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宗 務 所 便 り 
                                          2008 年 10 月 1 日発信    №．51 
 

                                          愛知西教区宗務所長 武山廣道 九拝 
謹啓上   秋もたけなわとなってまいりました。 
今月は開山 650 年遠諱教区法要が厳修される予定です。多数のご出頭・ご参加を望んでおりま
す。また関連行事の推進にご協力いただきますようお願いいたします。我々妙心寺派の教えをア

ピールするチャンスです。自らの礎を確立することにも繋がってゆくことであると確信しており

ます。不断の布教教化、宗教行事への参加機会を数多く提供してゆくことが肝要かと存じます。 
いろいろお世話になりますがご協力のほど願います。 
                                       頓首 
 
9月の報告 
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 

14 日   第９部  台番 1661  宗榮寺閑栖  林 淨月師  92 歳   遷化 

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 

20 日～27 日 秋彼岸特別布教 

22 日     宗榮寺閑栖  林 淨月師津送          於、瑞泉寺別院 

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 

25 日     教区役員会                  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 

 

 

10月の予定 
1日         第９部 犬山 臨溪院齋会            於、臨溪院 
5 日     達磨忌 

8 日      詩偈研修会                                   於、徳源寺 

14 日     教区遠諱法要 会場打ち合わせ         於、中京大学文化市民会館 

19 日     妙興寺孤雲室老大師 歴住開堂         於、本山 

21 日     妙心寺展(名古屋)会議             於、名古屋市博物館 

22 日     教区遠諱法要 衆評              於、中京大学文化市民会館 

22 日     教区花園会運営委員会             於、中京大学文化市民会館 

24 日      月授戒会                    於、瑞泉寺     

27 日     教区遠諱法要準備               於、宗務所 

28 日     教区遠諱法要（開山無相大師 650 年） 

第 53 回愛知西教区花園大会           於、中京大学文化市民会館 

29 日～30 日  宗務所長会                  於、本山 

 

＜報 告＞ 
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◎教区花園会女性部研修会                   教区花園会 
 去る 9月 25日午前 10時より宗務所（白林寺）にて、平成 20年度 愛知西教区花園会女性部
研修会が開催されました。会員 87名の参加を得て、宗議会議員様、教区花園会会長様の臨席を
いただきました。開会前に書院にて写経を各自が行い静かに心休める時間ができました。 
本堂にて開会の辞、全員で「般若心経」を読み本尊回向、教区花園会女性部会長の挨拶、来賓・

宗務所長挨拶、来賓紹介。引き続き、特別布教師・岐阜県 龍門寺住職 田尻和光師の法話をい

ただきました。昼食後、午後 0時 40分から「二胡のミニコンサート」名古屋を中心に活躍中の
張 濱（チャン・ビン）氏の演奏がございました。白林寺本堂のコンサートは緑の木々の 
中で爽やかな空気に育まれ、「二胡」の響きが優しくゆったりと体に沁みこむように感じました。 
楽しい一時を過ごす事ができました。又、張 濱氏の故郷・中国で起きました地震の募金をお願

いし、四川大地震義捐金（おかげさま献金）として 67，447 円が集まりました。今回は張 濱
氏に委託して、被災の支援に活用して頂きます。張 濱氏も大地震義捐コンサートを開催されて

おります。皆様にご協力いただき誠に有難うございました。 
     
＜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） 
 
◎ 教区花園会運営委員会のお知らせ 
来る、10月 22日（水）午後 1時 30分より教区花園会運営委員会を開催いたします。 

各支所長、各部会長、各女性部会長、宗議会議員、教区役員の皆様には案内状を発信いたしまし

た。ご出席いただきますように御願い申し上げます。 
 部内で欠席者がある場合は支所長が集約し、10月 15日までに教化主事へ連絡下さい。 
 
◎ 開山 650年教区遠諱法要、第 53 回花園会愛知西大会、衆評のお願い 
来る、10月 22日（水）午後 1時 30分より「教区遠諱法要・第 53回花園会愛知西大会」 

衆評を開催いたします。「教区花園会運営委員会」とも重ねて行います。 
 衆評後、恒例ですと「晩炊」がありますが、予算の都合もあり「茶礼」にての開催といたしま

す。宜しくご理解賜わりますようにお願い申し上げます。 
 （午後 1時 30分～2時 30分の予定でおります。） 
 
◎ 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」のご荷担をお願いいたします。 
役寮の方は 午前 8時 中京大学文化市民会館（名古屋市民会館）大ホールロビーに集合 
して下さい。 
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◎開山 650年教区遠諱法要、教区内尊宿 各寺院花園会会長 当日の予定 
受付は 午前 9時より開始いたします。 
午前 9時 40分 五声支度、 9時 50分には 出頭衣にて客席に着席を御願いします。 
午前 10時 式典開始。 早目に到着いただきご準備を御願いいたします。 
 昼食後、午後 1時から「第 53回花園会 愛知西教区大会」を開催いたしますので、午後 
の部もご参加を御願いいたします。 
 
◎ 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。 
 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。 
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。 
 
◎ 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。 
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。 

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。  

 ※ 又、「当日受付」も用意しておりますので募集して下さい。 

 ※ 尚、「当日受付」の方は「一般扱い」にて対応させていただきます。（記念品が違います） 

 

◎ 参加者名簿 参加費について 

 支所長様には 10 月 12 日までに、部内の参加者名簿を宗務所へ送付して下さい。（記念品の

準備がありますので参加人数だけでもお知らせ下さい。） 参加費は後日に送金されるか、10 月

22 日の「衆評・花園会運営委員会」の折にご持参ください。 

 

◎ 平成 21年 春定期・秋特別 巡教のお伺い 
 来年は、開山６５０年遠諱正当年となり本山への遠諱団参が予定されております。それに先立

ち例年開教しておられます寺院には変わらず開教されるや否やお伺いいたします。 

中止されます寺院はお申し出ください。 
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◎ 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。 

 

◎ 教区寺院セミナー現地研修会参加者募集           教化本部 

来る 11 月 20 日（木）教区寺院セミナーを開催いたします。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。 

講師に斎藤忠一氏をお招きして現地で庭園の説明をしていただきながら研修をいたします。 

参加費 3000 円。多数の御参加をお待ちしております。 

 

◎ 花園会 全国大会 参加募集 
 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。  会費 5000円 
※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。 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。 

参加募集数 各部 10 名を目標に御願いいたします。 

 

バス出発地、       出発時間    乗者数 

1、名古屋駅西口 噴水前     7：45 発    40 名 

2、名鉄犬山駅西口 ロータリー  7：30 発    40 名 

3、一宮駅前 アビバ横      8：00 発    40 名 

 

 

 

 

    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 


