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宗 務 所 便 り 
                                          2008 年 6 月 1 日発信    №．47 
 

                                          愛知西教区宗務所長 武山廣道 九拝 
謹啓上  暑気日ごとに加わり初夏の候となりました。 

 さてミャンマー・中国においてたいへんな大災害が起こりました。被災者も何万人、死者も数

万人という現況把握ができていないのが現状です。国は違えど被災された皆様にはこころよりお

見舞い申し上げます。お亡くなりになられた方々には心より哀悼の意を表します。 
東海大地震も必ずあると言われております、伊勢湾台風のような大風が来るやも知れません。 
いつ来てもいいように日頃の危機管理を怠らず備えておきたいものです。 
                                       頓首 
 
5月の報告 
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 

10日     教区報編集会議                於、宗務所 

15日     法燈行脚 会議                於、本山 

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 

18日     9部 前原・福昌寺庫裡落慶、開創500年祭    於、福昌寺 

19日     教区報編集会議                於、宗務所 

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 

24日     月授戒会                                      於、瑞泉寺 

28日     寺庭婦人会 総会               於、瑞泉寺 

 

6月の予定 

 6日     教区連合会 支部講師実務者会議        於、犬山 

11日～12日  仏教講座中間スクーリング           於、本山 

11日     詩偈研修会                  於、徳源寺 

13日     妙心寺展実行委員会              於、名古屋市博物館 

17日     本山参拝推進本部会議             於、本山 

18日     青年僧の会 研修会              於、名古屋 

18日～20日  第1回前堂職法階取得研修会           於、本山 

19日     愛知尼僧団 総会 

21日～22日  大衆禅堂大接心                於、伊深・正眼寺 

24日     宗務所長 任期満了 

24日     月授戒会                                      於、瑞泉寺 

26日     花園会本部 新亡供養             於、本山 

 



 2

＜報 告＞ 
 
◎ 宗務所長選挙 報告                愛知西教区 選挙長 
去る 4 月 25 日 宗務所長総選挙宣示発布がなされ、5 月 7 日 立候補・立会人届けがなされま

した。定数 1 名、立候補者 1 名。したがいまして、候補者が当選人となりました。 
 当選人 〒460-0008 名古屋市中区栄三丁目 25-18  

台番 1555 白林寺住職  武山廣道師 
  以上 報告申し上げます。 
※ 任期は 4 ヵ年、6 月 25 日より引き続き 2 期目の就任となります。 

 
◎『教区報』発行、配布のお願い 
 平成 20 年度 愛知西教区『教区報 38 号』を 6 月 1 日に発行いたします。 
「愛知西教区報」が出来上がりしだい、支所へ配布をいたします。 1,500 部印刷。 支所長

様には各寺院に配付をお願いいたします。配付数、有住寺院 5 冊、兼務寺院 3 冊といたし

ます。尚、寺族のお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。  
各寺院におかれましては、責任役員にも配付をして下さい。 
 

◎  本派人権擁護推進委員・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(木)～９日(金)本山・花園会館にて、「本派人権擁護推進委員・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

が集い、私も出席をしてまいりました。 

研究会の内容は、まず委員長より平成２０年度人権擁護推進指針（案）が報告されました。講

義Ⅰとして、総務部長・松井宗益師より「本派における人権に関わる諸問題」と題し、本山に届

けられる数々の問題についてのお話がありました。人権というよりは、僧侶の資質の低下を感じ

るものばかりで、宗教者のあるべき姿を僧侶一人ひとりが確認をする時が来ているように思われ

ました。 

講義Ⅱでは、花園大学社会福祉学部教授・東牧子氏による「女性のメンタルヘルスと性差別」

と題しお話がありました。昨今は、制度や法律など変わってきたけれども、まだまだ根強い女性

への性差別がある現状を知らされました。私達は無意識のうちに差別している自分を時折振り返

り、チェックしていく事が大切であり、人権問題を自らのものとし、豊かな人権感覚を養う必要

があると感じました。その他、班別討議などがあり議論を深め、２日間の日程を終え帰山いたし

ました。 

 
◎ 第 1 回教区寺院セミナーの報告        運営委員 永弘院 丸毛俊宏 

去る 5 月 21 日（水）、名古屋都市センター14 階会議室に於いて、本年度第一回目の教区寺院 
セミナーを「禅語と墨蹟」のテーマのもと、3 名の講師をお招きし開催いたしました。 
まず、天龍寺国際禅堂師家・花園大学国際禅学科教授の安永祖堂老師より「禅語」を中心とし 

