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宗 務 所 便 り 
                                          2009 年 12 月 1 日発信   №．65 
 

                                          愛知西教区宗務所長 武山廣道 九拝 
                                        
謹啓上 師走の候  ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

 さて、おかげさまにて妙心寺展も無事圓成し閉会となりました。これも偏に皆様のご協力の賜

と感謝申し上げます。いささかなりとも開山さまへのご恩に報いる事が出来たかと存じます。 
ありがとうございました。  向寒の砌 ご尊体ご自愛ください。 

頓首 
 
11月の報告 
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 

 

12月の予定 
 3日     『人権週間』記念講演               於、名古屋市中区役所ホール 

8日     成道会 

9日          詩偈研修会                   於、徳源寺 

11日     開山忌宿忌                   於、本山 

12日     開山忌 650年正当遠諱法要            於、本山 

19日     第6部 林昌寺晋山式               於、林昌寺 

22日     大燈国師忌 

24日     宗務本所、宗務所、宗務支所御用納め（1月8日 御用始め） 

24日     月授戒（布教師・澤田慈明師）          於、瑞泉寺 

29日     大應国師忌 

 

 

＜報 告＞ 
 
◎第 2 回教区寺院セミナー          セミナー委員 松本寛山 
平成２１年１０月２９日（火）午後１時より 於 名古屋市博物館 B1 講堂 

テーマ『禅の心と美』  参加者 ４７名 寺庭婦人 ２名 一般檀信徒 ３名 
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午後１時３０分 開会式  

午後１時３５分 講座１「妙心寺展の見どころ、仏教美術の中の妙心寺」 

内 容  
Ⅰ 展覧会の概要 

１、 妙心寺の開創  花園法皇、関山慧玄から、四派の紹介 

花園法皇像 重要文化財 南北朝時代（１４世紀）妙心寺蔵 説明 

関山慧玄像 室町時代（１４７０）妙心寺蔵 説明 

南浦紹明像 重要文化財 鎌倉時代（１４世紀）妙心寺蔵 説明 

宗峰妙超像 鎌倉時代（１３３０）妙心寺蔵 説明 

２、妙心寺の高僧と禅文化  高僧、禅文化とは、どういうものか 

日峰宗舜像 室町時代（１５世紀）犬山瑞泉寺蔵 説明 

南化玄興像 一宮市文化財 安土桃山時代（１６世紀）一宮妙興寺蔵 説明 

釈迦如来坐像 重要文化財 鎌倉～南北朝（１４世紀）稲沢国分寺蔵 説明 

 宝冠釈迦は禅宗寺院に特有のもの。 

瓢鮎図 如拙筆 国宝 室町時代（１５世紀）退蔵院蔵 説明 

 室町幕府四代将軍足利義持が描かせた作品。３１名の禅僧が漢詩で答えている。 

 鮎はナマズの意味。衝立の表と裏のものを、一枚につなげてある。 

 服装、中国風であり、中国の影響。 

達磨図 白隠筆 江戸時代（１８世紀）豊橋東観音寺蔵 説明 

観音図 白隠筆 岐阜県文化財 江戸時代（１７６７）岐阜大龍寺蔵 説明 

 蝋纈（ろうけつ）で、ロウで文字や像を書き、そのうえから墨。 

 

３、戦国武将と妙心寺派寺院  本山、塔頭、全国寺院、戦国武将とのつながり 

太原崇孚像 江戸時代（１７世紀）静岡臨済寺蔵 説明 

快川紹喜像 江戸時代（１８世紀）岐阜崇福寺蔵 説明 

織田信長像 愛知県文化財 江戸時代（１６９４）名古屋總見寺蔵 説明 

沢彦宗恩像 安土桃山時代（１５７９）名古屋政秀寺 説明 

豊臣秀吉像 愛知県文化財 安土桃山時代（１６００）一宮妙興寺蔵 説明 

豊臣棄丸像 安土桃山時代（１６世紀）一宮妙興寺蔵 説明 

４、ゆかりの名宝 

  琴棋書画図屏風 重要文化財 安土桃山―江戸時代（１７世紀）妙心寺蔵 説明 

  三酸図屏風 重要文化財  安土桃山―江戸時代（１７世紀）妙心寺蔵 説明 

  梵鐘 国宝 飛鳥時代（６９９）妙心寺蔵 説明 

 

Ⅱ 仏教美術の中の妙心寺 現在展示中の彫刻について 

花園法皇坐像 江戸時代（１６５８）妙心寺蔵 玉鳳院 説明 

 等身大より大きい。頭部内墨書銘 仏師京７条康知 明暦４年勅命で制作。 

関山慧玄坐像 江戸時代（１６５６）妙心寺蔵 微笑殿 説明 

 等身大。像正面衣裏に朱漆銘 開山三百年遠諱記念明暦２年仏師吉野右京種次制作  

  豊臣棄丸坐像 安土桃山時代（１６世紀）京都隣華院蔵 説明 

   棄丸２歳２カ月夭折 秀吉悲しんで作らせた。 

  豊臣棄丸坐像 安土桃山時代（１６世紀）妙心寺蔵 玉鳳院 説明 

   玉鳳院棄丸御霊屋安置 新しく彩色。   

 

