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宗 務 所 便 り 
                                         2006 年 12 月 1 日発信    №．29 
 

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

 
謹啓上 師走の候 はや臈月となりお忙しくなることと存じます。 
「光陰矢のごとし 時人を待たず」若いころは他人事のように感じておりましたが、昨今の時が

過ぎるのが早いこと。特に師走ともなると誰しも感ずるようです。モタモタ生きておりますとあ

っという間に人生の終焉が来そうですね！今やるべきことを確実に実行してゆきたいものです。 
来年も何かとお願い事があると思いますが何卒よろしくご協力のほどお願いいたします。 
                                        頓 首 

 
 
11月の報告 
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 

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 

25日    第5部 感応寺晋山式・諸堂落慶法要        於、感応寺 

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 

 
12月の予定 
 2日～3日  花園会・妙心寺「青年の集い」           於、本山 

 5日    人権週間・記念集会                於、中区役所ホール 

5日～6日  無相教会・住職・副住職・寺庭婦人講習会      於、本山 

8日    成道会       

11日～12日 開山忌高齢者招待                 於、本山 

12日    本山開山忌                    於、本山 

13日    青年僧の会「歳末たすけあい托鉢」         於、10部東漸寺周辺 

13日    詩偈研究会                    於、徳源寺 

22日    宗務本所、宗務所、宗務支所御用納め    

   (1月9日 御用始め) 

 

 

＜報 告＞ 
 

◎訃 音 
 １１月２９日 前管長猊下 西片義保 究境窟老大師 遷化されました。 
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◎教区寺庭婦人会・現地視察研修会       教区寺庭婦人会副会長 小瀬由美子 

11 月 2 日愛知西教区寺庭婦人会研修会が虎渓山永保寺で行われました。研修の目的は焼失し

た永保寺本堂再建祈願のための｢写経（延命十句観音経）｣。参加者は 45 人。 
 
永保寺のピンと張り詰めた空気は一同の心を落ち着かせました。一瞬の内に日ごろの寺務の忙

しさを忘れることができました。まず、口に丁字を含み、手に塗香を塗りこみ、三密（身･口･

意）を清め、読経から始まりました。結婚したばかりで｢写経は初めて｣という寺庭もあり、解か

らないことがあったにもかかわらず、終始静粛に行い｢よい経験ができた｣との感想を聞くことが

できました。何よりも、永保寺再建の一役を担ったことは、寺庭としてたいへん有意義であった

と思います。 
 
心落ち着かせた写経の後は、田中義峰老師様の法話。修行は「無一物中無尽蔵」になることで始

まります。僧堂に入ると一日でも早く入った者が「旦が上」になります。それは、世の中の概念

を「一旦捨てる」ということで、社長も高校生も関係なく仏の前では無一物中無尽蔵になってし

まうからです。また、「横になって寝てはいけない修行」や「実家に帰ってもいい」時期がある

など、僧堂の様子についても話していただきました。 
  
その後、「禅文化研究所」西村恵学様より｢臨黄ネット｣を紹介していただきました。｢臨黄ネッ

ト｣では日常の寺務から跡継ぎ問題に至るまで、掲示板等で気軽に質問したり悩みを相談したり

できます。経理や過去帳を簡単にしてくれるソフトの販売もあり、セキュリティ管理もしっかり

しているので安心して利用できると説明がありました。残念なことに西教区におけるインターネ

ットの普及率はまだまだ低く、｢難しくて理解できなかった｣という声もありました。寺にはある

が住職のみが利用というところも多くありました。これを機会に、是非｢臨黄ネット｣にアクセス

し仲間づくりをしたいと思います。 
 
｢三黙堂（坐禅堂・浴堂・食堂）｣のひとつである｢食道｣

を行いました。老師様、西村様も同席して下さり、修行の一

端を経験させていただきました。雲水様の精進料理は、大人

数にあるにもかかわらず丁寧に作られ、たいへんおいしくい

ただきました。中でも｢胡麻豆腐｣はきめ細やかで、｢きれい

なところをさらに掃除する、これが修行である｣という老師

様の法話を思い出させ、典座の大切さを確認いたしました。 
午後はめったに拝観できない国宝の｢観音堂｣の中も案内 

  していただき、一同再建を強く願いました。 
 
最後に、永保寺田中義峰老師様、雲水様、臨黄ネット西村恵学様に心より感謝申し上げます。 
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◎花園会本部研修会・寺院役員研修会に参加して  13 部・圓光寺役員 永井 徹 
平成 18 年 11 月 10 日より 1 泊２日にて「第 45 回本部研修会・寺院役員研修会」が大本山妙

