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宗 務 所 便 り 
                                          2007 年 10 月 1 日発信    №．39 
 

                                          愛知西教区宗務所長 武山廣道 九拝 
謹啓上 朝晩冷え込んできました。皆様にはご清祥のこととお喜び申し上げます。 
 さて、いよいよ今年度最大の行事である定期御親化授戒会が開催の運びとなっております。 
管長猊下には信越教区の授戒会を済まされ引き続きとなります。5年ぶりの教区挙げての行事で
す、萬般怠りなく無事圓成となりますようご協力ご加担のほど切にお願いいたします。 
                                       頓首 
 
9月の報告 
1日～2日  「禅寺一日入門」（青年僧の会）         於、徳源寺 

4日     教区寺院セミナー準備会            於、宗務所 

7日     第２回教区寺院セミナー            於、名古屋都市センター 

11日     東海地区議員所長会議            於、名鉄グランドホテル 

11日     授戒会準備会                於、妙興寺 

11日     独居対策研究会代表者会議          於、本山 
12日     10部 台番1676 覚王寺寺庭 寺澤秋子様 90歳 逝去 

15日～16日  花園会青壮年部研修会             於、本山 

19日     禅文化研究会 出版披露会          於、クレストンホテル 

19日～21日  第2回前堂職法階取得研修会           於、本山 

20日～28日  秋季特別布教                 於、教区内 

25日     十五夜落語法話会(青年僧の会)        於、瑞雲寺 

26日～27日  定期宗議会                  於、本山 

27日     教区花園会女性部研修会            於、宗務所 

28日     定期御親化授戒会・衆評            於、名古屋・大森 

 

10月の予定 
 1日～2日   人権擁護推進合同研究会現地研修         

 3日～4日  教区寺庭婦人会会長会            於、本山 

5日         愛知同宗連現地学習会            於、名古屋市西文化センター 

4日～5日  第2期梵唄講師養成講習会           於、本山 

 7日～9日  妙興寺・報恩大摂心             於、妙興寺 

10日     妙興寺・諸堂落慶法要            於、妙興寺 

11日     妙興寺・開山大應国師、中興南化国師遠諱法要 於、妙興寺 

12日～15日  定期御親化授戒会              於、妙興寺 

17日～18日  定期宗務所長会               於、本山 

22日～26日  無相教会 全国奉詠大会           於、本山 

24日     第19回愛知県宗教法人実務研修会       於、ウィルあいち 

25日     中部地区妙心寺展実行委員会         於、市博物館 

 

＜報 告＞ 
 

◎第２回教区寺院セミナー       総務担当  総見院 戸崎祥之 
「お話の基本、話術を学ぶ」をテーマとし、講師にフリーアナウンサーの梶原しげる氏をお迎
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えし、第２回教区寺院セミナーが開催されました。９月７日（金）は、前日の台風の影響も合っ

てか参加人数はやや少なめという印象でしたが、会場である名古屋都市センター１４階の会議室

からは、それを感じさせないほど幾度となく笑い声があがる楽しいセミナーとなりました。 

 講義内容は「どう話せば通じるか」ということを梶原氏の考える５つの原則を元に、大物政治

家のコメントやスピーチを例にわかりやすく示していただきました。後半では「魔法の会話術」

と題し、高齢者とのコミュニケーションを円滑にするという梶原氏が提唱する「老会話」につい

て講義をいただきました。 

 どう話せば通じるのか、そして老会話。いずれも私たち僧侶にとって必要なスキルであるとい

うだけでなく、地域社会や家族においても改めて考えるべき事だと思いました。普段の何気ない

会話でも、話す相手に興味を持ち、相手のことをおもって話せば通じるし、伝わり方も違ってく

るということ。梶原氏には、まさに「魔法の会話術」で教えていただきました。 

 

