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宗 務 所 便 り 
                                         2006 年 11 月 1 日発信    №．28 
 

                                         愛知西教区宗務所長 武山廣道 九拝 
謹啓上 あったかい日が続きますね、日中は未だ汗ばむ陽気です。 
 さて全国花園会女性部大会も皆様には大変ご協力を頂き参加者を集ることが出来ました。開山

様の 650 年遠諱にむけ何かと花園会員の動員が不可欠な現況であります。これは取りも直さず

50 年ごとに行われるご遠諱のおかげであります。寺院にむける眼差しが大変厳しくなって来て

いる昨今、これを転機に檀信徒との教化活動にリンクさせる方法、本派の教えを、法を伝えるチ

ャンスと考えると佳いと思います。どうか相変わりませずご法愛賜わりますよう願いいたします。 
                                        頓 首 

 
10月の報告 
5日    教区寺庭婦人会会長会               於、本山 

11日    詩偈研修会                    於、徳源寺 

16日    教区花園会運営委員会               於、吹上ホール 

16日    第10回一日禅寺入門                於、岐阜・天衣寺 

16日～17日 人権擁護推進合同研修会              於、京都・西本願寺 

17日    愛知県宗教法人実務研修会             於、ウィル愛知 

20日    第9部 宗栄寺先々々住職・近藤文昌尼 遷化 

19日～20日 宗務所長会  教区花園会長会           於、本山 

23日～25日 第5回梵唄講師養成講習会             於、本山 

26日    禅文化研究会 研修会(墨蹟を観る)         於、白林寺 

30日    管長猊下御親化授戒会拜請             於、小方丈 

 
11月の予定 
 2日    寺庭婦人会・現地視察研修会            於、虎渓山永保寺 

 5日    第9部 徳授寺晋山式・諸堂落慶法要        於、徳授寺 

 6日    都府県同宗連、同宗連の交流会           於、名古屋 

 7日    詩偈講座3期基礎コース中間スクーリング      於、本山 

7日        市博物館 美術品調査               於、白林寺 

10日～11日 花園会本部研修会・寺院役員研修会         於、本山 

11日    花園法皇忌                    於、本山 

11日    一宮・妙興寺 開山忌               於、妙興寺 

15日    名古屋・徳源寺 開山忌              於、徳源寺 

21日～24日 無相教会・全国奉詠大会              於、静岡東教区 

29日    詩偈研修会                    於、徳源寺 

30日    全国花園会女性部大会               於、ナゴヤキャッスル 

 

 

＜報 告＞ 
 

◎教区寺庭婦人会会長会             教区寺庭婦人会長 小澤正美 

去る10月5日・6日の２日間、本山において、第10回教区寺庭婦人会会長会が開催され出席いたし

ました。 開会式の後、花園会本部長「花園会活動と寺庭婦人」の講話があり、3班に分かれて
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の分化会。テーマ「各寺院における寺庭婦人の役割」サブテーマ「寺院の活性化と檀信徒との関

わり」にて熱心に討議がされました。第3班の分化会では以下の内容が話されました。 

地域格差が大きくなったと実感。 
高齢化、少子化による村の崩壊 過疎化→寺院の格差 檀家数だけでなく、収入減。 伽藍管

理にも影響が大きい。 
①寺庭婦人の役割 
１、寺の行事を裏方として支える（あまり 出過ぎないように） 

   住職と同じ方向を向けるよう努力。 
２、和尚との違い。庶民レベルで宗教者として相談に応ずる。 

   わけ隔てなくの接客。  
３、寺の内外の清掃。季節に応じて調度を整える 
４、後継者育成 
５、和尚のスケジュール調整、事務(秘書) 

②寺院の活性化 
花祭り  盆の行事に地域を巻き込む 
施餓鬼  大般若会などの行事に地元の趣味愛好者を巻き込む。 

       抹茶サービス、琴・笛などの発表の場に。 
婦人部  青年会なども企画の段階から（総代との会合）参加をしてもらう。 

       寺から助成金を出して動きやすくする。 
寺の敷居を低く感じていただくよう努力が必要。 
公的施設での布教活動はどうか。 
次世代の寺庭を育てるには、無理なく出来ることからと寛容に行なう。 
小規模の寺院は、共同で行事を企画できないか。 

