
 1

宗 務 所 便 り 
                                          2007 年 3 月 1 日発信    №．32 
 

                                          愛知西教区宗務所長 武山廣道 九拝 
 
謹啓上 こぶしの花がすでに咲いていました。今年はサクラの花も早そうです。 
さて毎日のように殺人事件のニュースが続きうんざり、末世の様相です。「生き物を殺してはな

らない」 ハア！ 何のこと！ 仏教徒が最低限護らねばならない「五戒」すら何一つ徹底され

ていない。過去の遺産で成り立っている佛事葬祭行事も、今若者たちにその意義を植え付けてお

かないと未来は無いと思われます。宗教者として、その使命を親身に布教教化に励んでいただき

たいものです。社会のために自身のために・・・ 
                                        頓 首 

 
2月の報告 
1日     東海地区 宗議会議員・宗務所長会      於、福井 

 2日～4日   前堂職法階取得研修会            於、本山 

 6日     青年僧の会 義援托鉢            於、犬山 

8日     第3回教区寺院セミナー            於、名古屋市民会館 

13日～14日  花園会会長会                於、本山 

14日～16日  住職研修会                 於、本山 

14日     詩偈研修会                 於、徳源寺 

15日     涅槃会 

16日     愛知西連合会役員会             於、江南 

19日～22日  定期宗議会                 於、本山 

20日     研修会                   於、ナディアパーク 

22日     教区花園会たより「おかげさま」編集会議   於、宗務所 

24日～25日  花園会青壮年部会長会            於、本山 

27日     第19回愛知同宗連講演会           於、中村文化小劇場 

27日～3月1日 無相教会・寺庭婦人講習会          於、本山 

 
3月の予定 
 5日～6日  花園会女性部会長会              於、本山 

 6日～8日  宗務所長会                  於、本山 

 8日         教区報編集会議                 於、宗務所 

9日     青年僧の会 現地研修会            於、岡崎・西居院その他 

 8日～10日  本山寺庭婦人研修会              於、本山 

14日     詩偈研修会                  於、徳源寺 

17日～30日  春定期巡教                  於、教区内 

24日～26日  花園会全国少年少女研修会           於、本山 

 

 

＜報 告＞ 
 
◎独居・無住寺院対策合同委員会 
 １月３１日(水)午前１０時より花園会館２F教化ホールにて、宗務本所役員、総務部長、教学
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部長、法務部長出席のもと、本派教区独居対策委員（出席者２１名）、社会事業教会独居対策委

員（出席者８名）の合同対策検討委員会が開催されました。 
 午前１０時 開会式 総茶礼 
       松井宗益総務部長挨拶 
       栗原正雄教学部長挨拶 
       座長 岐阜東教区 光徳寺様（選出） 
       書記 東北教区  向性院様（選出） 
       座長 光徳寺様挨拶 
 基調講演 講師は佛教大学社会福祉学部教授永和良之助先生。先生は愛媛松山に住まいされ、

社会福祉法人で３０年余り従事されております。 
 テーマ 1. 高齢者に対する福祉の現状 
     2. 高齢者への福祉とサービスの状況 
     3. １、２に対する一般的な社会の現状 
 経済が向上すると高齢者社会となる。２４年間で急速に高齢者社会に進行したのは世界でも日

本だけである。 
●高齢者は６５歳以上であり、男性より女性のほうが圧倒的に多い。 
●高齢化の要因は少子化と長命化が最大の理由。 
●高齢化の最大問題は要介護高齢者の増加。 
●今後は少子化が進み長命化による高齢社会となる。 
 高齢者のほとんどは健康であり、要介護高齢者は高齢者全体の２割未満である。いったん要介

護になると介護期間が長期化する。 
 要介護の場合身体的疾患は在宅介護が可能であるが、認知症は在宅介護の限界が生ずる。 
 認知症とは人格の崩壊であり、脳の老化によるものである。認知症には中核症状など記憶や判

断力の低下があり、治療やケアーは困難ではあるが、接するには悲しみを共にする気持ちが大事

である。また、周辺症状としての徘徊、幻覚、不穏行動などはケアーによる改善可能な症状であ

る。 
 認知症になっても感ずる心や矜持心、自尊の感情は残存するので優しさをもって接する事。 
 高齢者に必要な援助としては、仕事のある生活と見守り、生活環境の改善である。 
  
質疑応答 お寺で出来る介護施設とは 
 国家施策として第２種営利法人の参入を認めるようになってきており、小規模多機能が社会的

に必要とされるので、利用者のニーズに応えられる施設として適している。 
 
午後１時 対策検討会議    

① 有識者よりの現状報告（済昭園、長寿苑） 
② 本派独居対象者への対応について 
③ 今後の対策について 
④ 独居対策代表委員会（専門部会）設置について 
⑤ その他  