◎第 2回独居対策研究会代表者会議報告      独居対策委員 佐藤堪堂 
平成１９年９月１１日（火）午後１時３０分より宗務本所２階委員会室に於いて、宗務本所役

員５名、教区独居対策委員３名、社会事業協会独居対策委員４名、教学部２名出席のもと、教学

部主催による代表者会が開催されました。 
◎開会 ◎茶礼 
◎細川景一宗務総長挨拶 
  本派独居住職、寺庭様の方々に、本山として援助できることを進めてまいりたいとのお言葉

をいただいた。 
◎栗原正雄教学部長挨拶 
 第１回代表者会で討議された、個別調査報告書の原案が作成されたので、見直しをいただき

たいとの要望があった。 
◎座長選出  岐阜西教区 東海康道氏    ◎座長挨拶 
◎対策研究会議   「協議事項」 
１、教区独居対象者調査書（案）について 
２、研究会の今後について     ３、その他 
 協議結果 

A４判４ページからなる調査書案について、見直しがされ、３ページに纏めた調査書とするこ
とが決定されました。 
独居対策研究会は５年前に立ち上がりましたが、未だ独居者の実態が把握されていない状況で

あります。現在の調査書による調査では内容が不十分なため、今回調査書の見直しがされたし

だいです。 
新調査書は主にチェック方式となっております。 
各教区に本年１０月末までには配布され、１２月中に宗務本所教学部まで提出することとなり

ました。教学部では提出された調査書内容をもとに、来年２月の定期宗議会に提議する意向で

ございます。 教区の皆様方には、宜しく御協力の程、お願い申し上げます。 
            

◎花園会青壮年部研修会 
 去る 9 月 15,16 日本山に於いてボランティア組織結成大会と名うって研修会が催された。当
教区から 8名の参加があり、古市忠夫氏による講演。阪神大震災によって店も家も全部失ってし

まった氏が焼け跡地でプロゴルファーの道を選び、その傍ら自治会活動・復興支援の活動をしな

がら今もそれを続けている。その過程を面白おかしく熱弁をふるわれた。その根底にあるものは

感謝力である。一文無しのどん底から今は夢のような暮らしができること 「感謝するこころが

持てるようになった」おかげである。と結ばれました。 
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突然倒れた人の心肺蘇生法の実技。人形６体を使い実際に皆が訓練した。また自動対外式徐細動

器（AED）の使用法も実地に訓練を行った。最近 AED の話は聞いていたがどのように使うのかわ

からないし、使い方が間違っていたら かえって命を落とすことになったら・・・などと思って

いたが。パッドを貼れば器械が判断し指示を出してくれるので疾病者から離れボタンを押すだけ

で良い。１分を争う判断でいのちが助かるか否かの状態。救急車や医者が到着する前にいち早く

現場にいる者が判断して救命活動をすればいのちが助かるとか。 

地震の模擬実験体験、消化器、屋内消火栓の使用法、担架の作り方などの意義ある訓練を行った。

一度体験することで自信がつき大変役に立ったと思う。昼は、炊き出しのカレーうどんを頂き 

閉会となった。 

 

◎教区花園会女性部研修会 
去る、9月27日（木）午前10時より宗務所にて「花園会女性部研修会」が行われました。 

教区花園会・森会長、西川副会長をお迎えし、参加者47名、教区役員と共に楽しい一日をすご

しました。 

午前10時、開会の辞に続き、全員にて般若心経、本尊・開山回向、教区女性部会長挨拶、来賓・

教区花園会会長挨拶、宗務所長挨拶をいただきました。 10時30分より特別布教巡教師・兵庫

教区 常楽寺住職 小川太喜師による法話「無相大師の教え」をいただきました。 

昼食の後、12時40分からＤＶＤ「おしゃかさまの物語・若き日のおしゃかさま」を30分間上映。 

1時20分より Miniコンサート（フルート〔青 錦さん〕、バイオリン〔妹尾 寛子さん〕の二

重奏）。クラシック、民謡、ポピュラーの演奏や 参加者と一緒に歌うところも有り、楽しい

時間が過ごせました。 2時30分 閉式の辞にて解散。 

 

＜お願い お知らせ＞ 
 
◎定期御親化授戒会の御願い 
 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重要な行事であります。 
支所にて、各寺院ごとに「戒徒名簿」を提出いただきますように御願いいたします。 

