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宗 務 所 便 り 
                                          2007 年 5 月 1 日発信    №．34 
 

                                          愛知西教区宗務所長 武山廣道 九拝 
 
謹啓上 若葉の映える季節と成ってきました。 

 先月は２回も華燭の典に隨喜させて頂き光栄至極でありました。禅宗寺院は、兎角嫌忌され寺

庭のなりてに困る昨今です。堅い厳しい暗い煙たい怖いの印象がまだまだ拭いきれないのでしょ

うか！寺院の生活もある程度緩和していかないと困ったことになりかねないですね。一般在家と

同じでは困りますがけじめをつけて寺院内改革を考えたいものです。寺離れ、嫁離れでは寺院崩

壊の一途になりかねません・・・  厳しいだけが禪宗寺院ですか？ 
                                         頓首 

 
4月の報告 
1日     教区花園会たより「おかげさま」発行      於、宗務所 

3日     連合会 講師実務者会議            於、江南市民文化会館 

 5日     教区ブロック長会、監査会           於、宗務所 

5日         教区報編集会議                於、宗務所 

 5日     青年僧の会 総会               於、名古屋市栄・モリス 

 6日         第1部 大林寺住職 服部夬信師 69歳 遷化  

8日～12日  恒例法要                   於、本山 

11日     詩偈研修会                  於、徳源寺 

12日     部花園会長会、宗務支所長会          於、名古屋都市センター 

12日     教区報編集会議                於、宗務所 

18日     授戒会準備会                 於、妙興寺 

20日     教区報編集会議                於、宗務所 

23日     連合会役員会                 於、江南市民文化会館 

24日     愛知同宗連総会                於、真宗本願寺派名古屋別院 

26日～27日  教化主事会                  於、本山 

28日     第10部 興禅寺落慶遠忌晋山合斎会       於、興禅寺 

 

 

5月の予定 
 1日     授戒会準備会                 於、妙興寺 

8日～９日  人権擁護推進合同研究会            於、本山 

9日     第1部 大林寺住職 服部夬信師津送      於、大林寺 

9日     詩偈研修会                  於、徳源寺 

10日     青年僧の会・総会               於、徳源寺 

14日     教区報編集会議                於、宗務所 

15日     教区連合会・詠鑑定期巡回講習会        於、江南市民文化会館 

16日     教区連合会・第21回奉詠大会          於、江南市民文化会館 

20日     教区花園地方大会               於、アイプラザ一宮 

21日     教区寺庭婦人会総会              於、一宮 妙興寺 

24日     妙心寺展実行委員会                           於、名古屋市博物館 

29日～31日  布教師特別講座                於、本山 
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＜報 告＞ 
 
◎ 花園会部会長会、支所長会 
去る、4月 12日(木)午前 10時より、名古屋都市センター 第 3・4会議室にて花園部会長会、 

午後 0時 40分より支所長会が開催された。 以下、協議内容 
花園会部会長会 
 1、平成 18年度 花園会事業報告 
 2、平成 18年度 花園会収入支出決算報告  監査報告 
 3、平成 19年度 花園会事業計画 
 4、平成 19年度 花園会収入支出予算書 
 5、その他の協議 
  ①開山無相大師 650年遠諱 教区法要について 
  ②連合会 発展拡充講習会、第 21回奉詠大会について 
    教区連合会よりの報告と依頼 
  ③奉仕団参、遠諱集中団参について 
  ④花園会報「おかげさま」について 
  ⑤花園会本部行事 参加推進について 
  ⑥その他  報恩写経運動について 
    
支所長会 
 1、平成 18年度 教区事業報告 
 2、平成 18年度 教区収入支出決算報告  監査報告 
 3、平成 19年度 教区事業計画 
 4、平成 19年度 教区収入支出予算書 
 5、その他の協議 
  ①定期御親化授戒会について 
  ②中部地区妙心寺展(仮称)について 
  ③教区寺院セミナーについて 
  ④報告 独居住職・寺族、定期巡教、人権擁護推進・同宗連、教区報、 
      各会の報告(布教師会、寺庭婦人会、愛知尼僧団、) 
   
◎ 愛知同宗連 総会              教区人権擁護推進員  徳授寺 澤田慈明 
去る４月２４日(火)「愛知同宗連 総会」が、浄土真宗本願寺派 本願寺名古屋別院にて行わ

れ、出席をしてまいりました。 

愛知同宗連には愛知県の宗教団体３１の教団が所属し、同和問題に取り組んでおります。今年

度の議長教団は昨年に引き続き、浄土真宗本願寺派が職に就かれております。 

この総会にて事業計画案が承認されましたが、妙心寺派愛知西教区の皆様にも、出席要請（特

に各部の人権擁護推進員の方には）をいたします。その時には問題意識を持ち各種会合・大会に

お臨みくださいますようよろしくお願い申し上げます。 

・「部落解放をめざす愛知研修会」第３１期部落解放講座 

・２００７年「人権週間」記念集会 

・第２０回「愛知同宗連」講演会 

これらのものが例年出席要請をお願いするものですが、さらに今年度は、部落解放同盟より 

＊「第２２回人権啓発研究集会」が愛知県の担当で開催予定だそうです。 

  ２００８年（平成２０年）２月１３日～１４日  名古屋国際会議場にて 

4000 人を見込んでみえるそうで、各教団に是非多数参加をお願いしたい旨のお話がありました。 
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◎ 教化主事会 
去る、4月 26 日午後 2時より本山にて、1泊 2日の予定にて教化主事会が開催された。全国

