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宗 務 所 便 り 
                                          2007 年 6 月 1 日発信    №．35 
 

                                          愛知西教区宗務所長 武山廣道 九拝 
 
謹啓上 暑かったり寒かったり気候が不順ですね。 

さて、先月も行事が多くあっという間の１ヶ月でした。行事当日は皆様のご協力で何とか進み圓

成となります。しかし、それまでの企画・準備こそ重要であり、段取りが良ければ成功となりま

す。寺院の行事も同じ、早め早めの準備・綿密なる段取りが不可欠です。 いよいよ 10 月には

一宮妙興寺様におきまして定期御親化授戒会があります。お忙しい中、大変でございますが何卒

戒徒募集のご協力賜ります様よろしくお願いいたします。  
                                         頓首 

 
5月の報告 
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     授戒会準備会                 於、妙興寺 

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     中部地区妙心寺展(仮称)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 

 

6月の予定 
 1日     愛知西教区・『教区報』発行          於、宗務所 

 2日     第5部 良福寺本堂落慶式           於、良福寺 

 6日     寺院セミナー準備会             於、宗務所 

 8日     第1回 教区寺院セミナー           於、名古屋市民会館 

12日     本山参拝推進会議              於、本山 

13日     詩偈研修会                 於、徳源寺 

14日     青年僧の会・現地研修会            於、高田本山専修寺 

18日     教区連合会・実務者会             於、名鉄犬山ホテル   

23日     教区連合会・役員会              於、名古屋市 西本 

18日～19日  仏教講座中間スクーリング          於、本山 

19日     本山参拝推進本部会議            於、本山 

20日～22日  第1回前堂職法階取得研修会          於、本山 

25日～26日  無相教会住職・副住職講習会         於、本山 

25日     研修会   禅文化研究会主催        於、デザインセンター 

27日     本山・新亡供養               於、本山 
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＜報 告＞ 
 

◎人権擁護推進委員・教区人権擁護推進員合同研究会 
教区人権擁護推進員  徳授寺 澤田慈明 

去る５月８日(火)～９日(水)本山・花園会館にて、「人権擁護推進委員・教区人権擁護推進員

合同研究会」が行われました。 

研究会出席者は、宗務総長を始めとし、栗原正雄人権擁護推進本部長（教学部長）並びに内局。

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員

並びに各部の代表者１名。当教区より私と総務部長の長昌院・山﨑文宏師に出席のお願いをし、

合計６０名が集い研究を行いました。 

 

研究会の内容は、まず基調講演がありました。花園大学教授・津崎哲郎先生のご講演を拝聴し、

テーマは「児童虐待問題・いじめ問題について」でありました。 

児童虐待・いじめという問題は、発見がなかなか難しい面もあり、学校・地域を含めたトータ

ル的なサポートが必要ではないか。また児童相談所がどの程度なら介入できるのかが、課題とし

てあるが、しかし現状を打破するには、警察も含め踏み込んだ対応が求められる世の中になって

きているとの、指摘がなされました。 

 

私が驚いた点は、児童虐待の加害者のパーセンテージです。なんと実母が６１．１％と断トツ

した数字であった。以外に実父以外の父が６．１％、実母以外の母が１．７％とある。この数値

をみて何を読み取る事ができるか。やはり家庭のあり方、夫婦お互いが尊重しあえる生活ではな

いのか。ここは宗教者がいかにこの問題をとらえ、現代に問うか、私の心に刻み込まれたことで

ありました。 

 

その他、落語家・露の新治氏の「新ちゃんのお笑い人権高座」と題し、おもしろおかしい中に

も真摯に受け止めなければならない問題提起を指摘していただきました。班別討議、各教区の人

権への取り組みの報告がなされ、２日間の日程が終了し帰山しました。 

 

◎定期詠鑑巡回講習会・第 21 回奉詠大会       詠道部長 仙石智演 
平成 19 年度 花園流御詠歌・詠鑑定期巡回講習会と第 21 回愛知西教区奉詠大会が、5月 15 日・

