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宗 務 所 便 り 
                                          2009 年 11月 1 日発信   №．64 
 

                                          愛知西教区宗務所長 武山廣道 九拝 
                                        
謹啓上 菊薫るこの頃 ますますご清祥の事とお喜び申し上げます。 

 さて妙心寺展は、おかげさまで前期 2 万 3 千名（1 日平均 1190 名）ほどの入場があり、講演

会も盛況に推移しております。後期入場者は、だいたい増えるそうで混雑が予想されます。お早

めに展覧されますことをお薦め致します。 向寒の砌 ご自愛ください。       頓首 
                     
10月の報告 
9日     特別展「妙心寺」オープニングセレモニー     於、名古屋市博物館 

10日～11月 23日 特別展「妙心寺」              於、名古屋市博物館 

14日     本山遠諱集中団参 （愛知西教区）        於、本山 

16日     教区役員会                   於、宗務所 

19日～20日  宗務所長会                   於、本山 

21日     教区寺庭婦人会研修会              於、名古屋市博物館 

21日     詩偈研修会                   於、徳源寺 

23日     第 9部 台番 1643 徳授寺閑栖 澤田寛行師遷化 83歳 

23日     教区花園会運営委員会              於、名古屋都市センター 

23日     寺院セミナー準備会               於、宗務所 

23日～27日  無相教会全国奉詠大会              於、本山 

23日     第 9部 徳授寺閑栖 澤田寛行師 遷化 83歳 

24日     月授戒（布教師・岡田至道師）          於、瑞泉寺 

28日～29日  教区寺庭婦人会会長会              於、本山 

28日     愛知県宗教法人実務研修会            於、ｳｨﾙあいち 

29日     第 2回教区寺院セミナー             於、名古屋市博物館 

30日     徳授寺津送・新忌斎               於、徳授寺 

31日～11月 1日 花園会各役員合同研修会            於、本部 

 

11月の予定 
 6日～ 8日  本派安居会                   於、妙興僧堂 

7日     第13部 国分寺晋山式              於、国分寺 

10日     第54回花園会愛知西大会             於、名古屋市博物館 

11日     花園法皇忌                   於、本山 

11日     一宮 ・妙興寺開山忌              於、妙興寺 

15日     名古屋・徳源寺開山忌              於、徳源寺 

16日～18日  本山寺庭婦人研修会               於、本山 

17日～23日  本派安居会                   於、龍門寺 

18日     詩偈研修会                   於、徳源寺 

21日     第3部 法源寺庫裏落慶式・晋山式         於、法源寺 

23日     妙心寺展（最終日） 閉会式           於、名古屋市博物館 

24日     月授戒（布教師・小坂雅俊師）          於、瑞泉寺 

26日～27日  教区寺院セミナー現地研修会           於、姫路、京都 

28日～29日  青年の集い                   於、本山 
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＜報 告＞ 
 
◎ 次期管長に河野太通老大師 

龍門寺住職・大衆禅堂師家、前花園大学学長の河野太通老大師が次期管長に決定。 
平成 22 年 4 月 1 日より 4 年間。晋山式は、5 月 29 日厳修。 

 
◎ 禅寺一日入門                愛知西教区青年僧会長 磯谷信彦 

去る８月２９日・３０日の両日、青年僧の恒例行事であります「禅寺一日入門」を犬山の瑞泉

寺様を会所として開催させていただきました。 今年で２４回目を数え、「禅寺一日入門」であ

りますが、昨今のインフルエンザの影響でしょうか、例年に比べますとお子さんの参加が若干少

ないようではありました。それでも３０人を超すご参加をいただきました。開会式に続き、諸堂

拝観、座禅、法話とタイトなスケジュール、また慣れない環境ながらも、精一杯そして、ひたむ

きにカリキュラムに取り組む老若男女の参加者の姿がとても清々しく印象的でありました。 
今年も昨年ご好評をいただいた、数珠作りの他に、子供たちには典座にて「ごま豆腐作り」体

験もしていただき、喜んでいただけたのではと思っております。来年で四半世紀を迎える『禅寺

一日入門』ですが、伝統を重んじつつも、いろんなアイディアを取り入れ、時代に即した工夫を

これからも考えていきたいと思っております。そして最後に、この紙面をお借りして会場を快く

お貸しいただきました瑞泉寺様はじめ ご荷担いただいたご寺院方、また協賛いただきました各

方面の皆様に深々なる感謝の意を申し上げます。ありがとうございました。 
  

◎ 教区寺庭婦人会 秋の研修会報告              会計 黒瀬幸恵 
 １０月２１日（水） 秋晴れ快晴のもと、開山無相大師 650 年遠諱記念特別展『妙心寺』に 