 以上の議題に沿って会議が進められ、各委員の意見が交わされた。 
 今後の対策としては、有識者を交えての独居対策委員会を設置することになりました。 
 午後３時 閉会式 散会 
   
 妙心寺派社会事業教会 愛知近隣老人施設 
 ★翠明院（老人ホーム）           ★長寿苑（特別養護老人ホーム） 
  三重県員弁郡藤原町鼎             三重県桑名市額田１２５６－２ 
  龍雲寺 0594-46-2634             0594－31－4720 
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◎犬山宗榮寺義援金托鉢 報告書         青年僧の会 会長 宮田全裕 
２月６日（火）９時に犬山瑞泉寺に集合し犬山市内を托鉢しました。青年僧会員・瑞泉寺雲納

合わせ２７名が托鉢に参加し二班に別れ浄財を募ったところ１０５，８８４円の募財が集まりま

した。集まった志願金はその日のうちに宗榮寺さんへ届けお渡ししました。 
会所としてご協力下さいました瑞泉寺様、寒中にも関わらず御荷担下さいました雲衲諸大徳、会

員各位には篤く御礼申し上げます。 
 
◎第 3回教区寺院セミナー            セミナー運営委員 宮田全裕 

2月 8日(木) 午後 2時より 名古屋市民会館 第 1会議室にて第 3回教区寺院セミナーが開
催された。講師に臨済寺専門道場師家、花園大学学長である無底窟阿部宗徹老大師をお招きし、

『無相大師の三転語』をテーマとし講座をされました。 
『無相大師（関山慧玄）の三転語』とは以下の三つである。 
①「本有円成仏（ほんにゅうえんじょうぶつ）なんとしてか迷倒（めいとう）の衆生となる」 
②「慧玄が這裏（しゃり）に生死(しょうじ)無し」 
③「柏樹子（はくじゅし）の話に賊機（ぞっき）あり」 
この三つを老大師は自身の出家や修行のエピソードなどを交えてお話しました。また、妙心寺

塔頭慈雲院の住職を永らく勤められた時の経験、臨済寺で修行僧を指導しての体験、花園大学で

の学生を指導・講義をして教育のあり方などを語られました。 
参加者は皆真剣に聞き入り、会場は静まり返ってお話に耳を傾けていました。 
 
３時半より、「無底窟阿部宗徹老大師と座談会」を行いました。老大師と元教学部長林貞寺大

野鍈宗師の対談を宗務所長の司会で行われました。 
最後に DVD「無相大師と妙心寺」を鑑賞し遠諱に向けての取り組みが紹介されました。 
 
※アンケートの集計は、支所長様に配布してあります。また当教区ホームページに掲載して 
ありますのでご覧ください。 

 
◎花園会長会報告                    教区花園会会長 森 宏之 
２月１３・１４日大本山妙心寺にて第２回会長会に出席致しました。 
１３日、本部役員の幹事会が行われ、後、懇親会にて本山及び各教区の会長との和やかな交歓会

を行う事が出来ました。  
１４日、開山堂の拝塔後、微妙殿にて開会式が執り行われた。 
管長猊下より、【１９年の新しい年を迎え２１年の遠諱法要の実感が出てきた。寺と檀信徒が

即一となることが大切である。宗教は禅が元である、「とらわれない」「かたよらない」「こだわ

らない」事が禅の心である】とのお言葉を頂き、続いて、兵庫教区の新会長に輪袈裟の授与が行

われました。 
細川宗務総長の挨拶【現、妙心寺は３,３００ヶ寺あるが、１,０００ヶ寺は兼務寺で、一年で

数ヶ寺づつ減少しており、特に山間部が著しい、お寺の護持について、寺院と檀信徒共に考えて

いきたい】又最近の社会動向としては、葬儀、法要の廃止、省略化が当然のように行われている

現状を例示されました。 

会場にて、管長猊下を中心に記念写真撮影を行い、絵と文で展示された、「開山さまの御一生」

のパネルを拝見いたしました。 

会長会の始めに、本部長より、【花園会の発展が、本派の発展に繋がり、人類の貢献と世界平

和の教えを教区にて指導・伝達して戴くよう】にと花園会活動の重要性を説かれた。 

審議事項に入り、 

☆平成１８年度中間事業報告・補正予算、１９年度予算・事業予定の報告。 
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新目として１９年予算歳出に災害対策活動費として５，０００，０００円が計上。 

