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宗 務 所 便 り 
                                          2008 年 9 月 1 日発信    №．50 
 

                                          愛知西教区宗務所長 武山廣道 九拝 
謹啓上  暑い夏も過ぎ如何お過ごしでしょうか。 

 いままで降らなかった分一気に豪雨となって落ちてまいりました。全国各地で被害が出ておる

ようで御見舞い申し上げます。考えられないような気候の変化が著しい昨今です。油断しないよ

う危機管理につとめたいものです。 
                                       頓首 
 
8月の報告 
8日～17 日 本所、宗務所、宗務支所 盆休み    

21 日～24 日 本派安居会                  於、本山 

29 日～31 日 花園会夏季講座                於、本山、花園大学 

30 日～31 日 禅寺一日入門（青年僧の会）          於、一宮・妙興寺 

 

9月の予定 
3日～ 4 日  特別布教研究会                 於、本山 

4 日     法燈行脚打ち合わせ会             於、本山 

10 日     詩偈研修会                                   於、徳源寺 

16 日         無相教会寺庭婦人地方講習会             於、沖縄・平和記念公園 

17 日～19 日 前堂職法階取得研修会             於、本山 

24 日     月授戒会                    於、瑞泉寺     

25 日      教区花園会女性部研修会                   於、宗務所 

25 日     教区連合会 寺庭婦人講習           於、宗務所 

27 日～28 日  教区ボランティア委員研修会          於、本山 

29 日～10 月 1 日   定期宗議会                 於、本山 

 

＜報 告＞ 
 
◎「ミャンマー・サイクロン、中国・四川大地震」災害・義援金募金の報告 
 皆様にご協力いただきました「ミャンマー・サイクロン、中国・四川大地震」災害・義援金募

金は、¥852,685 円集まりました。厚く御礼申し上げます。 

花園会本部に送らせていただきます。 

 

◎ 教区学徒研修会・集団得度式の報告   青年僧会長 14部 海音寺 磯谷信彦 
去る７月２９日、名古屋の徳源寺様を会所として青年僧主催の集団得度式を開催させて頂きま

した。当日は猛暑の中、戒師に江松軒老大師、引請師には宗務所長の白林寺様をお願いし、公職

者の方のご臨席を賜る中、御荷担頂きました多くの青年僧の皆様のお陰を持ちまして、無事に円

成する事ができました。この場をお借りして厚く御礼申し上げます。 
年齢は様々ですが今回は総勢２６名の方が新たに得度を受けられ、仏弟子としての第一歩を踏み

出されました。まだ小さいお子さんも多く、これから我々青年僧同様に多くの研鑽を積んで行か

ねばなりませんが、宗門の未来を背負う『金の卵』を厳しくそして暖かく見守っていただきたい

と思います。 
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＜お願い お知らせ＞ 
 
◎ 豪雨被害の調査・報告について 
 去る 8月 28･29日におきました 豪雨で被災されました皆様にお見舞い申し上げます。 
教区では、花園会員様で被害を受けられました方の調査をし、花園会本部に報告をいたします。

花園会本部より被災の花園会員に「災害見舞金」を送らせていただきます。 
 つきましては、各寺院にて被害状況をまとめて、支所長に報告書を提出。支所長は部で集計し

て所長に報告書を提出して下さい。詳細は、花園会本部へお尋ね下さい。 
※報告内容 
 ①氏名 ②住所 ③内容（例・床上浸水、床下浸水、建物崩壊など） 
 
◎ 教区花園会・女性部研修会のご案内、参加募集の御願い 
来る、9月 25日(木)午前 10時より、午後 2時 30 分まで、宗務所(白林寺)において「教区花

園会・女性部研修会」を開催いたします。 
各部より、女性部会長様を含めて 5名 の参加募集を御願いいたします。 
支所長様には恐縮ですが、9月 10日までにまとめていただき 宗務所へ氏名、住所を報告下さ
いますよう御願い申し上げます。 
 
◎ 秋彼岸 特別布教 
巡教師は、岐阜東教区 台番 2277 龍門寺 田尻和光師。 

各部(支所)で１か所は開催をしていただきたいと念願いたします。聞法の機会をつくることは教

化の一環です。 

 

◎ 開山 650年教区遠諱法要、第 53 回花園会愛知西大会、荷担のお願い 
                               教化本部 
 10 月 28 日（火）午前 10 時から午後 4時 30 分頃まで開催いたします、「教区遠諱法要、第 53

回花園会愛知西大会」のご荷担を以下の皆様にお願いいたします。尚、該当の皆様には、9月 1

日付けで 「荷担依頼状」を発信させていただきますので宜しくお願いいたします。 
 ①支所長様 14名    ②推進委員様 14名     ③セミナー委員様 11名  
④花園会部会長 14名  ⑤花園会女性部部会長 14名 ⑥青年僧の会 9名 
⑦教区梵唄講師 3名   ⑧寺庭婦人会 4名      ⑨教区役員  8名 
以上 91名の皆様にお願いいたします。 
※ セミナー委員、青年僧の会にて人数が少ないのは、推進委員等と兼任をされておりますの

でご了承下さい。 
 
◎ 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
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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。 
 
※ 各寺院花園会会長様には、支所長様経由にて各寺院に「案内状」を配付しましたので、 

寺院花園会会長様（午前の部参加者）にお渡し下さいますよう宜しくお願いいたします。 
 
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。 
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。御予定をいただきますように宜しく御願いいたします。 
 
※ 僧侶の皆様は、「第 53 回花園会愛知西大会」参加費 1000円は 不要です。 
 
◎ 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、募集をお

願いいたします。参加費 1，000 円。 

 ※ 各寺院花園会会長様も 会費をお願いいたします。 

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。 

 各支所へ花園会愛知西大会「参加募集・申込用紙」を花園会員数の 1／2の枚数（8，000 枚）

を配布いたしました。支所長様には、各寺院に募集会員数の 8倍を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。 

 

◎ 兼職実態調査のお願い 

調査票にご記入の上、９月末日までに宗務支所長様に提出してください。兼職の無い方もご回

答ください。 

 
◎ 特別報恩写経の推進 
 すでに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。納経された花園会員の方には大変喜ばれます。 
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◎ 教区寺院セミナー現地研修会のお知らせ              教化本部 

来る 11 月 20 日（木）教区寺院研修会を開催いたします。会場は多治見市・虎渓山永保寺、

美濃加茂市・伊深 正眼寺を訪れ、代表的な禅の庭と開山無相大師ゆかりの地を訪ねます。 

詳細につきましては、改めてご案内をいたします。多数の御参加をお待ちしております。 

 

◎ 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。 

※バスの代金は、教区花園会・研修会予算にて準備をいたします。 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。予定人数 120 名。 

 

◎ 第 44 回本山寺庭婦人研修会 

例年 3月にありますが今年度は、平成 20 年 10 月 20～22 日の 2泊 3日で、参加費 15、000 円。

本山での研修会受講は義務制です。寺庭婦人で未履修の方はお連れだって是非受講下さい。 

昨年より未就学児の託児所が設置され日中は研修会に集中していただき、夜はお子様と一緒に休

めます。託児が難しい方には付添者１名を認め、その宿泊費は無料(教学部負担)です。 

但し事前申込みのこと。 

履修希望者は、9月 20 日までに宗務所へお申し込みください。 

  
※ 本派寺庭婦人台帳未登録の方は、登録を済まされますようお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

    遠諱テーマ 『どう活かす わたしのいのち』 
 
   妙心寺展 （於、名古屋市博物館） 
         平成 21年 10月 10日～11月 23日 


