
 1

宗 務 所 便 り 
                                          2007 年 12 月 1 日発信    №．41 
 

                                          愛知西教区宗務所長 武山廣道 九拝 
謹啓上 枯葉狂風の候 忙しくなって来ることと存じます。 

 さて今月より新宗務支所長・推進委員による新体制に変わります。今後 4 年間本山、教区、

部内と連携して宗務行政に尽力いただきますようお願いいたします。ご承知のとおり平成 21 年

開山 650 年遠諱に向け走り出し、行事も数多く企画されております。教区内寺院の皆様にも一

層のご協力ご法愛を賜りますようお願いいたします。向寒の砌ご自愛ください。 
                                       頓首 
 
11月の報告 
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 

21日     詩偈研修会                 於、徳源寺 

26日     歳末助け合い托鉢                            於、春日井 瑞雲寺辺 

30日     宗務支所長 任期満了  

 

12月の予定 

 1日     新宗務支所長 就任 

 1日～ 2日  花園会本部「青年の集い」          於、本山 

 5日     教区役員会                 於、宗務所 

 6日     人権週間・記念集会              於、中区役所ホール 

6日～ 7日  花園会本部 女性部研修会          於、本山 

11日～12日  開山忌高齢者招待              於、本山 

12日     妙心寺・開山忌               於、本山 

12日     詩偈研修会                 於、徳源寺 

14日     花園会運営委員会、新旧支所長交代茶礼    於、名古屋都市センター・他 

17日～18日  微笑会 地方大会 

21日     本所、宗務所、宗務支所 御用納め 

 

 

＜報 告＞ 
 
◎教区寺院セミナー現地研修会                 教化本部 
 去る 11 月 13・14 日、1泊 2日にて「教区寺院セミナー現地研修会」長野県北信を舞台に開催

されました。「秋の信州 祖師の足跡」と題し、テーマ『妙心寺開山・無相大師生誕の地を訪ね

て』。平成 21 年、開山無相大師 650 年遠諱の記念行事に併せて、生誕の地 信州中野・霊閑寺に

て法要を行い、開山様が誕生された地と時代背景などが目的で行われました。 

 晴天の 13 日 バス内で開会式、梓川サービスエリアで昼食。小雨の切れ間、午後 1時 20 分、

中野・霊閑寺到着 早速、祖堂にて所長導師のもと諷経、開山回向。本堂にて諷経、本尊回向。
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「お茶」「お焼き」「りんご」をいただきながら、霊閑寺御住職から「無相大師と霊閑寺」のお話

をいただきました。 

開山 600 年遠諱の時に、祖堂が完成し棟梁は名古屋の伊藤平左エ門が建てたお話やら、現本堂は

名古屋市・善昌寺様の本堂を移築した、開山像は徳源寺様より奉納されたお話など、愛知西教区

と大変ご縁が深いお話をしていただきました。また、信越教区第 1部支所長・渓徳寺様が同席し

ていただき、北信地方の風土と寺院事情を話していただきました。 

  

バスにて移動、午後 3時 飯山・正受庵に到着。茅葺の本堂にて本尊、開山諷経、回向。正受庵

御住職からお茶・菓子の接待を受け、中越地震で復興後間もなく中越沖地震で壁などが傷み、壁

の補習が終わった現在の状態のお話し。開山正受老人の枯淡な暮らしなどの逸話、白隠禅師と正

受老人の逸話などのお話しをいただきました。 住職一人で雪深い寺を守ること、誠に敬服いた

しました。 4 時 30 分宿舎に到着。 

  

14 日、快晴。次第に曇り空。8時 30 分宿舎出発、9時過、小布施・岩松院到着・拝観。 

小布施郷土史研究家・小林暢雄氏の「無相大師生誕の地の研究」のお話しを聞き、岩松院寺庭 

様の「北斎の天井絵」絵説きの話に聞き入りました。 裏山に福島正則公の御霊廟が有りその歴

史を伺い、岩松院の拝観を終了。引き続き、「北斎館」の見学。バスにて移動、午後 11 時 30 分、

須坂市「無相大師生誕地の碑」見学・説明を受けた。飛び入りにて、須坂市の無相大師奉賛会の

会長に話をしていただきました。 バスにて移動、長野市善光寺宿坊「常円坊」にて精進料理、

善光寺の参拝。川中島古戦場を見学して名古屋に向けて出発。車内にて閉会式、無事に全員帰っ

てまいりました。 

  

今回の現地研修にて、「開山無相大師生誕の地」は 4 説有るとの郷土史研究家の方の御話は興味

深く、中野説、須坂説、小布施説、松川説と歴史家の中でも意見が分かれており、研究途中であ

るようです。 

 今回の研修は、28 名の参加でしたが感想はアンケート結果の如くであります。時間的に無駄

なく充実した内容であったと考えます。個人では行けない地へ足を運び、その地で法要ができま

したことは僧侶として意義深い事であり、良き機会に恵まれたと感謝しております。また、参加

の皆様のご協力と関係者の皆様のお力添えに心より御礼申し上げます。 

 

◎寺庭婦人会 秋の研修会        愛知西教区寺庭婦人会 会計 服部道子 

11 月 16 日 愛知西教区寺庭婦人会研修会が滋賀県東近江市 瑞石山 永源寺で行われまし 
た。参加者 48 名でした。 
永源寺駐車場でバスを降りて、愛知川（えちがわ）にかかる旦度橋（たんどばし）を渡り、土