心寺と花園会館において行なわれました。 研修者は、南は九州から北は北海道までの全国より

125 名の参加でした。 
  
第 1 日目  花園会館において 12 時よりビデオによる無相大師と妙心寺の紹介がありました。 

13 時から六班に分れて、玉鳳院、開山堂、涅槃堂を拝礼参拝してまいりました。 
13 時 45 分から狩野探幽の八方にらみの龍が待つ法堂で開会式が営まれ、全員で生活信条を唱和

した後、各部長様方多勢の和尚様によって本尊・開山・開基回向が厳粛に行なわれました。心静

かな心境でお参り致しました。新管長・東海大光猊下から開山無相大師大遠諱等についてのご挨

拶を賜わり、宗務総長様、全国花園会会長様からも挨拶をいただきました。 
  
14 時 20 分より花園会本部長・一色宏襄師から「寺院役員として遠諱団参への取り組み」につい

て講義をいただき、無相大師は美濃にある山里(井深)で修行された時、村人とはありのままの自

分で接しられる、心の優しい方であったそうです。無相大師の実践された姿を察し、この六百五

十年の節目に是非、開山様のお墓参りをして頂きますようお願いがありました。 
15 時から、総務部長・松井宗益師の「寺院役員のあり方」について講義を頂きました。総代は、

檀徒の代表であり住職を補佐し、住職と檀家の信頼関係を築いて、住職と共に寺院発展のために

尽力することを切望されました。 
16 時から、大方丈等で分科会が開かれ、 18 時 30 分より、花園会館にて夕食・懇親会が催さ

れ、和やかなひとときを過ごしました。 
  
第 2 日目  6 時、朝のお勤め、坐禅が始まり、呼吸・身・心を調え緊張した体験をさせても

らいました。7 時から、大庫裏にて粥座(朝食)を頂き、食事の作法を教えてもらいました。 
8 時 30 分から、分科会の発表。 9 時 30 分より、花園会館において閉会式が行なわれ、信心の

ことばを唱和し、決議文が発表され花園会本部長様の挨拶、四弘誓願を唱えて終了となりました。 

11 月 11 日は花園法皇様の命日で、法堂にて「法皇忌」法要が営まれました。 
11 時より、微妙殿にて斎座(昼食)を頂き、12 時から塔頭・大通院(山内一豊公の菩提寺)を拝観の

あと、下山の途につきました。 
 
現在は、物の豊かな時代ではありますが、世相は親子の極めて醜い争いやら、親しくすべき友

のいじめ等々、まさに心の乱世であります。無相大師様の教えに従い、一日一日、佛に手を合わ

せ「おかげさま」の心で、先ず個々の明るい家庭を作ることから始めなければならないと思いま

す。それが妙心寺開山様への報恩と考えます。六百五十年遠諱に多くの檀信徒の方々と登山し、

お参りさせて頂きたいと思っております。 
 

◎ 全国花園会女性部大会のお礼                 教化本部 
去る、11 月 30 日（木）ウエスティンナゴヤキャッスルにて開催されました「全国花園会女性

部大会」には全国より 1150 名余、愛知西教区からは 429 名のご参加を賜り、誠に盛会の内に 

終了いたしました。これも教区寺院住職、寺庭、花園会役員の皆様のお力添えを頂いた賜物と 

厚くお礼申し上げます。 詳細な報告は後日にさせていただきます。 

 
＜お願い お知らせ＞ 

 

◎春季定期巡教 開教希望の取りまとめ 
平成 18 年 春季定期巡教に開教頂きたく１月２５日までには 各部取りまとめご連絡下さい。 
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開教希望寺院は、開教日・時間を申し出で下さい。同じ日に希望が集まれば調整しますが、 

それでもダメなら 教区布教師会より派遣いただけます。 

本年の教区報に掲載の日時(例年ほぼ同じ開教です）を参考に計画下さい。 

  開教寺院には開教助成金１万円が助成されます。 開教師は、次の両名です。 
台番 0037 福岡県 開運寺住職 池上 寛道師 
台番 1440 三重県 桂雲寺住職 小西 教邦師 

 
◎第 3 回教区寺院セミナーの案内 
 来る平成１９年２月８日(木) 午後1時３０分より名古屋市市民会館にて第３回教区寺院セミ

ナーを開催します。 
講師は、花園大学学長・臨済寺專門道場師家 阿部宗徹 無底窟老大師で無相大師の三転語と題 
し講演いただきます。 
 
◎第 42 回本山寺庭婦人研修会 
平成 19 年 3 月 8～10 日の 2泊 3日で、参加費 15、000 円。本山での研修会受講は義務制であ 

ります。寺庭婦人で未履修の方はお連れだって是非受講下さい。 

履修希望者は、1月末日までに宗務所へお申し込みください。 

  
 ※ 本派寺庭婦人台帳未登録の方は、登録を済まされますようお願いします。 

 
 
 
 
 
 

 
   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 支所長会・花園会部会長会は、平成 19 年 4 月 12 日(木)に開催 

 