27 教区より参集し、内局部長・事務局との会議がされた。 開会式には管長猊下が出席され、

御垂訓の中で「全国の各行事に参加して感じたことは、各行事における維那の大切さ。維那がう

まいと参加者の心が一つになり行事が荘厳に行われ、誠に重要な要素を含んでいる」と切々とお

話になられた。  

 

開会式後、会場を議場に替えて、以下の協議がなされた。 

 花園会本部 

 〔1〕①遠諱関係事業推進(団参・写経・教区法要)について 

    ②教区における花園会活動のあり方 

 講演 教学部長 「身近な人権と差別」 

 講演 総務部長 「本派の現状」 

 報告 財務部長 「宗費、遠諱香資、災害見舞金について」 

 

 教学部 

 〔2〕①住職研修会の実施について 

    ②教区活動行事について 

 〔3〕その他   全般の質疑 

 閉会式後 解散。  

  

＜お願い お知らせ＞ 

 
◎教区花園会たより「おかげさま」訂正、お詫び 

4月 1日発行 教区花園会たより「おかげさま」支所へ配布をいたしました。 
※ NO3 下部 「花園会本部・教区花園会・無相教会行事」の中 

5月 16日(誤)  愛知西連合会・発展拡充講習会 → 5月 15日 (正)  
  17日(誤)  愛知西連合会・奉詠大会    → 5月 16日 (正) 

 上記の如く、日程の間違いがございました。お詫びして訂正をさせていただきます。 
 関係各位にはご迷惑をおかけ致しましたことをお詫び申し上げます。 

 
登録花園会員数の 2倍、32,000部印刷。 各支所には登録会員数の 2倍を配布いたします。 
部内で調整していただき、各寺院「花園会員に必ず配付をするように」指導をお願いいたしま

す。余りましたら、宗務所に返却していただき、不足の部に配付いたします。 
 

◎ 花園地方大会 募集・参加のお願い 
来る、5月 20日(日)12時 30分より、アイプラザ一宮(愛知県一宮勤労福祉会館)にて「第 52 

回 愛知西教区花園地方大会」が開催されます。450名の参加者を予定して準備を致しておりま 
す。会場は 600 名収容のホールです。花園会員はもとより、信徒の皆様、諸縁の皆様にも幅広
くご参加いただきますように募集をお願いいたします。 

 
また、第 3ブロックの住職方、各部支所長、各部花園会部会長様にはご出席をお願いいたし 
ます。 各部花園会部会長様には、諸般のお手伝いをお願いいたしますので、午前 10時までに 
会場にお集まり下さい。 (別途にご案内をいたしました) 
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◎定期御親化授戒会・戒徒募集の御願い 
 来る、10月 13日～15日、一宮・妙興寺にて「定期御親化授戒会」を開催いたします。 
定期御親化授戒会は教区あげての行事であります。 6月より戒徒の募集を御願いします。 

5 月末までに、支所を経由して各寺院に「申込書」を配付いたします。 

  会費  本戒 8,000 円  因縁戒 4,000 円 

日程  10 月 13 日(土) 本戒 300 名＋因縁戒 100 名 (第 1 ブロック) 

      10 月 14 日(日) 本戒 300 名＋因縁戒 100 名 (第 2 ブロック) 

      10 月 15 日(月) 本戒 300 名＋因縁戒 100 名 (第 3 ブロック) 

 
※ブロックの人数バランス調整のため、第 3部の皆様には 第 3ブロック日(10月 15日)に参加
をいただきますので宜しくお願いいたします。 
又、当日は支所長様、推進委員様を中心にして各役寮にご加担を御願いします。後日に依頼状を

送付しますので、宜しくお願いいたします。 
 

◎ 前堂職法階取得研修会のお知らせ 
この研修会は前堂職を請願する前に必ず受けねばならないものですが先着 30 名にて打ち切ら

れますので予定のお方は早めに履修願いを提出ください。今年度は、下記の 3回です。 

平成 19 年 6 月 20 日(水)～22 日(金) 

平成 19 年 9 月 19 日(水)～21 日(金) 

平成 20 年 2 月 1 日(金)～ 3 日(日) 

 

◎ 地方安居会（岐阜西教区主催） 履修希望の方へ 
 期日 ６月２２日（金）～２４日（日）の３日間 
 会所 岐阜市寺町 瑞龍寺専門道場 
 受講料 30,000円 
  
※地方安居会 10回と本山安居会 1回の履修にて僧堂歴 1年とみなされ、上限東堂職までの 
  資格認定を受けられます。 詳細希望者は、宗務所までお問合せ下さい。 
 

◎ 第 21回奉詠大会・詠鑑定期巡回講習会 
教区連合会では来る 15 日.16 日標記の大会を挙行いたします。ご参加いただきますようお願

いいたします。 
 
◎ 寺庭婦人会 総会 
２１日(月)午前９時３０分より総会及び研修が行われます。寺庭様には僧堂修行を知っていた
だく絶好の機会です。雛僧教育のヒントを得ることにも繋がります。出席いただきますようご案

内します。住職様方には寺庭婦人教育の向上に、又他寺庭との情報交換により自坊の活性化に寄

与するだろうと思われます。参加を推進下さいます様ご協力お願いいたします。 
 

◎ 被兼務寺院実態調査の実施 
 文化庁では不活動宗教法人対策を宗務行政の重要課題のひとつに挙げております。本派でも無

住寺院対策の一環として今後増加すると思われる無住寺院の実態を調査します。ご協力願います。 


