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宗 務 所 便 り 
                                          2009 年 6 月 1日発信   №．59 
 

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

謹啓上 初夏の候 貴山益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 さて、ただいま秋の中部地区妙心寺展の開催に向けいろいろ準備しているところです。開山

650 年遠諱の柱の一つとなっております「妙心寺展」の成功に向け、中部地区教区、信越教区の

方々共々一丸となってご協力いただいております。当教区におきましても地元として何かとお世

話になりますが皆様のご協力ご援助を切にお願い致します。 
                                       頓首 
 
5月の報告 
1日     「特別展・妙心寺」実行委員会 会議       於、名古屋西区「大森」 

 2日～ 8日  本派安居会                  於、本山 

 8日～12日  恒例法要                  於、本山 

11日     教区報編集会議               於、宗務所 

13日～14日  教化主事会                 於、本山 

20日     詩偈研修会                 於、徳源寺 

20日     寺庭婦人会総会・研修会           於、徳源寺 

20日～22日  布教師特別講座               於、本山 

24日     14部 海音寺晋山式             於、海音寺 

24日     月授戒（布教師・大野鍈宗師）        於、瑞泉寺 

25日     細川内局 任期満了               

26日     松井内局 発足 

26日     教区連合会 発展拡充講習会         於、江南市民文化会館 

27日     教区連合会 第 23回奉詠大会         於、  〃 

 

6月の予定 
 1日     『愛知西教区教区報』発行 

 3日～ 4日  無因宗因禅師 600年遠諱法要         於、本山 

11日      本山参拝推進本部会議             於、本山 

9日       詩偈研修会                 於、徳源寺 

13日      第 1回教区寺院セミナー           於、名古屋都市センター 

16日～17日  無相教会代表委員会              於、本山 

20日～21日  教区ボランティア専門委員研修会        於、本山 

22日～23日  人権擁護推進合同研究会            於、本山 

23日     教区連合会 講師・各支部実務者会議      

24日     月授戒（布教師・木下紹真師）         於、瑞泉寺 

24日～26日  前堂職法階取得研修会             於、本山 

29日      本山新亡供養 （愛知西教区該当日）      於、本山 

29日～7月 3日 本山新亡供養                  〃 

30日     教区連合会 役員会議 

 
＜報 告＞ 
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◎ 寺庭婦人会総会、研修会 
 ５月２０日徳源寺にて第２回ゼンデラレッスンが行なわれました。総会に所用で参加できなか

