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宗 務 所 便 り 
                                         2006 年 4 月 1 日発信    №．21 
 

                                         愛知西教区宗務所長 武山廣道 九拝 
謹啓上 時下陽春の候 

 益々ご清栄の事とお慶び申し上げます。 

さて新年度の始まりです。学校を卒業すると無縁な感じですが一般社会では新人が新たな門出を

する頃である。我々も過ぎし一年を反省し又こころ新たな気持ちでこの一年予定をたて精進して

ゆきたいものです。マンネリに浸かっているとどうしても変化を嫌い運動が鈍ってまいります。 

新しい息吹きをあえて取り込んでゆく勇気を持ちたいものです。将来のために・・・   

                                        頓 首 
 
3月の報告 
1日～3日  寺庭婦人研修会                  於、本山 

6日    愛知同宗連役員会                於、立正佼成会 

 7日～9日  定期宗務所長会                 於、本山 

 8日     詩偈研究会                    於、徳源寺 

9日～11日  梵唄講師養成講習会               於、本山 

12日     遠諱団参開始                  於、本山遠諱局 

12日     開山無相大師650年遠諱会中祈祷法要・世界平和祈願 於、本山 

14日    教区報・花園会だより編集会議          於、宗務所 

15日     連合会役員会                  於、江南一之丸 

17日～30日  春期定期巡教                  於、教区内寺院 

21日     春彼岸 中日 （春分の日） 

27日    青年僧の会・総会                於、名古屋・うりずん 

28日～30日 花園会少年少女研修会              於、本山 

31日    尼僧団愛知支部総会               於、一宮・浄慶寺 

31日     管長猊下 退山茶礼               於、本山 

 
4月の予定 
1日     新管長猊下 就任茶礼              於、本山 

3日     愛知同宗連総会                 於、本願寺派名古屋別院 

6日     連合会寺庭婦人講習会              於、江南市民文化会館 

8日     降誕会  

8日～12日  恒例法要                    於、本山 

9日     一宮・妙興寺斉会                於、妙興寺  

10日     恒例法要・遷化住職追悼法要           於、本山 

11日     研修会 禅文化研究会主催            於、デザインセンター 

12日      詩偈研究会                    於、徳源寺 

14日     ブロック長会 監査会              於、宗務所 

14日     教区寺院セミナー運営委員会           於、宗務所 

21日     教区花園部会長会、支所長会           於、名古屋都市センター 

25日～26日  教化主事会                   於、本山 

27日～29日  10部 妙徳寺授戒会               於、妙徳寺 
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＜報 告＞ 
 

◎ 第 18 回 愛知同宗連「講演会」 
 去る 2月 23 日 名古屋市中村文化小劇場にて、第 18 回愛知同宗連「講演会」が開催され 

 各部人権擁護推進委員が参加をした。 参加者総数 303 名。 

  同宗連議長の挨拶、来賓の紹介と挨拶、に続きビデオ学習「見えない手錠をはずして」 

 -狭山事件 42 年目のしんそう- 引き続き、講師:フリーライター鎌田 慧氏「狭山事件を通 

 して考える人権」と題して講演がなされた。 

  

◎ 愛知同宗連役員会 
去る3月6日、立正佼成会中部教区にて「愛知同宗連役員会」が行われた。 

 〔1〕報告事項 

   ① 愛知部落解放・人権研究会 第3回研究会  1月30日 

    於、中文化センター 講師:伊藤卓夫氏 テーマ「津島の被差別部落 その2 」 

   ② 人権を考える企業者の集い   2月14日 

    於、栄・電気文化会館 講師:林 恒幸氏 テーマ「企業の社会的責任」 

    映画:「マイ・プロジェクト」及びパネル展示 

   ③ 第18回「愛知同宗連」講演会   2月23日 

    於、中村文化小劇場  講師:鎌田 慧氏 テーマ「狭山事件を通して考える人権」 

      アピール:石川一雄氏 

      ビデオ学習「見えない手錠をはずしてー狭山事件42年目の真相」 

 〔2〕協議事項 

   ① 2006年「愛知同宗連」総会  4月3日 

    於、浄土真宗本願寺派 名古屋別院 

 〔3〕今後の予定 その他 

   ① 愛知部落解放・人権研究会 第4回研究会  3月13日 

    於、中文化センター 講師:岩崎建弥氏  テーマ「メディア報道、公平、公正とは」 

    ② 韓国に学ぶ人権スタディツアー報告会 

    於、愛知中小企業センター 

    ③ 第 26 回「同宗連」総会 

    於、京都・浄土真宗本願寺派 聞法会館 

  

◎ 青年僧の会総会の報告  
 去る 3月 27 日、名古屋市名駅 3丁目「うりんず」にて、青年僧の会総会が行われた。 

 会長の挨拶、宮川宗議会議員挨拶、教化主事挨拶の後協議がおこなわれた。 

  平成 17 年度事業報告、会計報告、18 年度 新役員選出並びに承認、今年度退会会員記念品

の贈呈 その他。 

  新会長には 5 部定光寺副住職 宮田全裕氏に決定した。   
 
＜お願い お知らせ＞ 
 

◎ 教区花園会たより「おかげさま」配布のお願い 
4月 1日発行 教区花園会たより「おかげさま」が出来上がり、支所へ配布をいたします。 
登録花園会員数の 2倍、32,000部印刷。 各支所には登録会員数の 2倍を配布いたします。 
部内で調整していただき、各寺院に「花園会員に必ず配付をするように」指導をお願いいたし
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ます。 余りましたら、宗務所に返却していただき、不足の部に配付いたします。 
 
