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宗 務 所 便 り 
                                          2008 年 5 月 1 日発信    №．46 
 

                                          愛知西教区宗務所長 武山廣道 九拝 

 
謹啓上 新緑若葉に映えて清々しい候となりました。 

新年度に入り行事が目白押し何かとお忙しく走り回っておられることと存じます。また宗務所

長選挙の事務も加わり準備に奔走しています。この 4 年間ご法愛を賜り厚く御礼申し上げます。 
                                       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 

4日     教区役員会                  於、宗務所 

7日～ 8日  第1部 本山団参                               於、本山 

8日     降誕会 

8日～12日   本山 恒例法要                於、本山 

9日     詩偈研修会                  於、徳源寺 

10日     教区監査、地区長会              於、宗務所 

14日     第2部花園会 遠諱団参                         於、本山 

15日～16日  詩偈講座・中間スクーリング          於、本山 

17日     教区花園会部会長会、支所長会         於、名古屋都市センター 

17日～22日  「無相大師遺誡を訪ねて」中国訪問(無相教会)  於、中国 

22日～23日  第4部 本山団参                              於、本山 

22日     教区寺院セミナー運営委員会          於、宗務所 

24日～25日  教化主事会                  於、本山 

25日     宗務所長選挙 宣示発布            於、選挙長（2部・泰雲寺） 

 

 

5月の予定 

 1日     教区報編集会議                於、宗務所 

 7日     宗務所長選挙 立候補届け日          於、選挙所（2部・泰雲寺） 

 1日～ 7日  本派安居会                  於、網干・龍門寺 

 8日     教区連合会 発展拡充講習会          於、江南市民文化会館 

 9日     教区連合会 奉詠大会             於、江南市民文化会館 

 8日～ 9日  人権擁護推進合同研究会            於、本山 

15日     法燈行脚 会議                於、本山 

16日     宗務所長選挙 投票日、開票          於、選挙所（2部・泰雲寺） 

16日     青年僧の会 総会               於、徳源寺 

16日～30日  臨黄合同高等布教講習会            於、本山、霊雲院 

19日     寺院セミナー準備会              於、宗務所 

21日     第1回教区寺院セミナー             於、名古屋都市センター 

21日     詩偈研修会                  於、徳源寺 

28日     寺庭婦人会 総会               於、瑞泉寺 
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＜報 告＞ 
 
◎教区花園会たより『おかげさま』発行、配布のお願い 
 平成 20 年度 教区花園会たより『おかげさま』を 4 月 1 日に発行いたしました。 
花園会員数の 2 倍（32，000 部）印刷し、各支所長さまから各寺院に配付がなされたと思いま

す。花園会員様、並びにご縁のある方（檀家様の法事に出席された方など）にも配付していただ

き、多くの方の目に触れるように各住職方は努力をお願いいたします。 
 
◎教区花園部会長会・宗務支所長会 報告 
 去る 4 月 17 日、名古屋都市センター会議室にて「教区花園会部会長会・宗務支所長会」が 
午前 10 時より開催された。午後 3 時に修了しました。 
 花園会部会長会 議題  

1，平成 19 年度 花園会事業報告 
2，平成 19 年度 花園会収入支出決算報告 
3，平成 20 年度 花園会事業計画 
4，平成 20 年度 花園会収入支出予算 
5，その他 協議事項 

① 教区花園会役員の選出 
② 開山無相大師 650 年遠諱 教区法要について 
③ 連合会 第 22 回奉詠大会・発展拡充講習会 
④ 奉仕団参・本山遠諱集中団参について 
⑤ 花園会本部行事参加推進 12 月 6 日（花園会全国大会 於、京都国際会議場） 
⑥ 花園会会報 『おかげさま』 
⑦ その他 
 

 宗務支所長会 議題 
1、平成 19 年度 教区事業報告 
2、平成 19 年度 教区収入支出決算報告 
3、平成 20 年度 教区事業計画 
4、平成 20 年度 教区収入支出予算 
5、その他 協議事項 

  ①選挙長選出 （宗務所長選挙） 
  ②教区遠諱法要 
  ③集中遠諱団参 
  ④妙心寺展 
  ⑤教区寺院セミナー 
  ⑥報告 （独居住職・寺族、定期巡教、人権擁護推進・同宗連、教区報、法燈行脚） 
   各会の報告 （青年僧の会、布教師会、寺庭婦人会、愛知尼僧団、詩偈研究会） 
          以上  
 
◎寺院セミナー運営委員会 報告 
 去る、4 月 22 日 宗務所にて、教区寺院セミナー運営委員会を開催しました。委嘱状を渡し

てからセミナーの運営方法、進め方などについて説明をいたしました。14 名の委員中 10 名が交

代され、初顔合わせと前運営委員さんとの交代茶礼をおこないました。 
新委員様には 2 年間 宜しくお願いいたします。 



 3

◎教化主事会 報告 
 去る、4 月 24・25 日、本山にて教化主事会が開催されました。 
教学部より、①定期巡教・特別布教の実施について  

②教区活動行事について  
③妙心寺ホームページについて。 

総務部より 「宗制の変更について」 秋頃にはバインダー式の改正された「宗制」が配付予定。 
      相談室に来た「相談内容」の紹介、檀信徒との交流の大切さ、人権の問題。 
花園会本部より ①遠諱関係事業について（団参、写経、花園会全国大会） 
        ②教区における花園会活動のありかた 
        ③寺院と責任役員のありかた 
  全体会にて、種々の質問がなされた。 
 
◎宗務所長選挙について 
 選挙長は、宗務支所長の互選により、第 2 部宗務支所長 泰雲寺住職 龍山正純師に決定。 
 

4 月 25 日に「宗務所長選挙」宣示が発布されました。  

5 月  7 日・ 立候補届け日              於、選挙所（2部・泰雲寺） 

5 月 16 日・ 宗務所長選挙 投票日、開票       於、選挙所（2部・泰雲寺） 

選挙長より 有権者に「宣示」「宣示発布のご案内」が発送されました。 

公平な選挙にて 教区の指導者「宗務所長」が選ばれますように 皆さんで注意しましょう。 

 

＜お願い お知らせ＞ 
 

◎ 第 1 回教区寺院セミナーのご案内 
来る、5 月 21 日（水）午後 1 時受付、於・名古屋都市センターにて「第 1 回教区寺院セミナ

ー」を開催します。本年テーマは「禅の文化」として、第 1回「禅語と墨蹟」の内容にて研修を

いたします。 僧侶の皆様はもとより、寺庭、寺族の皆様にもご出席をお待ちしております。 

詳細は事前に配布済み。 

 

◎ 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。  
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。 

 
◎平成 21 年 集中遠諱団参 
 平成 21 年 4 月 11 日（土）午前 9 時 開山無相大師 650 年遠諱大法要は、管長猊下の導師に

て厳修されますが当教区にて 500 名の動員が予定されております。現時点で 40 名のみの参加希

望にとどまっております。1 泊 2 日の旅企画が近畿日本ツーリストより提案されましたので紹介

いたします。部・寺院・個人単位での参加も視野にご検討ください。 
開山さまへの報恩のため何卒ご協力のほどお願いいたします。 
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    遠諱テーマ 『どう活かす わたしのいのち』 
 

 開山無相大師 650 年・愛知西教区遠諱法要 
平成 20 年 10 月 28 日（火）（友引） 

 
   妙心寺展 （於、名古屋市博物館） 
         平成 21 年 10 月 10 日～11 月 23 日 


