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宗 務 所 便 り 
                                           2007 年 11 月 1 日発信   №．40 
 

                                          愛知西教区宗務所長 武山廣道 九拝 
謹啓上 夕風肌寒く身にしむ候となりました。 
 さて、去る「定期御親化授戒会」には一方ならぬご法愛を賜り、一星事なく圓成することがで

きましたこと誠にありがとうございました。厚く御礼申し上げます。大行事を終え肩を撫で下ろ

しているところであります。なお開山無相大師 650 年遠諱に向け行事が目白押しでやってまい

ります。これからも皆様のお引き回しによりご協力ご法愛賜りますよう切に懇願申し上げます。 
                                       頓首 
 
10月の報告 
1日～2日   人権擁護推進合同研究会現地研修       於、花館、大阪人権博物館 

 3日     授戒会準備会                於、妙興寺 

 3日～4日  教区寺庭婦人会会長会            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 

19日     授戒会・集計会議              於、宗務所 

23日     授戒会反省会議               於、妙興寺 

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、ウィル愛知 

25日     中部地区妙心寺展実行委員会         於、名古屋市博物館 

 

11月の予定 

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 

13日～14日  教区寺院セミナー現地研修会         於、信州 

16日     寺庭婦人会研修会              於、永源寺 

18日～24日  本派安居会(接心)              於、網干 龍門寺 

20日     禅文化研究会・研修会(イスラム教を学ぶ)   於、ナディアパーク 

30日     宗務支所長 任期満了  

 

 

＜報 告＞ 
 
◎禅寺一日入門の報告                  青年僧の会会長 宮田全裕 
 ９月１日（土）～２日（日）と２日間にわたり、名古屋・徳源寺において「第 22 回禅寺一日

入門」を開催しました。 
 今年は３８名の参加者があり、小学１年生から 75 歳まで幅広い年齢層の方の参加がありまし

ました。 午後１時より受付を済ますと開会式、諸堂拝観をして薬石までの間坐禅をしました。

気候もよく、皆とても真剣に姿勢よく坐禅をする姿には感銘をうけました。夜は CBC ラジオア
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ナウンサーの神山里美氏による歌とお話を聞きました。 
２日目は５時に起床し朝課、粥座、日天掃除をし、老大師には講座をしていただきました。 
 
今回は小中学生の子たちが８人ほどいたのですが子ども達は率先してお年寄りのふとんをひい

てあげたりして大活躍をしていました。またお年寄りは子ども達にお寺の作法を教えたりと、皆

が協力して修行体験をする姿が見られました。 
 とても多くの方の御協力と御法愛で禅寺一日入門を無事に開催できましたことをこの場をお

借りして感謝申し上げます。ありがとうございました。 
 
◎十五夜落語法話会の報告     青年僧の会第六部会長 瑞雲寺 青井有信 
９月 25 日、青年僧の会主催による「望月祭」と「十五夜落語法話会」を６部・瑞雲寺に於 

て開催しました。 

幸いにも好天に恵まれ中秋の名月の下、午後６時半より約 200 名の参加者が、お月見団子とス 

スキが供えられた月光菩薩に向けて般若心経を唱えました。 

  

続いて、午後７時から落語家（桂 米朝一門）で高野山真言宗本山布教師でもある、岡山県矢 

掛町 多聞寺副住職、桂 米裕さんを迎え「十五夜落語法話会」が開催されました。講演では有名 

な古典落語の演目『時うどん』や『寿限無』を披露頂き「落語の中にも仏教的な教えが数多く含 

まれている」と体重 110 キロの大きな身体を揺らしながら迫力のある「お笑い説法」を一時間半 

にわたり語って下さいました。 

 講演後、青年僧の会員は謝労会場へ移動し、桂 米裕さんを囲んで、親睦を深め労をねぎらい 

ました。今回の法話会では参加者に「新潟県中越沖地震義援金」の協力をお願いしたところ 

２７，６３５円 が集まり日本赤十字社を通じて被災地に送金しました。 

 無事に圓成することができましたこと、これ偏に諸大徳の御法愛によるものと深く感謝いたし 

ます。末筆ながら厚く御礼申し上げます。 

 
◎ 本派人権擁護推進委員・教区人権擁護推進員合同研究会 現地研修 

教区人権擁護推進員  徳授寺 澤田慈明 
去る１０月１日(月)～２日(火) 花園会館並びに大阪人権博物館にて、上記研究並びに現地研

修が行われました。 

研究会出席者は、栗原正雄人権擁護推進本部長（教学部長）並びに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委員と合計３９名の出席者で

