として、備え付けなくてはならない書類、また提出しなければならな 
い文書について説明を受けた。 文化庁発行の「宗教法人運営のガイドブック」は、宗教法人 
運営に関する疑問点が生じた場合、第一にこれに当たることが大変有効であると解説された。 
さらに、解決が難しい場合は、電話による相談にも応じるとのことである。 ガイドブックに 
は「宗教法人事務主管課一覧」として全国の窓口が掲載されているが、因みにわれわれ愛知県 
の場合は以下の住所へ問い合わせを。 
  〒460-8501 名古屋市中区３－１－２ 県民生活部文化学事課 大学・宗教法人グループ 
                     電話 052(754)6185 
 
 講座２、「妙心寺派宗制と寺院規則」愛知西教区宗議会議員 宮川禅磨師 
臨済宗妙心寺派宗制の改訂事項の説明がなされた。 宗制の改訂項目とページ数を列記すると、 
以下の通りである。法要規程（p253）、寺班規程（p256）、僧侶規程（p263）、住職規程（p267）、 
法階規程（p283）、籍次規程（p291）、法類規程（p301）、寺族及び寺庭婦人規程（p306）、檀 
徒及び信徒規程（p309）、住職研修会規程（p352）、花園会規程（p405）、相談室規程（p473） 
最後に、「妙心寺派宗制は常に現代の現状をみてニーズに合うよう議会で改正されていく。 
より機能する宗制にするには皆さん一人ひとりの声が大切」と話された。宗制の変更及び訂正 
の詳細については、その一覧が支所長より配布されるとの事である。 
 今回の二講座で説明された「宗教法人法」「妙心寺派宗制」は、いうまでもなく寺院が現在の 
社会状況に適応するために不可欠な典拠なので、十分に知悉しておかねばならないことを改め 
て確認させられた。 
 

◎ 定期宗務所長会 
  来る 3月 8日～10 日まで定期宗務所長会議が開催された。8日は全員協議会、9日は微笑塔 
拝塔,総茶礼、涅槃堂視察後 議場に於て諮問事項、連絡事項など各協議。10 日は、花園会 

会長との合同会議を行った。報告事項は別紙にて。 

花園会会長会での要望・協議事項が教区の宗務所長・教化主事に聞いてもらえない。意思が 
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通じ無いなど花園会側からのご意見から今回の合同会議が実現した。花園会活動が寺院側から 

のみの押し付けであってはならない。花園会会員と協同での活動となるよう共に考え共に活動 

してこそ花園会と言える。花園会会員の信頼を得て連携を密にして行きたいものです。 

 

◎ 宗務所長・花園会会長合同会議に出席して    花園会長 森  宏之 
満開の梅の木々に飛び交う小鳥が春の到来を告げる、暖かい３月９・１０日宗務所長花園会 
長合同会議が開催され出席致しました。 
平成２１年開山様の６５０年遠諱にあたり、所長様との意見の疎通と花園会の活発な運営を目 
的とした、初めての合同会議となりました。 
細川宗務所長より「この合同会議は、意義のある会議である、遠諱に向け開山様の心を社会に 
アッピール出来るかどうかにかかっており、地方大会を活気ある予修法要とし、心を広める遠 
諱として欲しい」と挨拶があり、総務・花園本部長からも「宗務、会長が共に立場を理解し、 
共通認識をもって地域社会にどのように教えを広めるか、各教区の特色をもって地方大会を実 

行するように」との指示がありました。 

 

地方大会（遠諱予修法要）の議題に入り、平成１８・１９・２０年に開催される地方大会の内、 

一度は予修法要とし、管長猊下をお迎えするため、１７年１０月迄に各教区は実施の予定日を 

報告する、その補助金として通年地方大会と同額の補助金と３０万円（均等補助）を準備する 

内容が示され、遠諱予修法要の大会次第のひな形の説明と、この遠諱を機会に一般地域社会の 

多くの方々の来場を促すための企画が参考例として挙げられた。 

 

「もったいない」「おかげさま」が死語になっている、現代社会に簡素な生活に徹せられた、 

開山様の教えを広め、生かす事が今度の遠諱の最大のテーマと受け止めます。 

２１年遠諱に向け、本山ではポスターの作成、京都博物館の妙心寺展等準備が進められており 

ます。「６５０年遠諱を機に花園会活動が何故必要なのか、宗教が幸福に不可欠である意識の 

向上の為にも、各教区の部の活動が宗務、本山の発展となり存在ある花園会となる、寺院活動 

の好機とするよう」 細川宗務総長の結びの言葉に一同大拍手で応え、遠諱を務める使命と、 

意義を認識した会議となりました。 

 

花園会会長会では、３月３１日任期満了に伴う、役員の改選により、会長高橋金兵衛氏と副会 

長２名の留任を全員一致で可決し、新年度役員が決定しました。 

遠諱予修法要を務めるにあたっては、教区寺院、住職、花園会員の共同参画による、地方大会 

にすることが、地域へのアッピールと教区の結束と発展に繋がる機縁になることと思います。   

   