産物屋さんを通り抜け、幡桃渓の大歇橋（だいけつきょう）を渡り永源寺へ入山しました。 色

鮮やかな紅葉を楽しみながら、時々右手の愛知川を見下ろしたりして参道の 120 段の石段(羅漢

坂)を登ると、左の雷渓山の石崖に十六羅漢の石仏がいらっしゃいました。総門をくぐり、境内

に入ると庫裏、鐘楼、仏殿、開山堂、国内屈指の葦葺大屋根の方丈などが建ち並んでいます。 
 
永源寺では到着茶礼を頂き、篠原大雄管長様の御染筆で「忍」と書かれた布巾を頂きました。

その後、管長様のご法話。「ナマケモノやナマコ」のようにシンプルな生活をされたいとおっし

ゃいました。「禅宗の修行をした者は人間がシンプル（あっさりしている）」とお話され、最後に

「なるべく気楽に、難しく考えずに生きていこう」と締めくくられました。管長様のお人柄で、

一同の空気もホッと和やかに、自然と笑顔になっていました。その後、ぶっちょう面の語源とな

った一糸文守禅師（仏頂国師）様の尊像を拝観いたしました。お昼には、愛知川渓谷、永源寺ダ

ムが一望できる永源寺会館で、「こんにゃくのさしみもすこし（すごし）梅の花」と松尾芭蕉も
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詠んだ永源寺名物「こんにゃく料理」を頂きました。 
午後は長浜市の黒壁スクエアに移動。ガラス会館や曳山博物館など古い街並みを各々散策しま

した。カフェ叶匠寿庵や石釜で焼くパン屋、ごま油の量り売りも人気がありました。早朝から丸

一日の研修でしたが、参加者の皆様も無事、帰路に。物心共におみやげ一杯の楽しい研修の旅で

した。 
実は、後日談があります。研修の一週間後、管長様より施本がございました。研修の折りに、

寺庭の一人が「お勧めの本は？」とお尋ねしました所、「五木寛之氏の『養生の実技』」とお答え

いただき、また「皆さんに差し上げましょう」とお約束して下さったものです。さらに「おいし

く食べてガンを抑える」という冊子もご同封下さいました。研修会参加者 48 人、その全員に、

とのことでした。 
今回、永源寺の篠原大雄管長様、雲水様には、研修当日のみならず、その後までも、このよう

なお心遣い頂きました事を心より感謝申し上げます。 
 

◎新 宗務支所長・教化推進委員（人権擁護推進委員 兼任） 就任 
 

宗務支所長 推進委員 

部 台番 寺院名 住職名 台番 寺院名 住職名 

１部 1552 總見寺 瑞岩 法海 1563 海福寺 城 良導 

２部 1572 泰雲寺 龍山 正純 1575 龍珠寺 藤田 宗祝 

３部 1585 樂音寺 杉村 良昌 1588 徳岩寺 山田 紹全 

４部 1595 濟松寺 神野 文頴 1594 観音寺 小瀬 秀道 

５部 1602 洞光院 見浦 大耕 1598 定光寺 宮田 全勝 

６部 1608 桂林寺 浅井 玄真 1610 龍降寺 浅野 義弘 

７部 1624 長昌寺 福山 寛史 1619 龍昌寺 谷口 重明 

８部 1640 關無院 篠田 宗徹 1633 永泉寺 石突 義堂 

９部 1660 福昌寺 羽澄 直樹 1649 臨渓院 宮川 明道 

１０部 1686 文永寺 野呂 全法 1666 妙徳寺 光山 秀雲 

１１部 1708 高照寺 吉田 勝也 1715 金嶺寺 石井 康州 

１２部 1734 耕雲院 成瀬 春道 1736 太陽院 林 佳道 

１３部 1761 安樂寺 丸山 慈樹 1747 観音寺 梅田 宗孝 

１４部 1771 慈光寺 多田 清昭 1772 桂林寺 後藤 彰仁 

 

◎ 禅文化研究会・研修会(イスラム教を学ぶ)  

去る20日イスラム教を学ぶと題して研修会が行われました。パキスタンの宣教師他2名の通訳

との質疑が主であった。仏教徒の何倍もの信者を擁するイスラム教について無知であることが多

い。兄弟愛、平和、寛容、相互理解を主唱していることはわかったが細かなところははっきりし

なかった。時間が足りなかった。人種、国が違うものと相互に理解しあうにはもっともっと対話

が必要であろうと感じた。講師の皆様には誠意をもって懸命に説いて下さった。 



＜お願い お知らせ＞ 

 

◎ 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した。 
 
◎ 新旧宗務支所長交代茶礼 
来る 12 月 14 日(金)午後 5 時 30 分より「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したので、ご出席下さいますよう御願い申し上げます。 
 
◎ 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。 
 
◎ 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）に開催いたします。 

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

えして、教区挙げての荘厳なる法要にしたいと考えております。  
来年度になりますが、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。 
 
◎春季定期巡教 開教希望の取りまとめ 
平成 20 年 春季定期巡教に開教頂きたく１月２５日までには 各部取りまとめご連絡下さい。 

開教希望寺院は、開教日・時間を申し出で下さい。同じ日に希望が集まれば調整しますが、 

それでもダメなら 教区布教師会より派遣いただけます。 

本年の教区報に掲載の日時(例年ほぼ同じ開教です）を参考に計画下さい。 

  開教寺院には開教助成金１万円が助成されます。 開教師は、未定です。 
 

★ 次年度 支所長会・花園会部会長会は、平成 20 年 4 月 17 日(木)に開催 
 

    遠諱テーマ 『どう活かす わたしのいのち』 
 

愛知西教区ホームページ  URL http://aichi-west.jp/  御覧ください。 
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