した。 

研究会の内容は、まず被差別戒名物故者慰霊諷経に始まり、栗原正雄人権擁護推進本部長（教

学部長）並びに林学道人権擁護推進委員長のご挨拶がありました。 

 

講演を「ＨＩＶ陽性者として考えたこと」～生き方としての性・少数者としての性～と題して、

長谷川博史氏よりお話を拝聴しました。ＨＩＶ・ＡＩＤＳへの偏見、奥が深いように思えました。

決して日常的な生活ではうつるものではありませんが、まだ世に完全な薬が開発されていない現

状どうしても差別視される事が否めません。そんな中で、人間として生まれてきた価値観、そし

て死の恐怖から脱却した人生観には学ぶべき点が多くありました。特に少数なる人間の性につい

てのお話は私たちが真正面から見てあげていなかった過ちを、投げかけてくださる、そして考え

させられた講演となり有意義なものでした。 

 

第二部での講演は「ＨＩＶ問題とコンドームを取り巻く現況」と題し、石居利明氏のお話でし

た。コンドーム製造企業であるオカモトが、ＨＩＶ問題を側面からどう捉え、そして防いでいけ
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るか、会社の取り組みを拝聴させていただきました。しかし、やや会社の宣伝が多く、一般論と

しての防御で少し消化不良の感が否めませんでした。 

翌日（２日）は場所を、大阪人権博物館に場所を移し、目で見ての研修でした。多くの差別問

題が各テーマごとにまとめられている博物館で、時間的な制約の中での見学でしたが、身に迫る

ものを感じました。特に印象的なものは、差別戒名である石塔が陳列してあったことです。もち

ろん精抜きされたものですが、この戒名の方は未だに私たちを恨んでいるようで、思わず合掌礼

拝し通り過ぎた事でした。 

 

２日間の研修は、どれもこれも自らの無知を知らされるものであり、「寝た子を起こす」とよ

くいわれますが、寝た子は起こして、そして知識として知っておくべきだ、と強く思う２日間で

した。 

 

◎２００７年度愛知同宗連現地学習会   教区人権擁護推進員  徳授寺 澤田慈明 

愛知同宗連現地学習会が、１０月５日（金）に行われ、出席してまいりました。場所は名古屋

西文化センターにて。各教団より多数の参加がありました。 

 

まず、講義として「愛知県における部落解放運動」と題し、山崎鈴子氏より講演がありました。

被差別部落に生まれ、何の罪もないにも関わらず、不当な差別を受けた苦しみ、葛藤は想像以上

のものであると感じました。解放運動は繰り返しの事が多く、また一人でも多くの人に伝えたい

思いが伝わってきました。これからも続いていく果て無き戦いにエールを送るばかりか、逆に私

たちの愚かさを知らされる講義でもありました。 

 

さらに、靴産業の歴史の説明や、靴製作の学校見学し、ベビーシューズ製作を体験し、被差別

部落の人が就職差別を受け、仕方なくこうした職に就いた生の声を聞き、改めて差別の根の深さ

を知る現地研修となりました。 

 
◎ 第 11 回 教区寺庭婦人会会長会 報告 
                    愛知西教区寺庭婦人会会長 蓮蔵院 小澤正美 
10 月 3 日～4 日、本山・妙心寺微妙殿において 管長猊下のご教示を頂き、１泊２日の教区寺

庭婦人会長会が開催された。北は北海道から南は沖縄教区まで２６名の会長が１堂に参じ 各教

区における現状を吐露し助教師として妙心寺派寺庭婦人規約による活動について協議した。 
宮城福島教区において 「寺庭婦人会組織」がいまだ出来ない現状を住職サイドの後押し、又 

