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宗 務 所 便 り 
                                         2006 年 7 月 1 日発信    №．24 
 

                                         愛知西教区宗務所長 武山廣道 九拝 
 
謹啓上 たいへん暑い侯となりました。 

教区主催の行事･本山参加の研修会など少なくありませんが何卒ご理解ご協力賜りますようお願

いいたします。一つの事業を開催するには何ヶ月も前から企画段取りしなければなりません。 
陰でたゆまぬ努力をしているものがいて初めて成ってゆきます。皆様方にもお盆行事の支度準備

で慌ただしくなることと存じます。どうかお身体大切にご自愛くださいますよう祈念いたします。 
                                             頓 首 
 
6月の報告 
1日    『愛知西教区報』発行               於、宗務所 

 1日     青年僧の会 総会                於、徳源寺 

 6日     禅文化研究会 研修会              於、白林寺 

 9日     連合会実務者会                 於、犬山名鉄ホテル 

10日     第32代妙心寺派管長 晋山式           於、妙心寺 

12日     宗議会議員立候補立会人届出期日         於、宗務所 

13日～15日  前堂職法階取得研修会              於、本山・教学部 

13日     本山参拝推進本部会議              於、本山・花園会館部 

24日～25日  花園会青壮年部研修会              於、本山・花園会本部 

26日     無相教会 講習会                於、本山・無相教会 

27日     寺庭婦人の会 総会               於、徳源寺 

28日     本山 新亡供養(愛知西教区・その他)       於、本山・花園会本部 

 
7月の予定 
 3日     第30期部落解放講座                              於、愛知勤労会館 

3日～ 4日  法話研修会    主催 青年僧の会       於、白林寺･観光ホテル 

7日     連合会役員会                  於、江南一之丸 

7日     開山無相大師650年遠諱記念・名古屋展準備会    於、名古屋市立博物館 

10日     教区花園会 りんかん学校準備会         於、宗務所 

18日～19日  花園会会長会                  於、本山 

19日～20日  無相教会師範準師範研究会            於、本山 

20日     本山参拝推進委員会               於、本山・花園会館部 

25日～26日  教区花園会 りんかん学校            於、小牧市・江岩寺 

25日     集団得度式                   於、本山 

25日～26日  学徒研修会                   於、本山 

26日～28日  社会事業従事者研修大会             於、本山 

 

＜報 告＞ 
◎平成 18 年度 第 1 回寺院セミナー報告 
日時 5 月 30 日 午後 2時～午後 4時 30 分 ・ 場所 金山：名古屋都市センター会議室 

平成 18 年度第 1 回の寺院セミナーが去る 5 月 30 日に名古屋・金山の名古屋都市センターにて

56 名の参加者を集めて行われた。 



 2

講座 1 では教区梵唄講師養成委員である、2 部・政林寺副住・曽我部好正師、3 部・法源寺副

住・内藤雅孝師、7部・長福寺副住・大津孝志師、13 部・観音寺副住・梅田宗孝師による「身近

な梵唄実践講習」と題し、今回は主に梵唄における維那の発声法を中心に講義をしていただいた。

またその他に本山からの要望という形での、出頭時における中啓・数珠・座具の取り扱い等のお

話を伺うことができた。いずれも我々が何気に行っている日常的な法式に重点を置いたもので、

前回までとはまた異なった非常に有難い講習であった。 

講座 2では、本山より本派宗務総長・法務部長・花園会本部長を講師にお迎えし、本派の後継

者育成、遠諱団参の推進、花園会活動のあり方等、本派の抱える課題・現状についてのお話を伺

うことができ、質疑応答では参加者との活発な意見の交換がなされた。 

皆様の貴重なご意見を参考にし、次回以降も寺院セミナー運営委員はいろいろな計画を考えて参

りますので、またのご参加をお願い申し上げ、第 1回寺院セミナーの報告とさせていただきます。 

愛知西教区 寺院セミナー運営委員会 

 