16 日江南市民文化会館で行なわれました。 講習会参加者 340 名。 奉詠大会は 30 支部、463

名の方々が日頃の練習の成果を発表されました。詠鑑賞は春日井の太清寺が受賞。 

須藤芳順詠鑑、羽澄直樹副詠鑑、水野美代子講師、和歌山 聖福寺住職・関守通棟師を迎え、講

習会 大会とも好評でした。 

今年は階級最高の位、大教正一級に前原・福昌寺 1 名。宗栄寺 13 名の方々が昇級されまし

た。この階級を授かるまでには、約 30 年かかります。本山もなにか記念品を出していただけた

ら有り難いです。 昨年度より、2支部・90 名が減りました。 

 

◎教区花園地方大会                    13 部支所長 禅源寺 

第５２回花園地方大会が５月２０日（日）愛知県一宮市勤労福祉会館にて開催されました。第

３ブロック担当でしたが、他部内より６６名の参加をいただき、総勢５４０名というたくさんの

方にお集まりいただきました。ご協力いただきまして誠に有難うございました。 
御遠諱ビデオ上映後、開会に至り、坐禅指導、妙興寺孤雲室老大師ご導師焼香のもと、本尊開

山開基ご回向、会員先亡ご回向をいたし、引き続き御宸翰奉読を賜りました。 
小休憩後、朝日俊彦先生に「終わりよければすべてよし」の演題で記念講演をしていただきま



した。「幸せに死んでいくにはどうすればよいか」についてとにかく笑顔で毎日を過ごすことが

大切だと話され、和顔愛語を実践していくことで老後はどんどん幸せになっていき、すばらしい

最期を迎えられることをいくつかの例をあげて解り易く講演されました。５４０名の聴衆皆が時

折笑いを交えながら聞き入っておられ、深く感銘されていました。また、著書「あなたは笑って

大往生できますか？」の販売も限定５０冊でしたが数分で完売になりました。 
最後に、お集まりいただきます花園会員様のことを第一に考え、日曜日の開催といたしました

ことで、各ご寺院に大変ご迷惑をおかけいたしました事、心からお詫び申し上げます。 
 

◎19 年教区寺庭婦人会総会                書記 吉田美穂 

５月２１日一宮市妙興寺僧堂にて総会が行われました。今年も、先亡供養の読経から始まりま

した。先亡者を静かに思いながら、自分自身を見つめ直す貴重な時間となりました。 

 先亡供養に続き、稲垣宗久老大師様の御法話を聞かせていただきました。始めに、本堂の襖絵

のお話からしてくださいました。牧進画伯(川端

龍子の内弟子)が襖絵を寄付してくださった経

緯についてお聞きしました。牧画伯は作品を売

買のためだけではなく、末永く残したいという

思いを画商に相談し、妙興寺僧堂への寄付を実

現したということです。老師様と何度も話し合

いがもたれました。「僧堂にふさわしい襖絵」そ

れは「生きるものの命、極楽浄土」を感じられ

るもの。襖には、鮮やかな色彩で動植物の四季

が美しく描かれていました。 

 

また、フジ子・へミングさんの生き方や茨木

のりこさんの詩のお話からは、誰もが身の引き締まる思いがしました。もう一度日々の生活を見

つめなおさなくてはならないと、さらに思いました。また、「あなたの姿を誰か(仏様)が必ず見

ていてくださいます。」（頭では分かっていることでも）あらためて老師様から言っていただくと、

とてもやる気になり、たいへん感謝しております。 

  