翌日、全体会にて各班の発表がなされ、総務部長から総評がなされました。有意義な研修会でし

た。 
 

◎教区花園会運営委員会                   教化主事 

 去る 10 月 16 日、名古屋中小企業振興会館にて「平成 18 年度教区花園会運営委員会」が開催

された。教区花園会会長の開会挨拶、宗務所長挨拶に続いて協議がなされた。 

① 平成 18 年度・花園会女性部全国大会について    

（教区女性部会長) 

  記念品について。開催期間が半日になった。教区女性部・皆様の力強い協力を願い各方面に 

  参加依頼状を発信した。司会・進行をさせていただきます。 

 (所長) 懇親会は立食ではなく椅子席で行なう。参加費の領収書の発行についての協議。 

  現在参加申し仕込み者は、370 名(10 月 16 日現在) 目標まで 70 名の余裕があるので引き続   

  き申し込みを受け付ける。 

 (質問)1、地方大会を併修するならば支所長は参加しなくていいのか? (答え)参加を願う。 

        2、プログラム等の発信は                (答え)本部から発信されます。 

    3、参加者に教区からの補助について         (答え)一人に 2000 円を予定。  

 ②平成 19 年度・花園地方大会について     

   (第 3 部ブロック長) 

  平成 19 年 5 月 20 日(日)一宮市・アイプラザ一宮(愛知県一宮勤労福祉会館)にて開催予定。 

  講師は未定、会費は無料にて参加してもらう。会員から教区花園会費、本部花園会費を集め 

  ているのでブロックで協議した。 只、有住寺院には、男僧寺院 8000 円、尼僧寺院 5000 

  円の助成をしていただきたいと考えている。 

 



 ③教区花園会たより『おかげさま』について 

   (教化主事) 

  次回(第 4号)特集「お墓特集」。全面カラー印刷。発行は 19 年 4 月 1 日予定。 

  (質問・希望の内容)1、管長様が交代されましたので紹介をしていただきたい。(答え)了解 

           2、編集委員の追加を希望。 後日お願いに行きます。 

 ④本山団参、奉仕団参について 

   (団参推進委員) 

  今年の予約状況、1231 名。部内・各寺院で本山参拝を推進してほしい。 

   

平成 21 年の遠諱集中団参も部単位で申し込み下さい。 

平成１８年 １０月２８日現在 

9:00 11:00 14:00
２００名 ３００名

３部　　２００名 ２部　２４０名
５００名 ３００名 ２００名

１部　２００名
１１部　８０名

１００名
９部　陽徳寺　100名

５００名 ５００名 ５００名
６部　１００名 ８部　１５０名
７部　１００名
１０部　３００名

平成21年4月10日

平成21年4月11日

平成21年4月12日

平成21年10月14日

 

 ⑤定期巡教・特別布教について 

   (宗務所長) 

  開教報告。秋の特別布教の推進依頼。部単位の花園会役員研修に限らず幅広くお願いしたい。 

  (質問)巡教師の奉謝について、統一していただけないか。 (答え)只今、宗議会で検討中。 

 ⑥無相教会について 

   (詠道部長) 

  18 年度は 5月 25 日講習会、26 日奉詠大会を開催した。 参加者は 522 名、毎年減少してい 

  ます。 新支部を作って下さい。 

  19 年度は、5月 15 日・16 日、江南文化会館を予定しております。 

 ⑦定期御親化授戒会(大応国師 700 年遠諱記念)について 

   (宗務所長) 

  平成 19 年 10 月 13 日～15 日、一宮・妙興寺にて開催します。戒徒・500 名、因縁戒を取り 

入れて参加を願う。 

 ⑧花園会会計について 

   (教区会計) 

  中間・現況報告 

 ⑨その他 

  ★11 月 10・11 日、本山にて「花園会本部役員研修会、寺院役員研修会」にご出席下さい。 

  ★12 月 2・3 日、本山にて「青年の集い」に参加推進を願います。 

  ★本山団参諷経の時間について 

  ★次回、「教区花園会部会長会」は、平成 19 年 4 月 12 日(木)に開催いたします。 

 以上の協議がなされ、教区花園会会長 閉会挨拶にて終了した。 
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◎２００６年度愛知同宗連 現地学習会    教区人権擁護推進委員 澤田慈明 