ちなみ、名古屋市博物館にて寺庭婦人研修会が開催されました。ご参加者は 58 名。 

 まずは、博物館学芸員による「見どころ」展示説明会の後、自由鑑賞。会場には国宝、重文と

めったにお目に掛かれない至宝の数々が、所狭しと一堂に並び、目を奪われ息をのみます。 

大切に守られ受け継がれてきた、祖師方の並々ならぬ思い、妙心寺の歴史の重みに感銘を受けま 
した。ご当地愛知での開催、図録も刊行され、妙心寺をより詳しく学ぶ絶好の機会となりました。 

とても短時間では鑑賞出来そうになく、再度、会期中に足を運ぶことを、心に決めて展覧会場を 
あとにしました。 

 その後は、宗務総長、松井宗益さまをお迎えしての「請う其の本を務めよ」の講演会 。 

総長の分かりやすくユーモアを交えたお話に、皆が魅了。あっという間の 45 分間でした。 

『盲亀浮木』めったにない程の稀少なご縁に恵まれ、人間に生まれ生かされている私たち。 

しあわせに生きるためには、まずは自分自身のこころに気付くことが大切であると力説。 

世間の常識、価値観に囚われ、自分だけの見聞覚知による思い込みに拘り、こうでなくちゃいけ 

ないと偏り、自分の思うとおりにしたいと思って我が身可愛さに苦しむ。  
とらわれ過ぎず、こだわり過ぎず、かたより過ぎない心で限りある二度とない人生 、悔いのな 

い生き方をしましょうと締めくくられた。 

形相にとらわれて、真実を見失うのを恐れて、語録、書蹟の何一つ残さずに人間づくりを目指さ

れたと云われる開山さま。幸、不幸は心で決まる。本来具わっている仏心に目覚めて活き活きと

した毎日を過ごせるように精進したいと存じます。 

 続いて、場所を移動してドイツ料理ツァ・ディーレにて昼食会。 

宗務総長 松井宗益さま、宗議会議員 林冏成さま、宗務所長 武山廣道さまもご同席してくだ 
さいましてとても和やかな交歓会となりました。 
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 皆さまのお蔭で、秋の充実した楽しいひとときを過ごすことが出来ました。万障繰り合わせて、

ご出席していただきました宗務総長さま、寶珠寺さま、白林寺さま、会員の皆さま方に心から感

謝申し上げます。 以上 ご報告申し上げます。 

 
◎ 教区花園会運営委員会 
去る 10月 23日午後 1時 30分より、名古屋都市センター会議室にて「教区花園会運営委員会」

が開催され、宗議会議員、支所長、花園会部会長、女性部部会長、教区役員各位の出席をいただ

き開催しました。教区花園会会長・開会の挨拶、宗務所長挨拶に続き協議がなされました。 

1、第 54回花園会愛知西大会について（11月 10日） 

2、中部地区妙心寺展について 

3、教区花園会たより『おかげさま』について 

4、無相教会について 

5、花園会会計について（中間報告） 

6、平成 22年度花園会愛知西大会の予定について 

開催日 平成 22年 10月 25日（月） 於、名古屋・徳源寺、 講師・西村恵信師 

7、本山遠諱集中団参の御礼と報告 

8、その他  

Ⅰ、「無相教会全国奉詠大会」（愛知西大会） 

平成 22年 11月 16日（火）17日（水）、於、名古屋市熱田区・白鳥センチュリーホール 

   Ⅱ、「平成 22年度花園会部会長会、支所長会」予定 

     平成 22年 4月 19日（月） 於、名古屋中小企業振興会館（吹上ホール）会議室 

 教区花園会会長・閉会の挨拶にて終了いたしました。 

 
＜お願い お知らせ＞ 
 
◎「妙心寺展」加担のお願い 
 10 月 10 日～11 月 23 日までの間、名古屋市博物館にて開催されます「妙心寺展」に開催地・

地元教区として教区役員の皆様に加担をお願い申し上げます。内容は、博物館への「日直」と「催

事のお手伝い」。該当者は宗議会議員様、支所長様、推進委員様、教区役員の皆様。 
日直の予定表は別紙にて配布をいたしました。当日の都合の悪い方は、担当者間にて調整をし