宗務本所の指導に期待したい。 
 
全国の会長が 年１度ではあるが このように忌憚にない意見交換できるのは有難いと感謝、し

かし いまどきのＩＴ社会において大変なハードルがあるにせよ ネットで意見交換ができる

ことも望まれている。（臨黄ネット寺庭相談室設置） 
妙心寺派宗制が 近々見直しをされる中、本山のピラミッドに 寺庭の居場所がない事を特筆

しておく。 
「寺庭婦人の知っておくべき事柄」という 小冊子が、宗務本所 総務部から配布されている。

各教区会長より、全会員に配布済み。この規定は 平成９年４月１日施行。 
 
現在望まれる寺庭婦人像は、平成１９年４月１日発行の「ゼンデラ・レッスン 現代寺庭要訓」

とされ、熟読し実行を期待されている。ただし、この要訓は仏教通信講座受講者に配本されるも

ので、以前に受講した方は加筆補足された部分を確認されたい。まだ、諸事情で受講されていな

い会員には 会長が必要部分をコピーし、研修材料とすることも簡単に実行可能で、私達寺庭婦
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人の資質向上と檀信徒との応対に役立てたい。 
後に後継者問題。結婚、離婚、介護と世俗と共通の事情が大きな問題となっている。跡継ぎの

結婚に対して、現状の私達が自分の立場を誇りバトンを憂いなく渡せる、開かれた宗門を住職と

共に築いていきたい。格差問題、無住寺対策、一人暮らし寺族問題、これらの諸問題のひとつ１

つに助教師として、地域のリーダーとして解決していきたいと念じている。 
 

◎第２期梵唄講師養成講習会 
 今年度より第 2 期目となり当教区より 

1 部 林貞寺副住職 大野浩宗 ・ 11 部 眞光寺住職 玉置雪窓 の両師に参加いただ

きます 
＜報 告＞                        林貞寺副住職 大野浩宗 

１０月４日・５日と本山において、第２期 第１回梵唄講師養成講習会があり、受講生６５名で

当教区より第１期生４名と第２期生２名が受講しました。今回から一泊二日の研修になり、三年

にわたり計六回の講習になります。 
会中、達磨忌宿忌と半斉に出頭し、本山の行事を通して講習や山内の各講師により全体講習や班

別講習が各会場で行われました。 
 

◎定期御親化授戒会の御礼 
 去る、10 月 13 日～15 日、一宮・妙興寺に於ける「定期御親化授戒会」には皆様のご協力を

いただき無事円成いたしました。 
   

 10 月 13 日    10 月 14 日  

部 本戒数 因縁戒  部 本戒数 因縁戒 

1 69 17  8 35 12 

2 18 1  9 97 29 

4 31 1  10 120 3 

5 22 0  計 252 44 

6 32 0   10 月 15 日  

7 20 0  部 本戒数 因縁戒 

14 0 37  3 38 14 

計 192 56  11 123 26 

    12 192 37 

総計    本 戒 896 名  13 99 13 

 因縁戒 190 名  計 452 90 

 
※各寺院様には戒徒募集・ご荷担をいただき「定期御親化授戒会」に、深いご理解とご協力をい

ただきましたこと、厚く御礼申し上げます。 
 
◎定期宗務所長会の報告 
去る 17～18 日 首題の会が本山にてありました。別紙報告書を出しますので回覧していただき

ますよう願います。なかでも裁判員制度の対応について。任命された場合、僧侶といえども拒

否することはできないので、各自の責任において研究しておく必要があろうとのことでした。 

ミャンマー政権への宣言文・倒壊の恐れのある建造物等を抱えた無住寺院で公共の安全を脅か

す恐れのある場合本派に対し対策費を負担して頂けるよう要望書を提出しました。 
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＜お願い お知らせ＞ 

 
◎寺院セミナー現地研修会の募集             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。 まだ定員に余裕がございますので、10 日まで FAX・電話 にて申込受付けます。 
参加費 18，000 円は当日徴収致します。 又とない機会ですお友達など お誘い合わせのうえ 
御参加いただきますようご案内いたします。紅葉も見ごろかと思いますよ！ 
    