 「塔婆供養申込書」を教化主事まで提出して下さい。尚、当日も「塔婆供養」を受付ます。 
   

 10 月 13 日    10 月 14 日  

部 本戒数 因縁戒  部 本戒数 因縁戒 

1 68 17  8 31 11 

2 17 1  9 95 29 

4 31 1  10 120 3 

5 0 0  計 246 43 

6 32 0   10 月 15 日  

7 20 0  部 本戒数 因縁戒 

14 0 37  3 34 11 

計 168 56  11 120 26 

    12 170 34 

    13 99 13 

    計 423 84 
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※9月 30日現在の申し込み数を記載しております。各寺院の皆様には厚く御礼申し上げます。 
※授戒会の前日には準備がありますので支所長・推進委員様には必ずお集まりいただきますよう

お願い致します。もちろん当日もお願い致します。やむを得ず欠席のときには必ず代理者を出し

て頂きますよう重ねてお願い致します。 
 
◎教区寺院セミナー現地研修会 参加募集       教化本部 
 来る、11月 13日（火）～14（水）1泊 2日にて「教区寺院セミナー現地研修会」を開催しま
す。本派開山無相大師生誕の地？「霊閑寺」、飯山「正受庵」葛飾北斎の天井絵のある「岩松院」

須坂「無相大師生誕の碑」、善光寺、川中島古戦場 を訪れます。 
宗務支所を通じて「案内状」を配付しております。 現在「参加募集中」。 
 定員 40名、参加費 18，000円、締切りは 10月 21日。 申し込み方法は、案内状に添付し
てあります、「振替用紙」に必要事項を記載していただき、宗務所へ送金申込してください。 
 定員になり次第、締め切らせていだきます。皆様の御参加をお待ちしております。 
 
◎本部研修会・寺院役員研修会のご案内 
 来る 11 月 11 日～12 日本山に於いて開催されます。新しく役員になられた方、役員で一度も
本山へ行かれたことのない方など参加推進をお願い致します。参加者には助成金を出します。 
 
◎愛知県宗教法人実務研修会 
1 目的  県内の各教派・宗派団体の指導者及び単立宗教法人の代表役員等を対象に、宗教法人 
運営上の実務について研修を行い、法人意識の徹底、事務能力の向上を図り、宗教法人の管

理運営の適正化に資する。 

2 主催 愛 知 県 

3 日時 平成 19 年 10 月 24 日(水) 午後 1時から午後 4時まで 

4 会場 ウィルあいち(愛知県女性総合センター)3 階大会議室 

名古屋市東区上堅杉町 1番地   電話 052-962-2511 

5 対象者  県内の各教派・宗派団体の指導者及び単立宗教法人の代表役員並びに県事務所の 
宗教法人事務担当者 

6 参加予定人員 300 名 

7 内容 (予定) 

    13:00      開会、    13:00～13:05  あいさつ(学事振興課長) 

13:05～13:45  講義「宗教法人の管理運営について」  (文化庁文化部宗務課) 

13:45～14:05  事務連絡「宗教法人の提出書類及び規則変更について」 (学事振興課) 

14:05～14:55  講義「宗教法人の登記について注意願いたいこと〉」(名古屋法務局) 

15:10～16:00  講義「宗教法人の税務について」(名古屋国税局) 、16:00 閉会 

 
◎教区備品「プロジェクター、スクリーン」の貸し出しについて 
 寺院セミナー、花園地方大会、その他の研修会などでレンタルにてプロジェクターを使用し
てまいりました。 今回、機材が安価になってまいりましたので、教区にて「プロジェクターと

スクリーン」を購入いたしました。各会の研修会、大会、その他の時には貸し出しを致しますの

で宗務所へ申し出てください。 機種は、ＳＡＮＹＯ ホームユースプロジェクター「LP-Z5」 
 
◎任期満了に伴う次期宗務支所長選出 
 現宗務支所長は、来る 11 月 30 日任期満了になります。部内会にて次期宗務支所長を推薦、
選出し報告してください。 

 