総会では、事業報告・会計報告に続き来賓の方々にお祝辞をいただきました。圓光寺さまには、

｢インターネットを始め、西教区寺庭婦人会の談話室でいろいろ話してください。｣と勧めていた

だきました。また、白林寺様からは｢いつもお寺のために働いてくださりありがとうございます。｣

と、労をねぎらっていただき「たまには、上手に息抜きすることも大切です。」とも言っていた

だき、とてもありがたく感じました。今年は、一部委員の交代があり全役員・委員の紹介もあり

ました。 

 午後は、委員手作りの｢チャイ(インド風ミルクティー)｣をいただきながら、小澤会長の仏蹟参

拝の報告会でした。「インド山日本寺」と「妙興寺僧堂」とは縁が深く、境内にはブッダガヤの

「大塔」をはじめお釈迦様ゆかりのモニュメント数々があり、総会終了後拝見させていただきま

した。 

 

インドは決して豊かな国ではないのに、日本寺のために無償で土地を提供してくださったとお

聞きした。寺院内には無料医療施設「光明施療院」や「菩提樹学園幼稚園」があり、すべて寄付

でまかなわれているともお聞きした。会員の感謝の気持ちが「浄財」として集まり「菩提樹学園

幼稚園」への寄付とさせていただきました。 

稲垣宗久老大師様始め、妙興寺僧堂の皆様方、大変お世話になりありがとうございました。  

最後に、尊宿の紹介をもって感謝の気持ちを表したいと思います。 
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 愛知西教区宗務所長  白林寺 武山廣道様 

 宗議会議員      寶珠寺 林 冏成様 

教化主事        圓光寺 山田英隆様 

 

                寺庭雑感         寺庭婦人会長 小澤正美 
愛知西教区にホームページがありました。以前から法務をはじめ時代に適応する様々な情報を提

供していて下さったのだと感激、感心、感謝いたしました。その軒下をお借りして「寺庭の談話

室」を作っていただきました。日本全国のさきがけと自負し運用に充分な注意を払っていく所存

でございます。どうぞ 皆様で大事に育ててくださいませ。 
 
先日の総会で、旧交を温めました先輩から手渡された本がございます。寺族春秋（四季社）と寺

門興隆（興山社）です。役員で廻し読みしてくださいと。わが身の不明を申します。寺門興隆は 

住職が購読しお下げ渡し（？）がありますので、愛読しておりましたが、「春秋」の方は存じま

せんでした。ＩＴ時代、ＰＣや携帯と便利なものも数ありますが、「じっくりと立ち止まって考

えなさい」と教えていただいたと感謝いたしました。文字が伝えることに大差があることです。 
責任の所在が有る文章と無責任なそれ、読書の意味、時間を掛けてゆっくりと等など。いろいろ

な世代が共生していることを忘れてはいけないと心に留めました。 
  
先日の総会で、教化主事の講話の中に「宗門のバッチ」のお話がありました。「このバッチを付

けているものは公職の責任を負います。そして本山のパイプ役です」とおっしゃいました。 
私たち寺庭婦人は、バッチこそ付けていませんが、取り外しできないお寺のバッチをつけていま

す。お寺に住まわせていただいていますと、その顔が伝えています。妙興寺の老師さまが「寺庭

さんは大変です、今 あなた方のお力なくして宗門は成り立ちません」と励ましてくださいまし

た。そして「いくつになっても、あなたがたを頼りとする檀家さんがおられるのですよ」と。 
 
時代の変化が急速に宗教界を吹き荒れています。人々は正しい法を求めています。変わらない真

理をお釈迦さまは示してくださっています。宗門の一員として、切磋琢磨、求道してまいりまし

ょう。忌憚のない意見の交換のできる、そんな場がこれからも持てますようにお力をお貸しくだ

さいませ。 
 

◎妙心寺展実行委員会 
去る２４日名古屋市博物館に於いて中部地区妙心寺展(仮称)を成功させるべく本派の実行委員

会が初めて開催された。構成者は、遠諱代表委員・布教師会会長・各教区代表委員（信越教区も

含む）当教区実行委員の２２名。東京・京都国立博物館のそれと比し、中部地区ならではの特色

ある展覧会にすべきとの意見が大勢を占めた。江戸時代以前のもので埋もれた品、展観したい品

があればご推薦ください。実りある展覧会になりますよう準備を進めてまいります。 

 