った者も加わり、会員の参加の意欲がうかがわれました。 

 今回は「御詠歌の勧め」と「法衣」について。 

「御詠歌」の講師は犬山市宗栄寺住職日坂宜祥尼様。「御詠歌」とは仏さまの教え(お経)を日

本語でやさしい言葉で書いてあり、たいへんわかりやすいものです。布教には最適なものである

と教えて下さいました。 

宜祥尼様は「大変緊張しています」とおっしゃりながらも『妙心寺開山忌御和讃』を奉詠して

くださいました。美しく落ち着いた声に一同聞き入りました。「では、皆さんも一緒にお稽古し

てみましょう」と言われた時には少し躊躇しました。いただいた楽譜は五線紙に太い細い波線な

どが書かれたもので、初めて楽譜を見たという者もおりました。１回目は小声で歌っておりまし

たが、数回のうちに気持ちよく歌っていることに気付きました。はじめに宜祥尼様の言われた「や

さしい、わかりやすい」ということがよくわかりました。 

つづいて、山田八郎法衣店の山田次郎様に「衣四方山話」と題して衣のお話とたたみ方の実技

を学びました。法衣の型も素材、色は時代と宗派によって異なります。それだけでなく名前も異

なり、３つに分かれるそうです。臨済宗の法衣は、栄西禅師の『興禅護国論』の「大国の大国の

法服を用ふべし」によるもので、中国は宋の時代の型です。大きさは袖を延ばすと約 360㎝、「九

条」という名前は大きさからきています。「大袈裟」という言葉も「大きな袈裟」から来ている

そうです。 

衣の部位の名前を学んだ後、たたみ方の実技です。部位の名称が分かったので、たたみ方の説

明もよく分かりました。大きな衣の扱いは大変ですが、衣の成り立ちを理解するとスムーズにい

きます。雲水様も含め、数名の者が実践してみました。若い雲水様が手慣れた手つきでたたまれ

るのには、慣れておられるとはいえ感心しました。 

最後に、お手入れの注意点を教えていただきました。また、本山の規定により常装には「制服」

を使用のことと念を押されました。タンスに化学系の防虫剤を使わないようにと天然の「防虫香」

をいただきました。 

短い時間に 2つという盛りだくさんな第 2回ゼンデラレッスン。とても有意義な学習会となり

ました。お忙しい中講師として来て下さった、日坂宜祥尼様、山田次郎様、ありがとうございま

した。                       

愛知西教区寺庭婦人会 ゼンデラレッスン 吉田美穂 

 
◎ 教区連合会・発展拡充講習会、第 23 回奉詠大会 
去る 5 月 26、27 日江南市民文化会館を会場に、教区連合会・発展拡充講習会、第 23 回奉 

詠大会が開催されました。26 日発展拡充講習会には、285 名の参加。 講師に、羽澄直樹詠鑑、

須藤芳順前詠鑑、水野美代子名誉師範、日坂宜祥準師範に指導を受けました。 27 日奉詠大会

には、435 名の会員が参加。団体の部、個人の部と奉詠され、日頃の成果を発表されました。 
詠鑑賞は、９部 光陽寺支部が受賞されました。 
 
＜お願い お知らせ＞ 
 
◎花園会愛知西大会 日程の変更のお知らせ 
 去る 4月 15日花園部会長会・支所長会の席にて、11月 4日「花園会愛知西大会」を開催す 

る旨お願いをいたしました。 名古屋市博物館にて開催中の「妙心寺展」行事と特別講演が重な 

り、「花園会愛知西大会」を 11月 10日（火）に変更をいたします。 
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午前の部は、午前 10時 30分から 12時まで。午後の部は、午後 1時 30分から 3時までの 2部 

制にて開催します。 

午前は、第 1地区（1部・2部・3部・14部）、第 2地区（4部・5部・6部・7部）。200名 

午後は、第 3地区（8部・9部・10部）、第 4地区（11部・12部・13部）     200名 

内容は、式典、花園会本部の講演、名古屋市博物館学芸員による「妙心寺展」文化財について

の講演、妙心寺展の見学。 

 詳細については後日に連絡いたします。宜しくお願い申し上げます。 
 
◎ 『愛知西教区教区報』の発行、配付の依頼 
平成 21 年度 愛知西教区『教区報 39 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 2 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。 
 
◎ 愛知西教区・各部ウォーキングコースの発表 
開山無相大師 650 年遠諱法要関連行事として、中部地区「妙心寺展」が開催されます。 

名古屋市博物館にての開催準備が進んでおります。 この機会に、地元の妙心寺派寺院を巡る 
ウｵーキングコースの作成をいたしました。(青年僧の会に依頼しました)。14 コースを巡り地元 
を知っていただければと思います。 コース表は 愛知西教区花園会ホームページに掲載します。 
ご利用ください。 
 また、「妙心寺展」期間中、４回( 10/18 、10/25、11/1、11/8 )ウォーキングラリーを開催しま 
す。各コースの寺院様にはお世話になりますが宜しくお願い申し上げます。 
 詳細は後日に連絡いたします。 
 
◎ 特別学徒研修会 

7 月 26 日～28 日まで 2 泊 3 日本山にて「特別学徒研修会」が開催されます。 
法階を取得されている学徒は、愛知西教区 該当者 22 名（中学 1 年生～高校 3 年生、全国で 
238 名・内 29 名は女子）。 同学年範囲で法階未取得の方でも参加可能です。男女不問。 
是非この機会（開山 650 年遠諱）にご参加くださいますように、師匠様からも学徒の皆様に

ご推進ください。既に該当（法階取得者）の方には教学部から連絡をさせていただきました。 
   
◎ 特別報恩写経の推進 

 未だ 1枚も納経されていない寺院があります。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。開山 650年遠諱をご

縁に報恩写経の推進をお願いいたします。写経用紙が不足な方は、申し出により花園会本部にて

無料でいただけます。 
 

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。そのことが嫌なお方は、寺院一括して納められても結構です。 
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なお累計処理ができるようになりましたので記念品を拒否して 100部を目指されても可能です。 

 

◎ 前堂職法階取得研修会実施について 

1.期 日 

  2 回目 ― 平成21年9月16日(水)午後1時から 18日(金)午後1時まで 

3 回目 ― 平成22年2月5日(金)午後1時から  ７日(日）午後１時まで 

2.会 場 大本山妙心寺 

3.履修資格前堂職の請願ができる者 

4.内 容 講話、法話、法式、坐禅、詩偈講座、班別討議、御詠歌、考査など 

5.費 用 受講料2万円 当日持参 交通費は自弁のこと(自家用車での上山は厳禁) 

6.出願方法  宗務所または宗務支所で履修願を頂戴し、宗務支所、宗務所経由で宗務本所 

教学部へ送付のこと 

7.期 限 2回目 ― 平成21年8月20日までに教学部必着 

3回目 ― 平成22年1月12日までに教学部必着 

期限を過ぎての履修願の受理はされず、次回の履修となります 

8,定 員 先着順３０名にて締め切ります。 

提出期限内であっても、定員になり次第締め切られますので、希望者はお早めに申込み下さい。 

 

◎ 遠諱報恩大摂心のお知らせ 

参加してみませんか！提唱・参禅もあります。居士・大姉は住職の推薦が必要です。 
 

期  日  11月 6日(金) 午後 1時より、8日(日) 午後 1時まで 

場  所  大本山 妙心寺 

募集人員  300名 

参加料   2万円 

参加資格  年齢 18歳以上の寺院関係者、坐禅会会員、坐禅経験者 

申込方法  申込書に記入し、9月 15日までに 大法会事務局へ 

 

◎ 第３回本派安居会 

来る 8 月 20 日より安居会が本山にて開催されます。知客職以上の法階を有する者で僧堂への 
掛搭が不可能な方申し出ください。 

  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 