  春日局坐像 江戸時代（１７世紀）京都麟祥院蔵 説明 

   迫力ある像である。 

  南浦紹明坐像 重要文化財 鎌倉時代（１４世紀）一宮妙興寺蔵 開山堂 説明 

   大応国師 等身大 写実的 鎌倉時代の終わり頃（亡くなってすぐの時期） 

   南北朝に写実的だったものが、江戸時代になると形式的になる。意志の強い顔。 

   頭は３分割の材。足と銅が違う材。胴も３分割の材。頭が首ほぞに差込。 
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   後の時代に堅牢にするため修理の跡。院派の特徴がある。 

 

  無因宗因坐像 室町時代（１４３４）犬山瑞泉寺蔵 開山堂 説明 

   迫力がある。曲禄は後の時代のもの。頭は耳の後ろで２分割の材。 

   足と胴で材をつなげてある。胴は前と後ろで材をつなげてある。前と後ろをくっつける枘（ほぞ）

に院派の仏師の特徴がある。修理の跡がうかがえる。 

  日峰宗舜坐像 室町時代（１５世紀）犬山瑞泉寺蔵 開山堂 説明 

   生々しいお顔。頂相と共通点がある。下唇が出ているところから存命中かなくなってすぐ制作。

耳の後ろで材を合わせてある。近年補修の跡あり。胴は前後の材。 

   前後の枘（ほぞ）に補修跡あり。首にも修理の跡。 

  釈迦如来坐像 重要文化財 鎌倉―南北朝時代（１４世紀）稲沢国分寺蔵 説明 

   髪を複雑に結い上げる特徴。中国仏教の影響。はち切れんばかりのお顔。 

体の厚み有り。写実的なところが残る。足と胴が違う材。体の両腰、前後で別の材。 

  阿弥陀如来坐像 重要文化財 平安時代（１２世紀）豊橋東観音寺蔵 説明 

   半丈六（はんじょうろく）１０８cm 来迎印 螺髪 如来の一般的姿。 

 

  伝虚空蔵菩薩坐像 平安時代（１０世紀）犬山瑞泉寺蔵 説明 

右手に剣、左手に宝珠の特徴。衣の皺、頭に奥行きのある特徴から平安時代か。 

   両手は後の時代に取換、宝冠阿弥陀如来（密教的寺院に残る）の可能性がある。 

両肩を衣でおおってある。冠を載せる段があるので金属製の違う冠がのっていた。 

   足と胴が違う材。胴は無垢の一木、後の時代に穴をあけ補強。 

  大日如来坐像 愛知県文化財 平安時代（１１世紀）春日井麟慶寺蔵 説明 

   本尊だが別の寺にあった。立派な像。中央の集まったお顔は平安時代の特徴。 

   足と胴は違う材。胴は無垢の一木。像底に味岡庄三台寺の銘あり。 

  大日如来坐像 犬山市文化財 南北朝時代（１４世紀）犬山陽徳寺蔵 説明 

   奥行きがあり、写実的若干形式的で鎌倉時代の名残。 

足は３分割、胴は両腰、前後で４分割。ザクっとしたノミ跡は時代特定の材料。 

午後３時 講座２「妙心寺展」観覧 

午後４時 閉会式  

 
◎ 第 54 回花園会愛知西大会              教化主事 山田英隆    

 「花園会愛知西大会」を 11 月 10 日（火）、名古屋市博物館において開催しました。 

午前 9 時、支所長様、教区役員様、部会長様、女性部会長様教区役員集合。午前、午後の参加

者、荷担者を合わせて 400 名の参加をいただきました。 
午前の部は、午前 10 時 30 分から 12 時まで。第 1地区（1部・2 部・3部・14 部）、第 2地区

（4部・5部・6部・7 部）。午後の部は、午後 1時 30 分から 3時まで第 3地区（8部・9部・10

部）、第 4地区（11 部・12 部・13 部）の皆様。      

 

内容は、〔式典〕教区花園会副会長・開式の辞、教区女性部会長・「生活信条」唱和、本尊・開

山・開基諷経・回向、花園会総裁代理・財務部長 松久宗心師の挨拶、教区花園会会長の挨拶、

宗務所長挨拶。 続いて〔講演〕 

講師には名古屋市博物館学芸員 小嶋 泉氏による「妙心寺展の見どころ 仏教美術の中の妙

心寺」と題して、プロジェクターを使い「展示会の概要」「仏像彫刻について」講演をされた。 

終了後、〔式典〕教区花園会長の大会宣言、教区女性部副会長・「信心のことば」、四弘誓願文、

教区花園会副会長・閉会の辞にて大会を終了。会場を後にして「妙心寺展」の観覧をされて解散。 

各役員様には終日、御荷担をいただき誠に有難うございました。おかげさま献金は 58,775 円。 
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◎ 特別展「妙心寺」                   教化主事 山田英隆   