◎青年僧の会 総会                 会長 宮田全裕 

平成１８年６月１日（木）午後３時より徳源寺を会場にお借りして、青年僧の会総会をいたし

ました。 本堂にて 開会式、本尊諷経、江松軒老大師より御垂訓、その後会長挨拶、来賓挨拶と

して宗務所長に挨拶をいただきました。その後書院にて以下の協議をいたしました。 

１、平成十八年度委員より新役員の改選、承認の件 

２、平成十八年度活動計画 

３、平成十八年度予算案 

４、以上審議承認の件  

５、その他 

  平成１８年度新役員 

     会  長  ５部  定光寺 宮田全裕 

副 会 長  ７部  維摩寺 松原自哲     ９部 臨溪院 宮川富山 

     会  計 １２部  耕雲院 服部雅昭 

     顧  問  １部  地藏院 野村和弘 

監  査  ７部  瑞林寺 小嶋大雲 

運営部長 １４部  大興寺 一色亮範 

研修部長 １０部  文永寺 野呂法允 

以上の役員を平成１８，１９年度役員として改選いたしましたので宜しくお願い致します。 

 

◎禅文化研究会 研修会 
 去る 6月６日(火）白林寺本堂に於て「引導法語について」研修を行った。講師は、京都本山 

塔頭雑華院住職渋谷厚保老師。引導は、長々と煩雑で抽象的な言葉を羅列するより、阿るような

言葉、気張った言葉で無内容な対句を並べ立てるよりも 端的にそのものズバリを謂えば良い。 

法語の形式にはいろいろある。故人その人のことを云う 略式の方が良いかも！ 

自信をもって信念をもって唱えればよい。平仄・韻・対句の作法など難解な話もあった。四六文 

・対句をつくることに得々としていてはだめ、精細のないものになってしまう。 

信念を持って 這箇を提示して その這箇が即今どうであるかを示す。それが引導である。 

そのことによって禪僧としての信頼を得てゆくことが肝心である。と力説された。 

 

◎第 32 代妙心寺派管長「雪香室・東海大光老大師」晋山式 宗議会議長 宮川禅磨 
去る、6 月１０日(土)に大本山妙心寺にて臨済宗各派管長を始め僧俗 900 人が参列の中、晋山

上堂式が厳修されました。 
東海大光老大師は、久留米・梅林寺専門道場にて、青嶂軒・東海玄照老大師に嗣法。昭和二年佐



賀県にて出生、昭和二十二年七月梅林僧堂に掛塔、道号は大光。法諱は禅梁。室号は雪香室。 
梅林寺からは、妙心寺は管長として明治七年第二代管長として、樹王軒・関 無学老大師、 

第十代管長、三生軒・東海猷禅老大師、第十七代管長、香夢室・東海東達老大師に続き、四人目

のご就任、ご晋山であります。 
午前五時  一番鐘 六祖四派祖餉。 
午前八時  洪鐘大鐘交鳴連声出頭、 六祖四派二番鐘を撞く。 

         大衆、山門に参集、 
勅使門   両序立班、奉行先導山門に進行 

(上方は自の傳法衣、維那侍香は九條衣を被す) 
山門～佛殿～開山堂～玉鳳院から 

午前十時三十分 
法堂 晋山上堂式。洪鐘大鐘交鳴各十八声。 

         一山大衆法堂出頭、各派管長重役、随喜尊宿、来賓、檀信徒参列 
        寝堂式～ 
         一山大衆起立、上方参進立定、普同問訊、登座法語、登座、 
         祝聖法語、祝聖香。上方據座。 
         諸法の礼、諸法の香。 
         索語、提網、自叙、謝語、拈提、下壇。                  

堂後に入り九條衣に改め参進立定。 
         展賀の礼、了って曲彔に據る。 
        来賓祝辞・・・宮川禅磨宗議会議長 
               江藤守国久留米市長 
               高橋金兵衛花園会会長 
        謝辞・・・・・細川景一宗務総長  

了って散場 小方丈、大方丈に於いて祝斎。 
祝斎には、京都府知事(代理・副知事)、京都市長さんから祝辞が述べられました。 

 
管長猊下は長崎に投下された、原子爆弾に被爆されております、ご就任にあたり、大法のため

には「喪身失命」をも辞さないと、大変尊きお言葉を述べられております。後継者の育成など

問題点を指摘されております。 
 
◎宗議会議員選挙当選者の報告           愛知西教区選挙長 武山廣道 
 平成１８年６月１２日、愛知西選挙区の宗議会議員総選挙において選挙規程第１４７条・ 