＜お願い お知らせ＞ 

 
◎教区報配布のお願い 

6 月 1 日発行予定、「愛知西教区報」が出来上がり、支所へ配布をいたしました。 1,500 部

印刷。 支所長様には、部内で調整をしていただき配付して下さい。又、各寺院におかれまして

は責任役員にも必ず配付をして下さい。部内で余りましたら、宗務所に返却して下さい。不足の

部がございますので、そちらに配付いたします。 
 配付数、有住寺院 5 冊、兼務寺院 3 冊といたします。尚、寺族の居られます兼務寺院は 



5 冊といたします。 各寺院内で閑栖様、副住職様にも各自 1 冊保存いただきますようにご指導

下さい。 
 
◎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。 
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。 
※ 各担当日には、御出頭いただきますようにお願いいたします。 
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。 
 
◎本山集団得度式 
本山に於いて集団得度式が７月２４日(火) 午前８：３０～１１：００実施されます。 
希望者は６月末日までに宗務所へ申し込みください。履修申込用紙は宗務支所にあります。 
 
◎本山学徒研修会 
本山に於いて本山学徒研修会が７月２４日(火) 午後１：００～２５日 午後１：００まで実施さ

れます。希望者は６月末日までに宗務所へ申し込みください。 
履修申込用紙は宗務支所にあります。 
 
◎第１回本派安居会 
今年度より新制度にての開催となります。詳細は、宗務所へお尋ねください。 
申込期限６月２２日までに宗務所あて送付ください。 

 
◎ 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。  
 
◎第１回教区寺院セミナーのご案内 
テーマは、「聴くことの大切さ」で下記のとおり開催しますので、ご参加下さい。 

 

日 時 ： 平成 19 年 6 月 8 日（金）午後 1 時 受  付、 1 時 30 分 開会式 

            1 時 40 分   講座 1、講演 ｢聴く｣  講師:瀬良信勝師 

            3 時      講座 2、実習   

           3 時 50 分      閉会式 

 場 所 ： 名古屋市民会館   第 1 会議室  
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講師紹介    瀬良信勝 師 
 真宗大谷派僧侶、兵庫・生と死を考える会理事、ゆりの会(死別体験の分かち合いの会) 

スタッフ、 神戸・ひまわりの会(死別体験の分かち合いの会)運営委員 
 グリーフケア研究会運営委員、 遺族支援システム研究会運営委員、 日本ホスピス・ 
在宅ケア研究会スピリチュアルケア部会世話人、 市立堺病院 臨床スピリチュアルケア 
・ボランティア 

 
◎ 研修会のご案内  
貴寺院に対し訴訟を起こされたことがありますか？他人事でなく今後お寺に対し訴訟問題が

増えてきそうな社会となってきました。訴訟を起こされる前に日常気をつけておかねばならない

こと、備えておかねばならないものなど 過去の実例をあげ防御策を考えたく思います。 

貴寺院の危機管理は大丈夫ですか？訴訟社会を共に考えてみましょう。 

お誘いあわせの上ご参加いただきますようご案内いたします。  

 

テーマ ： 「寺院にふりかかる訴訟問題」 

       ― 日常の危機管理体制を考える ― 

日 時 ： 平成 19 年 6 月 25 日（月） 午後 5時から 7時まで 

会 場 ： ナディアパーク 6Ｆ セミナールーム 1 

       名古屋市中区栄三丁目 18－1  電話番号 ： 052-265-2001 

会 費 ： 3,000 円 

講 師 ： AIG 専任講師 

企画・主催：禅文化研究会 

協 賛：  愛知西教区青年僧の会 

 
 
  

 

 
 

遠諱テーマ   『どう活かす わたしのいのち』 
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http://www.zenbunka.com/
http://aichi-west.jp/young/wforum.cgi

