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宗 務 所 便 り 
                                          2008 年 7 月 1 日発信    №．48 
 

                                          愛知西教区宗務所長 武山廣道 九拝 
謹啓上 暑い夏の季節となりましたが皆様にはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 

 さて今年もはや半分が過ぎ去り、盆行事も近づきお忙しくなることと存じます。お身体を大切

にご自愛くださいますようお祈り申し上げます。                  頓首 
                                        
 
6月の報告 
1日     教区報発行                  於、宗務所 

 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 

17日     本山参拝推進本部会議（本部役員）       於、本山 

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 

23日         教区連合会 役員会議             於、西本     

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 

 

7月の予定 
4日     第３２回部落解放講座             於、勤労会館 

 9日     花園会会長会                 於、本山 

9日     詩偈研修会                  於、徳源寺 

16日～17日  無相教会師範準師範研究会            於、本山 

23日     本山参拝推進委員会              於、本山 

24日     本山集団得度式                於、本山 

24日     月授戒会                   於、瑞泉寺 

24日～25日  本山学徒研修会                於、本山 

29日     愛知西教区学徒研修会、集団得度式       於、徳源寺 

29日～31日  社会事業従事者研修大会 

 

＜報 告＞ 
 
◎ 平成 20年度 青年僧の会総会       青年僧の会会長 14部 磯谷信彦 
５月１６日（金）に徳源寺様を会所としてお借りして江松軒老大師はじめ、公職者の方々、多

数の会員の皆様の御出席をいただき平成 20年度の青年僧総会を開催いたしました。 
本堂での開会式に引き続き、場所を庫裏に移し、役員の改選・承認の件及び本年度の活動計画

や予算案などが議事として話し合われました。本年度の青年僧は臨時行事として７月２９日に

「集団得度式」を予定しております。今後も会員の皆様方のご意見も聴きながら、本年度の年間

テーマでもあります『視野を広く、見識を広げよう』をモットーに活動してまいりたいと思って

おります。 
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青年僧研修・懇親会のご報告 
４月に役員が新しく改選され、そのご挨拶と集団得度式のご連絡、御荷担依頼も兼ねまして 

６月１８日（水）に名古屋栄の居酒屋『漁村』白川店において青年僧の懇親会を開催いたしまし

た。当日は３０名余りの会員の皆様に御参集いただき、和やかな雰囲気の中、先輩、後輩、縦横

の垣根を越えて様々なご意見が飛び交う貴重な相互の情報交流の場となりました。 
 
◎ 寺庭婦人会総会                   全徳寺 吉田美穂 
 平成２０年５月２８日、犬山瑞泉僧堂にて愛知西教区寺庭婦人会総会が開催されました。朝か

ら梅雨のはしりのようなどんよりとした天気でしたが、本堂に入れば一変。初夏の乾いたさわや

かな風が吹き抜け、すがすがしい気持ちで総会に臨みました。 

 今年も、先亡供養から始まりました。故人を想うとともに、寺庭として生涯を全うした方への

尊敬の念があふれてきました。 

 続いての総茶礼では、「梅湯」をいただきました。梅湯は大変おいしく、手間のかかった総茶

礼に感謝いたします。 

  

小倉宗俊老大師様のご法話は「僧堂はとてもいいところです。少しでも長くお子さんたちを僧堂

に置いてほしい。」と始まりました。 

本日のご法話のテーマは「菩薩」。いろいろな姿の菩薩があるが、あくまでもひとりひとりが菩

薩である。心と行が一致して「仏たらんことを求める」それでこそ「菩薩」となれる。ただお寺

の住人ではなく、お寺に来た人が少しでも心が楽になるような寺庭になってほしい。自らが「菩

薩」であるということに自信を持ってほしいとおっしゃいました。寺を守る私たちにとって基本

であること自覚いたしました。 

  

総会では四人の尊宿の皆様にご祝辞をいただきました。 

 ご祝辞の中に寺檀紛争をなくすためには、檀信徒の皆さんの気持ちを考え理解し合わなければ

ならない。また、寺としてやるべきことをしっかりやらなければならない。私たちの口から出る

言葉は、時として「妙心寺派全体の意見」として取られるので気を付けるべきという厳しいご指

摘もあり、日頃の生活を振り返り反省いたしました。 

  

寺庭の保護や退寺の際の功労金について建長寺派の紹介があり、今後の愛知西教区にも期待がふ

くらみました。四五歳までの住職を青年僧の役員として出してほしいとのお願いもありました。 

 会長からは、「会長選出方法、任期」の見直しについて考えてほしいという提案ありました。

アンケートにも特に「任期」については、「二期（四年）でもよい」という多数の意見があり、

委員会で検討する運びとなりました。 

 受付にて「ゼンデラレッスン」の販売も行いましたが、事前の注文の約倍の八十冊が完売とな

りました。アンケートでも大多数が「ゼンデラレッスン勉強会に参加したい」と答えておりまし

た。今後、愛知西教区寺庭婦人会でも事業としていきたいと思います。 

  

瑞泉寺僧堂 小倉宗俊老大師様、雲水様には大変お世話になり、感謝いたします。 

最後に、尊宿の紹介をもって感謝の意を表します。 
 
宗務所長  白林寺 武山 廣道様  

宗議会議員 陽徳寺 宮川 禅麿様  

宗議会議員 寶珠寺 林  冏成様 

教化主事  円光寺 山田 英隆様     ありがとうございました。  
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◎本山 花園会新亡供養                       教化主事 
去る 6月 26 日(木)本山にて、花園会本部主催「新亡供養」が行われ参加しました。当日、愛