各部内の花園会員数は以下の如く。 

部 花園会員数  ・配付数 部 花園会員数  ・配付数 
1部 1398×2＋α  2820 8部  1150×2＋α  2315 
2部 308×2＋α   630 9部  1812×2＋α  3635 
3部  658×2＋α  1330 10部 3089×2＋α  6190 
4部  606×2＋α  1230 11部   917×2＋α  1845 
5部 1294×2＋α  2600 12部  262×2＋α   540 
6部 1138×2＋α  2290 13部   512×2＋α  1035 
7部 1190×2＋α  2395 14部  1291×2＋α  2600 

    残部は、他教区等に配付いたします。 
 

◎ 定期巡教報告のお願い 
去る、3月 17日から 30日まで、教区内各寺院にて定期巡教が開催されました。 開教寺院  
様には、開教報告書を提出して下さい。 
 用紙は 支所長様より受け取り、宗務所に直接提出して下さい。後日、開教助成金を 
お渡しいたします。 

 
◎ 18 年度 第 1 回教区寺院セミナー 
 今回は、巡回住職研修会とし宗務総長・法務部長・花園会本部長が出向予定です。 
 ５月３0日(火) 金山 都市センター14F 第 1・2会議室にて 
 主題は、①後継者育成について ②遠諱無事圓成(遠諱団参の推進) 
 事前に質問事項を各部宗務支所で取りまとめて下さい。 
 
◎ 平成１８年度 独居住職・寺族の現状報告書の提出 
独居住職・寺族の平成 18年 4月 1日現在で満 75歳（昭和 6年 4月 1日迄に誕生）以上の方。
及び満 70歳（昭和 11年 4月 1日迄に誕生）以上で入院加療中の方。が見舞金交付対象者で
す。該当者の報告をお願いいたします。 
尚、該当者ではないがお気の毒な生活を強いられているような寺院がありましたら報告下さい。 
  
◎ 寺院後継者相談所 
寺の跡継ぎで困っている。紹介して欲しい。僧籍のある者をどこかのお寺に世話して欲し 
い。・・・など寺院後継者を仲介する相談所が宗務本所内にあります。 
「後継者を求めている寺院」及び特に「後継者(住職）になりたい方」の要望を結実するよう 
に開設されています。気軽にご相談ください。 
尚、登録申請書は事務局に一報すれば送付いただけます。    TEL 075-463-3121 

 
◎ 前堂職法階取得 ( 18 年度 ) 
 前堂職を取得するには履修願を出して、本山に於て法階取得研修会に参加しなければならない。 

 ①6 月 13 日（水）～15 日（金）  提出期限  5 月 12 日までに教学部必着 

②9月 26 日（火）～28 日（木）  提出期限  8 月 25 日までに教学部必着 

③2月 2 日 (金）～15 日（日）  提出期限 12 月 21 日までに教学部必着 

各回とも先着３０名が定員ですので、早めに請願下さい。履修後その修了証を受ける。 

垂示式を行うにあたり、宿院と約２ヶ月前には日程などの相談のうえ、署名捺印をもらう。 
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塔主職を請願するには前堂職取得後、１年以上経過しなければ請願できません。 

また、教区主催の住職研修会の修了証が必要です。 

 

塔主職以上の法階取得には履歴書添付の証明書（写し）は不要です。 

 

責任役員の人数・氏名など不明な場合は、総務部へ直接お問い合わせ下さい。 

 

進達書類における署名印には三文判はお控え下さい。  
 
◎ 花園会員名簿 
花園会員に異動があった場合には新規・変更・脱会を記して、新しく提出下さい。 
同様の書式であればパソコンでの作成でも結構です。２枚提出下さい。 
 
◎ 新亡供養会 
 ６月２８日(水)本山において新亡供養会が厳修されます。４月末日までに申込み下さい。 
 
◎ 遠諱団参のすすめ 
 平成２１年１２月１２日開山無相大師６５０年遠諱までに１度は妙心寺へお参りいたしま 
しょう。各寺院単位での団参は大変でしょうから部単位で企画されては如何でしょう。 
檀信徒への働きかけが皆無の所があります。この機会に年に１度ぐらい団体参拝を企画して 
みてください。  
 奉仕団参は、５部・６部・７部花園会が担当です。 
 
◎ 花園会青壮年部研修会 
 来る６月２４(土)～２５日(日)、本山において研修会が行われます。 講師は、元中日監督  
星野仙一氏・講談師 一龍齋貞花師匠です。参加を推進下さい。参加者には助成金を出します。 
 
◎ 写経のすすめ 
写経やってます。檀信徒・花園会員に写経の機会を作ってあげてください。写経用紙は、花園

会本部まで申し込みください。宗務所にも若干ありますので申し出下さい。 
 

◎ 各種研修会に助成 
各部花園会開催の研修会には本部より 3 万円の助成が出ます。工夫してどんどん有効利用し
開催して下さい。 

 
◎ 研修会「他宗派から学ぶ」シリーズ 3」の案内 
今回は曹洞宗のお話を伺います。曹洞宗の発展、教義等、臨済宗との違いを再確認してみま 
しょう。曹洞宗についてご質問等あれば、あらかじめお知らせください。 
           記 
テーマ：『曹洞宗から学ぶ 』 
日 時：平成 18年 4月 11日（火）午後 5時 30分から 7時 30分まで 
会 場：ナディアパーク 6Ｆ セミナールーム 1  名古屋市中区栄三丁目 18－1    
会 費：3,000円 
講 師：白鳥山 法持寺（曹洞宗・熱田区白鳥）住職・愛知学院大学教授 川口 高風 師 
企画・主催：禅文化研究会  申込先：禅文化研究会 企画室 