 去る 10 月 10 日から 11 月 23 日までの 38 日間、名古屋市博物館にて開催いたしました、特別

展「妙心寺」には皆様の深いご理解ご協力を賜りまして、55，857 名のご入場をいただきました。

また、期間中には支所長様、教化推進委員様、教区役員様には「担当日」として会場にて日直を

お願いしご協力いただきましたこと重ねて厚く御礼申し上げます。 

 

 展覧会期間中には「専門道場を訪ねる旅」バスツアー、「ウオーキングラリー」14 コース、 

特別講演会「玄侑宗久師」、連続講演会「竹貫元勝先生」「学芸員 野場喜子氏」「横山住雄氏」 

「芳澤勝弘先生」「福島恒徳先生」「山川宗玄老師」「学芸員 小嶋 泉氏」と盛り沢山の講演 

会が開催されました。また、博物館講堂などを利用し「寺庭婦人会研修会」「第 2回寺院セミナ

ー」「花園会愛知西大会」など、観覧者の増員をお願いいたしました。それらも皆様のご協力の

おかげで、55,857 名の拝観を得ましたことたいへん感謝しております。 

 皆様 ご協力有難うございました。 

 
◎ 教区寺院セミナー現地研修会            教化主事 山田英隆   

11 月 26 日から 27 日、「教区寺院セミナー現地研修会」を開催し 23 名の参加を得た。 
午前 8 時・名古屋駅をバスにて出発、車中・開会式、兵庫県たつの市・そうめんの里で昼食。 
午後 1 時 30 分 網干・龍門寺に到着。開山堂にて開山諷経、方丈にて副住職様から龍門寺のお

話、諸堂拝観。3 時過ぎバスで移動。3 時 45 分 たつの市・宝林寺到着。本堂にて大燈国師に

開山諷経・回向、大燈国師遺誡を諷経。住職・西村古珠師のお話。茶礼。4 時 30 分バスにて移

動。5 時 30 分 宿泊地・播州塩田温泉郷「夢乃井」到着。 
 
 翌日、午前 8 時 30 分ホテル出発、9 時 10 分 姫路城に到着、記念写真。姫路城拝観。10 時 
40 分出発 バスにて移動、途中、高速道路、京都市内で渋滞。30 分遅れにて、午後 1 時 30 分 
西陣織会館にて昼食、2 時 10 分出発、バスにて移動。2 時 30 分大徳寺到着。本山本坊にて本坊

局員 山内大慈院副住職・戸田惺山師の説明を聞きながら庫裡拝観。 開山堂（方丈上間の間）

にて大燈国師に開山諷経・回向、大燈国師遺誡を諷経。大徳寺の説明、方丈、庭園、唐門の説明。

外に回って、法堂の拝観、唐門の説明、再度庫裡の裏にある大燈国師塔・拝塔して拝観終了。 
4 時 大徳寺を出発。車中にて閉会式。午後 7 時名古屋駅にて散会。 
 
 単独の旅行ではなかなか行けない地にての研修でした。大徳寺開山堂での大徳寺節の開山回向、 
魚燐なしの大燈国師遺誡は感動的でした。感想はアンケート集計結果をご覧下さい。 
 今回の研修会を振り返り、残念なことは参加者が少ないことでした。49 名乗りのバスを用意 
して準備をしておりますので、多くの方の参加を望みます。 
 
 
＜お願い お知らせ＞ 
  
◎ 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、特にまだ一巻も納めてない寺院さまには報恩のた

め写経推進をお願いいたします。 
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◎ 春季定期巡教 巡教師内定 

 平成 22 年春彼岸の巡教師が内定しました。 

九州東教区 187  願行寺住職 入不二 香道 師 

岐阜東教区 2257  大通寺住職 西川 知孝 師  

開教希望寺院はお知らせ下さい。  

1 月 20 日までに開教寺院名・期日・時間・行事名 取りまとめ宗務所へ報告願います。 

 

◎ 裁判員制度について 

誰も裁判員に選ばれる国民です。何時選ばれても動揺することなく対応して下さい。「知りま 

せん」、「解りません」では通用しません。2月 4日教区寺院セミナーにおいて表題の件について

研修致します。事前に聞きたいこと解らないことなどありましたらお知らせ下さい。元愛知県弁

護士会会長・裁判員制度実施本部本部長代行 山田幸彦弁護士さんに答えて頂きます。 

 

◎ 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。 

 

12 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  12 月 2 日(水) 午前 10 時より 

会 場  第 9 部  犬山市前原  福昌寺     TEL 0568-61-0603 

 

 

  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 
 
 

 ※ 愛知西教区ホームページ 
      URL  http://www.aichi-west.jp/ 
 