て教化主事に報告して下さい。 
 
◎ 花園会愛知西大会開催のお知らせ 
 「花園会愛知西大会」を 11月 10日（火）、名古屋市博物館講堂において開催いたします。 

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、花園会本部部長の挨拶、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。ご参加をお願いします。 
※ 支所長様、教区役員様、部会長様、女性部会長様には終日の御加担を御願い申し上げます。 

各支所長様には参加者名簿を提出下さい。 
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◎ 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年遠諱記念行事として、中部地区「妙心寺展」が開催中です。 

この機会に、地元の妙心寺派寺院を巡るウォ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)。14コースを巡り地元を知っていただければと思います。  

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。 

 コース表は、「愛知西教区ホームページ」  http://www.kpweb.jp/aichiwest/ をご覧下さい。 

プリントアウトができます。又、名古屋市博物館にも「妙心寺展」期間中は印刷したものを用意

いたしますのでご利用下さい。 

 
◎ 教区寺院セミナー現地研修会のご案内 
 年間テーマ「再発見」と題して、セミナーを進めております。大燈国師は、開山無相大師の師

匠に当たります。今回の現地研修は、大燈国師の生誕の地・兵庫県たつの市・法林寺。搭所があ

ります京都・大徳寺。又、妙心寺派・龍門寺大衆禅堂（網干龍門寺）を訪ねます。 
多数のご参加をお待ちしております。 
 

 日 時  平成 21 年 11 月 26 日（木）～27 日（金）  
 場 所  姫路市網干・龍門寺、たつの市・法林寺、姫路城、京都・大徳寺 
 参加費  18,000 円（ゆうちょ銀行口座へ振り込み下さい）ゆうちょｶｰﾄﾞがあれば振込料無料。 

  ※未だバスに余裕がございますので宗務所へお申し出下さい。 

 
◎ 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。 

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。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。 

開山忌のご正當まであとわずかとなりました、まだ一巻も納めてない寺院さまには報恩のため写

経を納めて頂きますようお願いいたします。 

 

◎ 第 45 回本山寺庭婦人研修会について 

未履修の寺庭婦人のお方はお誘いあってご参加下さい。 
 

期  日  11月 16日(月) 午後 1時より、18日(水)正午に至る２泊３日 

場  所  大本山 妙心寺・花園会館 

参加費   15，000円、交通費自弁、自家用車での上山厳禁 

申込方法  申込書に記入し、早めに 宗務所(fax052-241-5207)へ 

※ 詳細は宗務支所におたずね下さい。 

 

◎ 妙心寺展図録・入場券 

贈り物用など必要な方はお申し出下さい。1700 円にて入手できます。 
尚、本派特別入場券(900 円)も終了までありますので宗務所まで申出下さい。 

http://www.kpweb.jp/aichiwest/�
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◎ 花園流御詠歌 巡回講習会について 

今年度当教区は、強化指導教区に指定されましたので花園流御詠歌講習を行います。希望され

ます支部（部）は申し出ください。羽澄直樹詠鑑（福昌寺住職）が派遣講師としてうかがいます。

支部のない寺院、無相教会会員でない方、習ったことのない方など参加自由です。講師への旅費・

手当・宿泊費は、本部が負担しますので不要です。 

 

11月の講習は下記。参加希望者は会場寺院へ直接申出下さい。 

期 日  11月 16日(月) 午前 10時より 

会 場  名古屋市中区栄三  白林寺（宗務所）  TEL 052-241-5200 

 

 

 

 

  遠諱テーマ 『どう活かす わたしのいのち』 
 
    教区花園会部会長会、宗務支所長会  

（於、名古屋市中小企業振興会館＜吹上ホール＞） 
      平成 22 年 4 月 19 日（月）午前 10 時より 
 
 
 
 ※ 教区宗務所への ＜ゆうちょ銀行＞送金口座です。 
 

総合口座  記号 12110  番号 87186311  なまえ ｱｲﾁﾆｼｷｮｳｸｼｭｳﾑｼｮ 
  

振込口座番号 00860－ 5－129605 、加入者名 妙心寺派愛知西教区宗務所 