１５１条により立候補届を受理致しました。尚、立候補者の数が愛知西選挙区の議員定数（２） 

と同数でしたので下記候補者を当選人といたしました。 

当選人   順位は届出順                                         
1. 〒491-0069  一宮市北神明町３－６８                                                 

           台番 １６９８  ５等地３級      寳珠寺住職  林  冏成 師       
2. 〒484-0003  犬山市善師野下ノ奥２６   

台番 １６５５ ３等地３級      陽徳寺住職  宮川 禅磨 師   
 

◎本山参拝推進本部会議          本山参拝推進本部委員  山﨑文宏 
６月１３日 本山参拝推進本部会議を花園会館２階 教化ホールにて開催。本山参拝推進本部 
委員である 平野隆道師（信越教区 宗務所長）を座長に選出し、協議に入った。 

 議題は① 開山無相大師六百五十年遠諱大法会参拝の実施状況について② 平成１９年度本 
山参拝の実施計画策定についてであった。 
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 協議では、遠諱大法会参拝数が集中遠諱団参が控えているせいか？伸び悩んでいる状態。どう 
したら、参拝して頂けるか種々意見が出され、７月２０日に行われる本山参拝推進委員会の委 
員の方にまず体験して頂き参拝推進を図るよう試みる事が実現出来る運びと成る。また、平成 
１９年度 本山参拝の実数計画は事務局の方である程度決めて頂き、教区の委員は期待数に近 
づく様に努力するようと説明。この本部会議での内容を基に、本山参拝推進委員会が７月２０ 
日に行われる。ご要望・ご意見等がありましたら下記 アドレスまでお知らせ下さい。  

info@aichi-west.jp 
尚、支所長様(本山参拝推進委員)には本山団参予定の調査のうえ同封のハガキにて返信いただ 
きますようお願いいたします。 
   

◎寺庭婦人会 総会                   書記 吉田 美穂 

去る 6月 27 日、徳源僧堂において愛知西教区寺庭婦人会総会を開催いたしました。70 名余の

寺庭参集の内、師家代理 政林寺和尚様により寺庭物故追善供養をお勤めいただきました。居並

ぶ雲水の読経の中、厳粛な気持ちでご供養させていだたきました。 

その後、政林寺様から「寺庭の勤め」と題する法話がなされ、お寺をお尋ね下った方に｢お茶

一杯いかかですか？｣と声をかけることができる寺庭になりましょうと話されました。禅宗寺院

のあり方、僧職のありがたさを後継者育成のため、正しく伝えなければならないと力説されまし

た。 

総会では、木下道子会長の挨拶に続き、尊宿方より御祝辞をいただきました。白林寺様より｢何

でも言って下さい。皆さんの声を本山に届けます｣と言っていただき、力強く感じました。17 年

度の活動･会計報告の後、18・19 年度の新委員･役員の紹介があり、承認されました。小澤正美

新会長より、「本山の寺庭婦人会会長会運営を円滑に執り行うため、来年 19 年度を初年度にする」

という指導があったと報告があり、18・19・20 年を今期の役員で運営することが承認されまし

た。懇親会は、徳川園ガーデンホールで行われました。尊宿方を含め全員がくじで席を決め、初

対面での食事会となりました。食事が進むにつれ会話に花が咲き、食後のビンゴゲームでは大変

盛り上がりました。徳源僧堂嶺興嶽老大師様の墨蹟をはじめ、尊宿方にもたくさんの景品をいた

だきました。懇親会の後は、時間の許すかぎり徳川園の美しい庭散策を楽しみました。 

役員・委員は徳源寺に戻り、委員会をもちました。会長の｢寺庭婦人会でなければできないこ

とをしたい｣という理念に基づき次の研修会について話し合いました。 

最後に、尊宿の紹介をもって感謝の意を表します。 

 徳源僧堂師家代理  政林寺 曽我部正宗様 

 宗議会議員     陽徳寺 宮川 禅麿様 

宗務所長      白林寺 武山 廣道様 

 教化主事       円光寺 山田 英隆様      ありがとうございました。 

 