知西、愛知東、東京、北関東教区の法要日にて総参加者 492 名、愛知西教区からは 453 名の参加。 

曇り空ながら涼しく過ごしやすい天候でした。 法堂内は椅子席にて参加者には好評です。 

午前 10 時より山内寺院、部長方のご出席をいただき、雪香室管長猊下導師のもと本尊回向、

開山回向、花園会員物故者回向が厳かに勤められました。法要後、管長猊下からご挨拶・お話が

あり、本山南門の伝道掲示板に「母が拝めば 子供も拝む 後ろ姿の美しさ」のことばを引用さ

れ、本山にての精霊供養のお話しにてご先祖様と共に生きる内容のお話しをいただきました。 

引き続き常任布教師・上沼雅龍師の法話を拝聴してから会場を退堂。 微笑殿に移動し、「あじ

ろ｣の精進料理をいただき 11 時 45 分には終了いたしました。  

 
◎ 宗務所長 2 期目の方針 
開山６５０年遠諱関連行事の推進に邁進したいと存じます。後は恒例行事のますますの発展に尽力

すること。なお花園会活動の活性化を目標に目指してまいりましたが、まだまだ参加が少なく感じており

ます。各寺でそれぞれ工夫して布教教化しておられることと存じますが、本山・教区主催の行事も積極

的に取り入れ参加をお願い支度存じます。ましてや檀信徒から訴訟を起こされるような疾しい行為は厳

に謹んでいただきたく思います。教区内寺院・花園会員の皆様のご協力無くしてはなにも成就いたしま

せん。何とぞよろしくご法愛のほどお願いいたします。 

 

＜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）振込取扱表をご利用下さい。 

尚、締め切り日 8 月 25 日までに振込み下さい。現在募金３５万円程集まっております。 

 

◎ 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年遠諱法要を愛知西教区では、 

平成 20年 10月 28日（火）（友引）午前 10時より 開催いたします。 
 6月初旬には、支所を通じて 各和尚様に拝請状を発信いたしました。 
支所長様には、再度 出席の要請をお願いいたします。各和尚様にはご多用の時期とは存知ます

が御出頭をお願いいたします。拝請状は、住職、垂示をされた方全員に出しております。お体の

ご不自由な方、病気療養中の方はご無理をなさらないようにと、支所長はご配慮下さい。以外の

方には、全員出席にてお願いいたします。 教区より出席名簿を支所に配布いたしますので確認

をお願いいたします。 
  
又、各寺院より花園会役員様 1 名（各寺院花園会長、又は代理の方）の御出席をお願いいたし
ます。当日は、午前 10時より式典、引き続き 開山 650年遠諱愛知西教区法要。管長猊下を導
師に御迎えし、各寺院の花園会会長様と共に法要を行ないます。 
午後 1 時から、「第 53 回花園会 愛知西教区大会」。花園会員様、並びに一般の方を迎えて、
妙心寺派の教えを一般社会に広めるようにと、式典につづき「特別講演 五木寛之氏」をお迎え

して「慈のいのち 悲のいのち」と題して講演をしていただきます。 



 4

午前中の遠諱法要、午後の花園会愛知西教区大会と終日のご予定にてお願いいたします。 
今回の「650年教区遠諱法要、花園会愛知西教区大会」を「第 2回教区寺院セミナー」とし、研
修会として開催いたします。 僧侶の皆様、寺庭の皆様、寺族の皆様にも是非御参加賜わります

ようにご案内申し上げます。今から御予定をいただきますように宜しく御願いいたします。 
 
◎ 第 53 回花園会愛知西大会 参加者募集のお願い       教化本部 

 平成 20年 10月 28日（火）（友引）午後 1時より 中京大学文化市民会館にて教区遠諱法要
に引き続き開催いたします。 
募集人数は、1，000 名。 各支所単位にて募集希望人数のお願いをいたしますので、支所長様

を中心にして募集をお願いいたします。参加費 1，000 円。 

尚、1階席（1542 席）を花園会員用、2階から 4階（749 席）を一般用に区分けいたします。 

花園会員様の募集予定人数を超えても受け入れは十分可能です。多くの方のご参加募集をお願い

いたします。 

 

 7 月 1 日までには、各支所へ花園会愛知西大会「参加募集・申込用紙」が到着いたします。 

花園会員数の 1／2の枚数（8，000 枚）を配布いたします。支所長様には、各寺院に配布し募集

のお願いをして下さい。締め切りは 9 月末日、参加費＠1，000 円を添付し、支所でまとめてか

ら宗務所へ提出して下さい。 

 

各部 募集希望会員数  （1000 名） 

部 募集会員数 配付枚数 部 募集会員数 配付枚数 

1 部 177 1420 8 部 44 360 

2 部 69 560 9 部 109 880 

3 部 34 280 10 部 134 1080 

4 部 49 400 11 部 75 600 

5 部 73 590 12 部 36 290 

6 部 51 410 13 部 33 270 

7 部 56 450 14 部 61 490 

 

 

◎ 兼職実態調査のお願い 

「おかげさま」お盆号と共に教学部より兼職について調査票が来ていることと存じます。 

調査票にご記入の上、９月末日までに宗務支所長様にお渡しください。 

 

◎ 花園会 全国大会 
 来る１２月６日（土）京都国際会館大会議場において開催されます。教区一括して申し込み、

バス（日帰り）にて参加予定です。当教区の参加募集要項は、あらためて配布させていただきま

す。参加推進のご協力お願いいたします。 
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◎ 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。納経しますと各自に本山より納経証が送付されます。 

 

◎ 花園会員名簿の提出 

 花園会員の死亡、脱会、入会、住所・世帯主の変更など異動があれば提出ください。いろい

ろ変動があろうかと存じます。定期的に名簿を提出されることを希望いたします。同じ書式であ

ればＰＣで作成されたものでも可です。 

 

◎ 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。  
 

 

 

 

 

 

 

    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（予定） 