 愛知同宗連現地学習会が、１０月１１日（水）に行われ、澤田（徳授寺）が出席してまいりま

した。場所はリバティおおさか（大阪人権博物館）並びに大阪市立浪速人権文化センターにて、

各教団より２４名の参加がありました。 

リバティおおさかでは、様々な差別事件の事象やあらましが展示説明がなされてあり、意義あ

るものでした。続いて大阪市立浪速人権文化センターへ訪れ、実際に被差別部落の若い青年のお

話は説得力あるものでした。被差別部落出身である事を公表するまで、自らの心の葛藤や悩み苦

しみは、計り知れないものであった、との言葉に私たち参加者にも胸詰まる思いがありました。 

一様に差別といっても、同じようなものではありますが、一つひとつの人生模様があり、千差

万別の感あり。一段と宗教者として何が問われているかが鮮明なものとなる、現地学習会でした。 

 

◎本派人権擁護推進委員・教区人権擁護推進委員合同研究会 現地研修 
去る１０月１６日(月)～１７日(火) 浄土真宗本願寺派 京都・聞法会館にて、上記研修並び

に現地研修が行われました。 

研究会出席者は、栗原正雄人権擁護推進本部長（教学部長）並びに林学道人権擁護推進委員長

始めとし委員会委員。また各教区から選出された教区人権擁護推進委員と合計３９名の出席者で

した。 

研究会の内容は、まず被差別戒名物故者慰霊諷経に始まり、栗原正雄人権擁護推進本部長（教

学部長）並びに林学道人権擁護推進委員長のご挨拶がありました。 

講演を「本願寺派における同朋運動」と題して、浄土真宗本願寺派同朋部部長・井上博雄師よ

りお話を拝聴しました。内容は、仏教伝来し本願寺派が成立した歴史、宗祖親鸞聖人や蓮如聖人

がいかに布教伝道をしていったか。その中での被差別部落との関わりがどのような背景の下にで

きあがったか、など多岐にわたり講演がありました。そして、「同朋運動」ということで浄土真

宗本願寺派は、差別戒名の書き換え、過去帳への添え書きの禁止、また過去帳の丸ごと一冊書き

換えなど一派挙げての取り組みをお話になられました。さらに平成元年からは「基幹運動」とし

て『ともに いのち かがやく 世界へ』というテーマでもって運動展開がなされているようで

す。興味が湧いたのは、男女共同参画という点から女性を総代にしよう、とか、宗議会の構成内

訳が、僧侶議員４７名・門徒議員３１名の合計７８名で行われている点には半ば驚きをも感じま

した。 

差別事件はかなり数少なくはなってはきたものの、うっかりとか見落としで、という点によっ

てまだまだあるようです。最近の事例としては、差別投書・差別電話・差別落書き・インターネ

ットによるもの、と種々様々だそうです。自らの名を匿名として差別をわざと起こそう、悪いと

分かっていても、というように混乱を生じさせる事の愉快犯もあるようです。 

最後に、講師が言われた事が印象的でした。「お寺と門徒さんとの関係は仏法を伝える関係に

ある。法を説く側・法を聞く側という関係の中で、特権階級である住職という認識が間違いでは

ないか。そうではなく、共に学ぶ姿勢が大切である。」と。私も自戒したい、と思いました。 

この後、班ごとに分かれ講師の話に基づいて、さらに私たちの宗派として人権擁護という立場

からどのように推進活動がなされるべきか、議論が伯仲しました。     

翌日（１７日）は場所を、京都市崇人コミニュティーセンターに場所を移し、ＮＰＯ法人崇人

まちづくりの会専務理事・山内政夫氏の講演を拝聴すると共に、現地研修ということで「六条河

原刑場」や「柳原銀行記念資料館」を見学しました。講演の中で生々しい首切り又次郎の話があ

り、その現地を実際に訪れる事はインパクトあるものでした。 

２日間の研修は、どれもこれも自らの無知を知らされるものであり、「寝た子を起こす」とよ

くいわれますが、寝た子は起こして、そして知識として知っておくべきだ、と強く思う２日間で

した。 
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◎教区花園会長会（１８年度 宗務所長・花園会会長合同研修会） 教区花園会会長 森 宏之 
１０月１９日本山にて合同研修会が開催され出席しました。 

今回は、第２回目の合同会議でもあり、粛然の内にも活発な質疑・応答が行われた。 

議事として、以下３点について審議致しました。 

[1]花園会ボランティア組織作りについて 

[2]遠諱団参について 

[3]その他 

 