◎ 花園会本部 新亡供養  

 去る、6月 28 日 午前 10 時より花園会本部主催の新亡供養が行なわれた。（6月 28・29・30 

日・7月 3・4日の五日間。） 初日の愛知東・西教区・東京教区・北関東教区の供養日に出席 

してまいりました。 参加者は全員で 464 名、愛知西教区からは 416 名の参加がありました。 

 午前 10 時引率寺院、山内寺院、部長方の出席をいただき、導師に元管長・東海庵住職 臥雲 

庵老師の焼香にて新亡供養が始まった。心経、本尊開山開基回向、大悲咒、開山 650 年忌回向、 

施餓鬼、世尊偈（焼香）、新亡施餓鬼回向、四弘誓願文。 引き続き 導師様のご挨拶。 

寺院退堂して後、常任布教師・足立宜了師が法話をされた。 11 時 15 分終了。 

 会場を微笑殿、花園会館に別れて食事をいただき、解散となった。  

 

管長猊下、教学部長は北海道教区の定期御親化授戒会にご出向中にて不在でした。 
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 今回は、椅子席が多数設けられ参加者には好評であったようだ。 

＜お願い お知らせ＞ 
 
◎「りんかん学校」参加者募集のお願い 

来る 7月 25・26 日、8部江岩寺境内をお借りして、教区花園会主催「りんかん学校」を 

開催いたします。 申し込み先は、宗務所へ FAX メールにてお願いいたします。 募集人員・ 

親子 20 組(40 名)・締め切り 7月 10 日。 

 

初めての試みで参加者が多くありません。各部より 1組以上の参加を期待しております。 

小学生をお持ちの花園会員様に声をかけていただきますようにお願いいたします。 

 
◎秋彼岸 特別布教 
 開教希望寺院は、宗務支所を通じ７月末日までに宗務所へ申し出下さい。 

巡教師は未だ決定しておりません。  
 
◎ 本山安居会 履修希望の方へ 
 期日 ８月２０日～３０日 10 泊 11 日 

 会場 大本山妙心寺及び研修センター 

 履修資格 藏主職以上の法階を有する満 20 歳以上の者（在学生不可） 
 費用 受講料 20 万円 
 出願方法 安居会履修願、履歴書、本人自筆誓約書、宗務支所長の具申書、宗務所長意見書 
 申込期限 6 月 20 日～7 月 10 日までに本所必着のこと 
  
受付前に心経・消災呪・本尊略回向の考査あり。自家用車での上山禁止。僧堂掛搭出来ない明

確な理由が必要。履修者は剃髮のこと。先着順３５名にて締め切り。 
 その他詳細は、宗務支所・宗務所にお尋ね下さい。 
 
◎ 尼僧安居会 履修希望の方へ 
 期日 ９月２５日～10 月２日 

 会場 臨濟宗黄檗宗尼衆専門道場及び瑞龍寺専門道場 

 申込期限 8 月３１日までに宗務本所教学部必着のこと 
 先着順１０名にて締め切り。履修者は剃髮のこと。 
 その他詳細は、宗務支所・宗務所にお尋ね下さい。 
 
◎ 本山学徒研修会（本山集団得度式＝希望者） 
 期日 ７月２５日（火）午後１時～２６日（水）午後 1時まで １泊２日 

     （得度式挙行者は２５日午前９時から午前１１時まで）   

 会場 大本山妙心寺及び花園会館 

 履修資格 平成１７年度に始入法階を稟承し、教区より推薦された者。但し特別に過年度履修

済者も可。寺庭婦人は除きます。 
  
費用 受講料 8,000 円（得度式冥加料 10,000 円希望者のみ）。交通費は自弁。 

 申込期限 7 月 10 日までに宗務本所必着 
 その他詳細は、宗務支所・宗務所にお尋ね下さい。 
  得度式のみの参加も可能です。 
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◎ 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 日までに愛知西教区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 
 

 

 
 

 
   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』 

 
 
 
 
 