た漢詩・偈頌・法語について、お話しいただきました。一般的な花鳥風月を主とする漢詩の見方 
とは異なった禅の立場での漢詩の味わい方は如何なるものなのか、平仄の説明を交えながら李白 
の「早発白帝城」の詩を例に解説していただきました。その後、『禅林句集』を扱う上での注意 
すべき点、引導法語の構造・成り立ちについて詳細していただきました。 
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次に、花園大学国際禅学研究所教授の芳澤勝弘氏より「墨蹟」について、歴史的観点から白隠 
禅師を境にしてどのような変化が生じたのか、文化的観点から茶人との関わり方はどのようなも 
のであったのか、また中国と日本の墨蹟の違いは果たして何であるか等、お話しいただきました。 
さらに、圜悟克勤禅師の墨蹟を基に内容考証の重要性を示していただき、貴重な墨蹟であるが故 
の奥深さを垣間見ることができました。 
最後に、翠林堂表具店の林富三氏より「墨蹟の取り扱い」について、掛け軸の名称、扱い方な 

どを中心にお話しいただきました。普段、我々が目にし 手に取る機会の多い墨蹟について、視 
点を表装という立場に変えただけで、伝統的な歴史や文化が横たわっていることを痛切に感じる 
ことが出来ました。 
 
※吉澤先生より墨蹟（読解、鑑賞）勉強会を 2 ヶ月に 1 回ぐらいの割で継続したら如何か提案

を頂いております。20 名ぐらいの参加者があれば発足してもいいのですが・・・ 
 
◎ 発展拡充講習会、第 22 回奉詠大会                     教区連合会 
花園流御詠歌・発展拡充講習会と第 22 回愛知西教区奉詠大会が、5 月 8 日・9 日江南市民文化 

会館で行なわれました。講習会参加者 350 名。奉詠大会は 30 支部、500 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、犬山の龍泉院支部が受賞。 

須藤芳順詠鑑、羽澄直樹副詠鑑、水野美代子名誉師範、釈 厚子、井村妙子講師を迎え、講習会 

大会とも好評でした。部連合会長・花園会部会長さまにもご荷擔ご参加いただきました。 

なお愛知西教区連合会より開山 650 年遠諱用白幕 6枚（金 95 万円）を本山遠諱局に寄進させ 

ていただきました。ご協力賜りました会員の皆様には心より御礼申し上げます。 

 
＜お願い お知らせ＞ 
 
◎「ミャンマー・サイクロン、中国・四川大地震」災害・義援金募金のお願い 
本派花園会本部より 5 月 15 日に、各寺院へ上記の内容にて義援金募金のお願いが発信されま

した。また、5月 23 日付けにて愛知西教区から各寺院へ義援金のお願い文を発信いたしました。 

 教区にて義援金を一括集約して花園会本部へ送付させていただきます。 

皆様にはご理解ご協力をお願い申し上げます。  

教区よりの依頼状 下部（赤色）振込用紙をご利用下さい。 

尚、締め切り日 8 月 31 日までに願います。 

 

◎ 開山無相大師 650 年・教区遠諱法要について           教化本部 
 開山無相大師 650 年遠諱法要が来る平成 20 年 10 月 28 日（火）（友引）に確定。 
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

める花園地方大会を開催します。 
 宗務支所を通じまして拝請させていただきます。昼食の関係で寺院役員 1 名の参加をお願い

いたします。準備の都合上、後ほど出欠の有無をお尋ねいたします。 
午後の部（花園地方大会）は、特別講演「慈のこころ 悲のこころ」五木寛之氏が決定していま

す。後ほど募集要項を配布させていただきますので参加募集をお願いいたします。 
  
◎ 第 2 回本派安居会のご案内  
8 月 21 日（木）～24 日（日）3泊 4日の安居会が本山にてあります。希望者は申し出下さい。 
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◎ 本山集団得度式・本山学徒研修会のご案内 

 7 月 24 日（木）～25 日（金）に実施されます。希望者は申し出ください。 

 始入法階を禀承された者は、本山学徒研修会の履修義務がございます。 

 

◎ 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。  
 
◎ 特別報恩写経の推進 

 花園会員数配布されております写経の推進お願いいたします。写経用紙不足な方は、申し出に 

より花園会本部にて無料でいただけます。法要・行事などに配布し写経のご縁を広めていただき 

たく存じます。写経する機会を与えてあげることが教化になります。遠諱をご縁に報恩写経の推 

進をお願いいたします。 

 

◎ 雨安居 初掛搭届 

修行専門道場へ初掛搭されたお方がありましたら初掛搭届を提出ください。6月末日までに提

出ください。助成金が出ます。 

 

◎ 本山からの弔辞 

 花園会員・寺院役員・無相教会会員向けの本山からの弔辞文が用意されています。特に寺に 

対し貢献のあった檀信徒・会員逝去の際、ご利用になるとお喜びになると思います。 

宗務支所・宗務所にあります。 

 

◎ 岐阜西教区安居会のご案内 

 6 月 27 日（金）～29 日（日）岐阜瑞龍寺專門道場にて地方安居会が開催されます。参加希望

者は宗務所まで申し出ください。詳細を送ります。 

 

 

    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 