[1]特別災害対策規定の見直し案として、本部長より説明があり、その内容の質問、追加事項等

の検討が行われた。要旨として、 

◎災害援助は、決して二次災害を発生しない状況の中で活動を行う。 

 ◎教区本部に役員を置く、教区本部長は、宗務所長をもってこれに充てる。 

教区副本部長は、教化主事を充て、役員の中には、支所長、花園会長、青年僧、青壮年 

女性部役員を入れる。 

災害・ボランティアの専門知識が必要な為、教区より選出し人材育成を行う。全体に亘り教区

の組織と援助活動が明確にされ、円滑に実行出来るよう変更されております。 

[2]開山無相大師６５０年遠諱大法会奉賛、特別報恩写経運動として。「無相大師遺誡より」 

禅の「こころ」を社会に発信し、「おかげさまのこころ」を一般社会の人々に広くしらしめる

ことを目的として写経運動の推進説明がありました。写経用紙は無料ですが、納経料１，００

０円でご家族何枚でも構いません。 

教区遠諱団参数では、１８～２１年まで２，４００人、集中団参で３，１００人、 

トータル５，５００人の期待数となっております。 

又、全教区団参数を８７，１００人と出されていますが、１０万人を目標に遠諱団参を勧める

よう強く要請がありました。 

[3]各教区会長より意見、要望が出された。 

◎教区で行う遠諱法要の手順、状況を経験教区から報告を受け参考としたい。 

◎教区の行事の中で花園会長の扱いのない教区がある。 

◎組織運営においては、支所長の指導無くして運営、実行は不可能である。 

 

細川宗務総長より、「物を得て、心を失い、伝統仏教が無視されている社会にあって、檀信徒の

方々が、仏教興隆の目でお寺、和尚を見て貰うよう、この遠諱を転機としたい」と結ばれました。 

 

◎「墨蹟を観る」研修会               主催 禅文化研究会 
来る26日白林寺において花大国際禅学研究所副学長の芳澤勝弘先生を招き「墨蹟を観る」と題し

研修しました。墨蹟を読む会が増えてきている。字数･前後の言葉など考えれば読めるようにな

る。白隠の出山釋迦の墨蹟数点を題材に成道にちなんだ意義深いお話を伺った。画賛の墨蹟は、

線画のみならず、讃（禅詩）の意と共にその奥に秘められた思いを感じ取らねばならない。むか

し変体仮名は100～200種もあったとか。自坊の墨蹟ぐらいはすべて読み解きたいものである。 

今回、白隠画賛の提供が数点ありました。白隠の画集を数年後に刊行予定だそうです。 

 
＜お願い お知らせ＞ 

 

◎全国花園会女性部大会 参加者募集のお願い        教化本部 
来る11月30日（木）ウエスティンナゴヤキャッスルにて全国花園会女性部大会が開催されます。 

只今 410 名ほどの参加予定です。申込締切は、過ぎておりますが追加希望の方があれば宗務所 



 6

(白林寺)迄早めに申し出てください。 

 教区宗務所 FAX 052-241-5207 

 

◎青年の集い 参加者募集のお願い             教化本部 
来る、12 月 2 日(土)～3日(日)本山・花園会館において、第 3回花園会「青年の集い」が開催さ

れます。若者の寺離れが叫ばれる昨今、少しでも寺に関心をもっていただければと企画されまし

た。檀信徒の皆様に参加をお勧め下さい。18 歳～30 歳までの男女。参加費無料(宿泊者のみ 5000

円が必要)。支所長経由にて宗務所へ申し込み下さい。 

 

◎名古屋市博物館 所蔵品調査 
来る7日午前10時より白林寺において名古屋市博物館学芸員諸氏により所蔵品調査があります。 

中部地区妙心寺展にむけ、いろんな角度から所蔵の品を調査していただけます。その方法をご覧

いただけますので希望のお方はお集まり下さい。 

なお、貴寺院の所蔵品で調査していただきたいものがあれば申し出てください。当妙心寺展は東

京・京都のそれとは一線をかくした面白いものが出来るのではないかと期待されております。 

地元中部の隠された所蔵品を掘り起こし禅文化の敷衍、布いては本派の社会への喧伝に繋がると

信じております。 

 
 

 
   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 

 
 

次年度、「教区花園会部会長会・宗務支所長会」は、 

平成 19 年 4 月 12 日(木)に開催 