◎  愛知同宗連役員会 
去る 3月 10 日 立正佼成会・名古屋教会にて 愛知同宗連役員会が開催された。 

報告事項  ①2 月 16 日 人権を考える企業者の集い 

      ②2 月 22 日 第 17 回「愛知同宗連」講演会 

協議事項  ①平成 17 年度 「愛知同宗連」総会について 

      ②役員会 日程について 

今後の予定 ①4月 9 日 愛知部落解放同盟愛知県連合会 「現地で学ぶ人権講座」 

             甚目寺町 円周寺にて（ハンセン病に関して） 

      ②4 月 12 日 第 25 回「同宗連」総会 世界救世教（熱海） 

      ③4 月 18 日 愛知部落解放・人権研究会 総会・記念講演（名古屋市中文化センター） 

  ビデオ研修 

     狭山事件に関してのビデオ学習（2月 13 日放送 ザ・スクープより） 
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◎ 春定期巡教の報告 
  以下のとおり無事巡教がなされました。 

    白鳥天海 師             中西東峰 師 

月 日 部 寺院名 行事 月 日  部 寺院名 行事 

3／17 1 宝林寺 彼岸会 3／18 9 福昌寺 彼岸会 

  17 9 光陽寺 彼岸会   19 10 永正寺 観音仏名会 

  18 1 禅隆寺 彼岸会  19 10 文永寺 彼岸会 

  18 1 海福寺 彼岸会   20 6 瑞雲寺 彼岸会 

  19 14 種徳寺 彼岸会   20 10 覚王寺 彼岸会 

 19 6 桂林寺 彼岸会   21 11 福昌寺 町内会先祖供養 

 20 4 太清寺 彼岸会  22 11 浄慶寺 祠堂供養 

 20 6 林昌寺 彼岸会  23 11 真光寺 彼岸会 

 21 10 妙徳寺 彼岸会  24 9 瑞泉寺 月授戒会 

  22  法岑寺 彼岸会   25 13 圓光寺 佛教講座 

  22 4 永弘院 彼岸会  26 11 東林寺 彼岸会 

 23 1 総見寺 彼岸会  28 10 大善寺 檀信徒総会 

  23 2 大法寺 彼岸会  29 3 徳岩寺 花園婦人部総会 

 24 11 長昌院  春永代供養 

 

 

 

 

 

 

 30 8 観音寺 彼岸会 

     

教区布教師会派遣  

3／19 １部 善昌寺 彼岸会 

3／ 1 １部 白林寺 大般若会 

開教 ありがとうございました。 

※ 各開教寺院様には定期巡教報告、支所長様にも定期巡教報告の提出をお願いいたします。 

  

◎ 青年僧の会総会 
１６年度総会を３月２４日（木）懇親会も兼ねて、所長、教化主事、宗議会議員４名の方々、 
３９名の会員と共に名古屋は中区、『丸の内 かめい』にて行いました。 

  16年度は、８月の禅寺一日入門。１２月は餅つき会と托鉢にとどまり、思った程の活動も出 
 来ず仕舞いでした。 ご指摘のとおりに 17年度会活動を活性化させられるよう役員一同つと 
めていきたいと存じます。 

 
 

＜お願い お知らせ＞ 

 
◎ 教区花園会部会長・支所長会 
来る 4月 14日(木)午前 10時より名古屋市中区金山の名古屋都市センター（金山南ビル）にて 
 教区花園部会長会を開催いたします。 午後から支所長会を開催いたしますので、ご案内をい 
たしました花園部会長、支所長、各会の代表の皆様にはご出席下さいますようにお願いいたし 
ます。 已む無き理由にて欠席の方は、必ず委任状を宗務所へ送付下さい。 
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◎ 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→名古屋着 ）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。各部より 2名の参加を義務づけます。 
花園会発展のため｢報恩謝徳｣｢仏法興隆｣のこころを少しでも多くの方に参加いただくことに 
よって信心の培養に役立つことと存じます。定員 40名。 締め切りは 4月 20日。 

  老若男女を問いません。 
   

各部より 2名の参加者を推進下さい。 
 
◎ 義援金のお願い 
「スマトラ島沖地震・同津波義援金募金について」のお願いが来ていました。その後同地区で 

は、大きな余震にみまわれ多くの死者が出ているようです。既に、支所長様を通じて各寺院に 

お願いが配布された事と思います。ご趣旨をお汲みいただき、ご協力を戴けましたら幸いで 

ございます。よろしくお願いいたします。 

  
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   

 
◎ パソコン研修会               禅文化研究会主催 
 来る 4月 21 日(木)午後 3時より白林寺に於て、青年僧の会の協賛により実施されます。 
「過去帳＋出納帳」寺院ソフトウエア｢沙羅｣(\19,800)の紹介、その後インターネットの検索 

法、当教区ホームページへの書き込み方、WORD・EXCEL の使い方など 参加者の疑問に答えて   

いただきす。当日参加者には紹介のソフト試用版配布します。 尚,女性講師も居りますので 

寺庭さまも遠慮なくご参加下さい。 

  パソコンをうまく利用すると法人の備え付け書類・帳簿など簡単に作ることが出来ます。 

又、法人の管理運営に役立つこと間違いありません。この機会にちょっとのぞいて見ませんか。 
 ご案内いたします。 
 
 
＜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。 