台番 参加者名 男女の別 記入の上  申込 FAX 052-241-5207 

 
◎ 教区花園会運営委員会のご案内 
来る 12 月 14 日(金)午後 2 時より、名古屋市中区金山「都市センター14F 第 3 会議室」にお

いて「教区花園会運営委員会」を開催いたします。部花園会会長、新支所長各位にはご出席下さ

いますように御願いいたします。尚、別紙にて案内状を発送いたします。 
 
◎ 新旧 宗務支所長交代茶礼 
来る 12 月 14 日(金)午後 6 時より「金山駅辺」にて、新旧宗務支所長交代茶礼を行います。 
別紙にて案内状を発送いたしますので、ご出席下さいますよう御願い申し上げます。 

 
◎ 花園会「青年の集い」ご案内 
 来る、12 月 1 日(土)～2 日(日) 1 泊 2 日にて、花園会「青年の集い」が本山にて開催されま

す。対象、18 歳～30 歳くらいまで。 参加費は無料(但し、宿泊者は宿泊代 5,000 円が必要)。 
申し込み先、花園会本部へ直接(075-463-3121) 参加者には本部より改めて案内状を送付します。 
教区より参加の補助がございます。申込締切 11 月 22 日必着 

 
◎ 第 18 回花園会女性部研修会ご案内 
 来る、12 月 6 日(木)～7 日(金) 1 泊 2 日にて、「第 18 回花園会女性部研修会」が開催されま

す。テーマ「どう活かす わたしのいのち」～あなたの生き方 輝いてますか～ 特別講師 
佐橋 慶女 氏 (小牧市生まれ)。「申込書」に記入して、宗務支所、宗務所経由で申し込みを御願 
いします。教区より参加の補助がございます。申込締切 11 月 22 日必着 
 
◎ 開山無相大師 650 年・教区遠諱法要の日程について       教化本部 
 開山無相大師 650 年遠諱法要が各教区にて開催されております。愛知西教区は、 
来る、平成 20 年 10 月 28 日（火）（友引）に確定しております。 

当日は、午前中に 650 年遠諱法要。午後からは、檀信徒並びに一般社会に妙心寺派の教えを広

めるようなイベントを計画してまいります。 
午前中の遠諱法要は、住職、本山にて垂示をされました方は全員出席。管長猊下を導師にお迎

えし、教区挙げての荘厳なる法要にしたいと考えております。  
1 年後になりますが、今から御予定をいただきますように御願い申し上げます。 
 
◎「独居」個別調査報告書 
 教学部より首題の新しい報告書提出の依頼が来ております。誠に恐縮ですが 11 月末日までに 

調査の上、宗務所(白林寺)まで送付ください。     《当該支所長様のみ》 

 



◎任期満了に伴う次期推進委員選任 
 現宗務支所長は、来る 11 月 30 日任期満了になります。それに伴い教化推進委員・人権擁護

推進委員も交替となりますので部内で選任し報告してください。 

 
◎研修会のご案内  
「他宗派から学ぶ」シリーズ 4 

仏教徒から見ますと、イスラム教は過激だなぁという印象があります。 

しかし、世界中で多くの信者を有する宗教ですので、「そればかりではないはずだ。」とも思いま

す。この辺りを、本当のイスラム教徒の方に、教義も含めて学んでみたく思います。  

            記 

テーマ ：『 イスラム教徒が語る、イスラム教の真実 』 

日 時 ：平成 19 年 11 月 20 日（火）午後 5時 30 分から 7時 30 分まで 

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 ：アニース アハマド ナディーム師  日本アハマディア・ムスリム協会 

協 賛 ：青年僧の会 

企画・主催：禅文化研究会 

申込先：禅文化研究会 企画室   info@zenbunka.com・ FAX 052-241-5207 

講習会終了後、懇親会を予定。 （希望者のみ、別会費。 詳細は未定。） 

 

 

 

 

 

 

 

    遠諱テーマ 『どう活かす わたしのいのち』 
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