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宗 務 所 便 り 
                                         2006 年 5 月 1 日発信    №．22 
 

                                         愛知西教区宗務所長 武山廣道 九拝 
謹啓上 早くも新緑の候となりました。 

最近「格差社会」という言葉をよく聞くが当方の社会もそうであろうか！我々の活きる世界を

より良くしてゆく為に宗議会があり内局がある訳である。どんな些細なことでも意見を出してゆ

くことが良い方向に変化してゆくと思われる。30 日には内局が出向されます。 

「変わるはずがない」「言っても無駄だ」と思わず、陰で批判のみしているだけでは何も変わり

ません。各部・各会よりご意見、提案などお寄せ下さい。本派のため、しいては貴寺院の未来の

ために・・・ 

                                        頓 首 
 
4月の報告 
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 

5日     教区役員会                   於、宗務所 

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     禅文化研究会・研修会              於、ナディアパーク 

14日     教区報編集会議                 於、宗務所 

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 

 
5月の予定 
 6日     名古屋・徳源寺先住忌              於、徳源寺 

 9日～10日  人権擁護推進合同研究会             於、本山 

15日～30日  臨黄合同高等布教講習会             於、本山、霊雲院 

18日     寺院セミナー準備会               於、宗務所 

25日     愛知西連合会 発展拡充講習会          於、江南市民文化会館 

26日     愛知西連合会 奉詠大会                  〃 

27日     14部 大仙寺落慶法要              於、大仙寺 

30日     第1回教区寺院セミナー              於、名古屋都市センター 

30日     宗議会議員選挙宣示発布             於、妙心寺派  

 

＜報 告＞ 

 
◎ 愛知同宗連総会の報告 ２００６年度（平成１８年度） 

教区人権擁護推進員 徳授寺 澤田慈明 



 今年度より教区人権擁護推進員を拝命しました。 

  先般、愛知同宗連の総会に出席いたしましたので、ここにご報告をいたします。 

 尚、出席者は円光寺・山田英隆師、徳授寺・澤田慈明です。 

日時 ４月３日（月） 午後２時３０分～  

場所 浄土真宗本願寺派 東海教区教務所 

議題 第１号議案 ２００５年度「愛知同宗連」事業報告に関する件 

    第２号議案 ２００５年度「愛知同宗連」会計収支決算に関する件 

    第３号議案 ２００６～２００７年度（平成１８～１９年度）役員選出に関する件 

    第４号議案 ２００６年度「愛知同宗連」事業計画（案）に関する件 

    第５号議案 ２００６年度「愛知同宗連」会計収支予算（案）に関する件 

今後各部の人権擁護推進委員の皆様には、各種研修会等出席のご依頼を申し上げますのでご協 

力お願いします。尚、今年度の議長教団は、浄土真宗本願寺派。副議長教団は、曹洞宗である 

事を申し添えます。 

  

◎ 恒例法要・遷化住職追悼法要             13部 圓光寺 山田英隆 
 去る 4月 10 日、本山恒例法要・遷化住職追悼法要に参加するため上山いたしました。 

午前 11 時より法堂にて、本山涅槃堂に永代祠堂を納められた方、平成 17 年度に遷化された僧

侶の方、逝去された寺族の方と本山団参にみえた方の合同法要が営まれました。 4 月 1 日よ

り第 32 代管長に就任されました、雪香室(東海大光)老大師に導師をいただき、般若心経、消

災咒、本尊・開山・開基回向。大悲咒、遷化住職(法階順)・逝去寺族回向。施餓鬼、世尊偈、

恒例法要回向。延命十句観音経、団参諷経。四弘誓願にて終了。 引き続き、管長猊下よりご

挨拶、開山 650 年遠諱法要と開山大師のお言葉「請務其本・葉を摘み枝を尋ぬるな」のお話。 

引き続き、常任布教・足立宜了師の法話。平成 21 年・遠諱団参について「請務其本」「随所作

主 立處皆眞」「本有円成仏」のお話と、「供養」についてのお話をされた。 微笑殿に移動し

て「阿じろ」の精進料理をいただき、本山を下山いたしました。  

 
◎ 教区寺院セミナー運営委員会 
平成 18・19 年度運営委員名簿 

部 台番 寺院名 氏 名 部 台番 寺院名 氏 名 
1部 1554 政秀寺 佐藤 祖嶽 8部 1635 常福寺 松本 寛山

2部 1572 泰雲寺 龍山 正純 9部 1649 臨渓院 宮川 明山

3部 1584 総見院 戸崎 祥之 10部 1672 東漸寺 長谷川實弘

4部 1597 利海寺 池田 豊隆 11部 1705 寶光寺 六鹿 正紀

5部 1598 定光寺 宮田 全裕 12部 1729 大日寺 山田 宗興

6部 1610 龍降寺 浅野 義弘 13部 1761 安楽寺 丸山 慈樹

7部 1628 東禅寺 塚本 雄高 14部 1770 大興寺 一色 亮範

 

 