☆災害見舞金基金規定の変更があり、詳細説明が行われた。 

☆役員改選で会長に高橋金兵衛氏、副に鳥澤重男氏・錦織寮氏が選任。 

☆遠諱特別写経として、「無相大師遺誡より」・「般若心経」どちらか４０万巻を目標枚数に写経

運動の推進要望。 

☆中国の旅について、「無相大師遺誡を訪ねて」の旅を、Ａコース平成２０年４月１７日～２１

日と、Ｂコース平成２０年４月１７日～２３日の日程で４４０名の募集と説明。 

費用については後日詳細案内。 

以上議事のすべて、慎重審議をもって承認されました。 

閉会にあたり、宗務総長から、３点が提示された。 

1、地方遠諱法要の成功に向けて。 

2、団参の推進、１９年・２０年にかけ目標達成の団参数には足りない、寺院と信徒の絆を深

めていただく為にも一層勧めて欲しい。 

3、妙心寺展の開催にあたり、全国多くの人々に拝観していだき、妙心寺と禅の良さを知って

もらう展示会としたい。 

開山無相大師６５０年遠諱法要に向け、寺院と信徒の結束と協力が不可欠であり、実践の必要性

を強く求められました。 

 
◎研修会 禅文化研究会 
去る２月２０日デザインセンターに於て「今、寺院経営に何が問われているか！」と題して学

術博士・元岐阜県立森林文化アカデミー教授の篠田暢之先生に話を聞いた。２００７年より従来

の発想ではやっていけない時代に入ってゆく。それは格差の加速、治安悪化、団塊世代の無職老

人化、物つくり大国の崩壊、年金崩壊など。若年層への教化布教活動の徹底、人間性に人が集ま

る時代になり、同じことをやっていては生き残れない。寺院間の競争となるだろう。 

４ヶ寺が１ヶ寺で用が足りる時代になるそうです。今から頭を切り替え、手をうっておかない

と・・・・・。  

 

＜お願い お知らせ＞ 
 

◎親子研修会(第 38 回少年少女研修会)参加者募集 
 来る、平成 19 年 3 月 24 日(土)～26 日(月)までの 2泊 3日にて、表記の研修会が花園会本部 

にて開催されます。昨年より親と子の研修で、50 組、小学校 4年生～6年生が対象です。 

宿泊費、1名・1万円。支所長、所長を経由して申し込み下さい。 

申し込み締め切り、3月 9日。参加者には教区助成をいたします。 

 檀信徒の方で、対象年齢のお子様をお持ちの家庭に参加推進をお願いいたします。 

 
◎青年僧の会 現地研修会のご案内 
 岡崎市 西居院住職 広中邦充師（通称やんちゃ和尚）を訪ねて。 
今回、現地研修会を行ないます。岡崎市西居院を訪ね、住職広中邦充師に講演をしていただきま

す。青年僧の会会員以外でも参加可能ですので、ご参加ください。参加希望者は、お早めに各青

年僧の会部会長までお申し出でください。下記の如くご案内を申し上げます。            

                 記 

日程   ３月９日（金）友引     参加費 ３,０００円 （会員以外は６,０００円） 

威儀   諷経をいたしますので作務衣、絡子でお願いします 

 



９：００  JR 名古屋駅太閤通り口 集合 出発  貸切バスで移動 

１０：３０  西居院 訪問 講義 

１２：３０  真福寺 昼食（竹膳料理） 

１３：３０  一畑山薬師寺 拝観 

１６：００  JR 名古屋駅着 解散 
  
講師略歴  廣中 邦充 (ひろなか くにみつ) 

昭和２５年岡崎市生まれ。浄土宗・西居院第二十一代住職。大正大学仏教学部卒業後、塾、会社経営を経て、１９９０

年父の跡を継ぎ住職となる 現在、無償で若者たちを預かり、本当の父親のように、全身全霊、体当たりの愛情で子

供たちに接している。寺では約１０名の若者たちが共同生活をしている。ＴＢＳ『緊急大激論スペシャル 子供たちが危

ない こんな日本に誰がした 全国民に喝』に出演し、大反響を呼ぶ。 第１４回ＦＮＳドキュメンタリー大賞ノミネート作

品に選ばれる。『オヤジ和尚』（東海テレビ）人材育成・メンタルヘルス・接遇などの指導・講演が全国各地で大好評。

著書：「やんちゃ和尚―３９９人の不良少年少女を更正させた熱血和尚」 

 
 
◎花園会行事及び活動報告書 支所長様へ 
 報告を記載し３月１０日までに署名捺印のうえ宗務所(白林寺)まで送付ください。 

 

 

◎19 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 
 ご案内をしましたが予定いただきますよう願います。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

遠諱テーマ   『どう活かす わたしのいのち』 
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