◎ 教区花園部会長会、支所長会 
 去る 4月 21 日午前 10 時より名古屋市中区金山の「名古屋都市センター」にて花園部会長会、 

支所長会が行なわれました。 名古屋市博物館員より「妙心寺展にともなう所蔵品調査の依頼」

のお願い。花園会本部長より「花園会本部女性部大会」のお願い。 

 議事に入り①「17 年度花園会 事業報告」②「17 年度花園会 収入支出決算報告」③「会計

監査報告」④「18 年度花園会 事業計画」⑤「花園会 収入支出予算書」⑥その他。 

午後 1時より、支所長会。①「17 年度教区 事業報告」②「17 年度教区 収入支出決算報告」

③「会計監査報告」④「18 年度教区 事業計画」⑤「教区 収入支出予算書」⑥その他。 

※ 詳細な内容は、後日「議事録」を支所に送ります。 
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◎ 研修会「他宗派から学ぶ」シリーズ 3」の報告 
去る 4月 11 日、ナディアパークに於て白鳥山 法持寺（曹洞宗・熱田区白鳥）住職・愛知学院 
大学教授 川口高風師のお話を伺いました。曹洞宗の発展、教義等、臨済宗との違いを再確認 
し、師の歯に衣せぬ話に魅入りました。教学と大衆教化の二面性を如何に具現して行くのか 
本派寺院のあり方をも再考させられる良い講義でした。 
 

◎ 平成 18 年度 教化主事会 
 去る 4月 25 日～26 日、本山に於いて「平成 18 年度 教化主事会」が開催された。14 時に 

全員にて「微笑塔拝塔」諷経、焼香。 微妙殿にて「開会式」。導師に管長猊下をお招きして 

本尊・開山・開基諷経。 管長猊下お言葉、宗務総長挨拶、花園会本部長挨拶、四弘誓願、総 

茶礼、記念撮影。 会場を宗務本所議場に移して、協議 花園会本部〔1〕①遠諱法要につい 

て②本派におけるボランティア活動の組織作り。質疑応答。ビデオ試写(遠諱記念・宗務本所 

作)。翌日、午前 8時 30 分より、総務部長講演「本派の現状」。教学部長講演「人権擁護推進

について」。 教化主事会総会。 協議 教学部〔2〕住職研修会の実施について、Ⅰ、本山、 

教区住職研修会の充実を図るために。 Ⅱ、巡回住職研修会について。 〔3〕その他 

閉会式の後、斎座終わって分散。 

  

＜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、支所へ配布いたしました。 
誌面に対するご意見お寄せ下さい。今後の参考にさせて頂きます。 
※ 訂正のお詫び 
 P3  「禅寺一日入門」開催日・開催地の訂正 
    9月 2日(土)～3日(日) 犬山・瑞泉寺にて 
 P3   平成 18年度 花園会本部 行事予定 
    「6月 25・25日 花園会青壮年部研修会」講師の変更 
    講師・星野仙一氏 → 衣笠祥雄氏  
    

◎ 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、衣笠祥雄氏  
・講談師 一龍齋貞花師匠です。参加を推進下さい。日帰り参加も可。 
参加者には助成金を出します。 

 
◎ 18 年度 第 1 回教区寺院セミナー 
 ５月３0日(火) 金山 都市センター14F 第 1・2会議室にて開催。ご参加下さい。 
 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) 
 その他現内局に対する希望・意見など 
 事前に質問事項を各部宗務支所で取りまとめて報告下さい。 
 
◎ 法式研修会のご案内 
来る 6月初旬(未定) ｢引導法語について｣研修します。ご参加下さい。 
期 日 6月初旬(未定) 午後 5時～7時 
会 場 白林寺本堂  名古屋市中区栄三丁目２５―１８ 
講 師 京都本山塔頭 雑華院住職 渋谷厚保老師 
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参加費 3,000円 
主 催 禅文化研究会  info@zenbunka.com  
  
◎ 法話研修会のご案内 
法話の研修会が下記の通り松原哲明師を招き行われます。法事・法要の際の法話の実演、なら

びに資料紹介など日常実践できる法話力を身につける研修です。ご参加下さい。 
 

7月３日（月・１日目） 於、白林寺本堂 
   午後１時             受   付 
   午後１時３０分～午後２時３０分  実 演 １ 
     岐阜西教区 蓮華寺  羽賀浩規師   長時間の法話の実演 
   午後２時３０分～午後３時４０分  実 演 ２ 
     参加メンバー数人が、８～１０分の短い法話の実演 
   午後３時４０分～午後４時４０分  講 義 
     講 師   松原哲明師 
                          

7月 4日（火・2日目） 於、名古屋観光ホテル 
   午前８時３０分  受付 
   午前９時～午前１１時３０分  講 義 
     講 師   松原哲明師   蘇東坡・島崎藤村の資料-読み下し、解説 
                   
  参加費   一日目 1,000円 、二日目 2,500円 、両日とも 3,500円 

 参加申込 6月 20日までに青年僧の会各部連絡委員まで 
     又は、メールアドレス zeyuzeyu@yahoo.co.jpへ 
 
◎ 花園会員名簿 
花園会員に異動があった場合（住所変更・世帯主変更）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。 

 
※（注）4 宗務所長、宗務所の捺印は一ヶ寺一ヶ所で結構です。 は 
     「宗務支所、宗務所の捺印は」の誤りです。 
 「一ヶ寺一ヶ所」とは、名簿を 2枚以上提出される場合は、最初の一ヶ所に捺印すれば 
良い、2枚目以降は不必要という意味です。 

   
 
  
 

 
   妙心寺開山無相大師六百五十年遠諱大法会 

遠諱テーマ 
『どう活かす わたしのいのち』 

 
 


