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宗 務 所 便 り 
                                          2010 年 2 月 1日発信   №．67 
 

                                          愛知西教区宗務所長 武山廣道 九拝 
           
謹啓上 春寒の候 
 皆様には益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。2 月は正月も過ぎほっと一息の月かもしれ

ません。が彼岸の準備、年度末の準備とか受験生をお持ちのお方は大変な時期なことと思います。 
気候も不順の折 お体には充分ご自愛ください。 
                                       頓首 
 
1月の報告 
6日     部落解放同盟愛知県連合会 荊冠旗びらき       於、名古屋市西文化ｾﾝﾀｰ 

8日     宗務本所、宗務所、宗務支所御用始め 

10日     臨済忌 

13日     教区役員会                   於、宗務所 

14日～15日  定期布教研究会                 於、本山 

20日     詩偈研修会                   於、桃の花 

20日～21日  無相教会師範会                 於、本山 

24日     月授戒（布教師・光山秀雲師）          於、瑞泉寺 

25日     花園会会長会                  於、本山 

26日     瑞泉寺開山忌                  於、瑞泉寺 

27日     無相教会代表委員会               於、本山 

 

2月の予定 
 1日     寺庭婦人会 研修会               於、犬山・フロイデ 

 1日     寺院セミナー準備会               於、宗務所 

 4日     第3回教区寺院セミナー              於、中京大学文化市民会館 

 5日～7日   前堂職法階取得研修会              於、本山 

 8日     中部地区「妙心寺展実行委員会」         於、名鉄ニューグランドH 

 8日     東海議員所長会議                於、名鉄ニューグランドH 

9日～10日  青年僧の会・現地研修              於、鎌倉・横浜 

 9日～10日  無相教会寺庭婦人講習会             於、本山 

15日     涅槃会 

15日～19日  定期宗議会                   於、本山 

16日     研修会   禅文化研究会            於、ナデｲアﾊﾟｰｸ 

17日     詩偈研修会                   於、徳源寺 

20日     花園会青壮年部会長会              於、本山 

24日     月授戒（布教師・服部雅昭師）          於、瑞泉寺 

24日～26日  住職研修会                   於、本山 

25日     愛知同宗連講演会                於、中村文化小劇場 

25日     教区花園会たより「おかげさま」編集会議     於、中村文化小劇場 

25日     花園会女性部会長会               於、本山 
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＜報 告＞ 
 
◎ 青年僧の会 歳末托鉢報告          青年僧会長 14 部 磯谷信彦  
去る 12 月 15 日に恒例となりました「青年僧歳末托鉢」を、10 部・東漸寺様を会所にお借り

して開催させていだだきました。当日は仏天の御加護もあり好天に恵まれ、20 名程の青年僧会

員の皆様にご参加いただきました。東漸寺様の告知や広報の御努力もあり、托鉢の沿道では多く

檀信徒の方々に出迎えていただき、義援金も例年以上に集まり感謝しております。 
また、沿道の檀信徒の皆さまから義援金以外にも、暖かい眼差しや励ましのお声など、無財の

お布施もたくさん頂戴致したように思います。これからも、青年僧として微力ではございますが、

托鉢を通じて社会貢献を考えて参りたいと思います。 
 
最後に、この紙面をお借りして、会所をお貸しいただいた東漸寺様を始め、休息場所を提供し

ていただきました御寺院方、そして暮れのお忙しい時節に托鉢にお集まりいただきました青年僧

会員の皆様に厚く御礼申し上げます。有難うございました。 
               
◎ 荊冠旗びらき                宗務所長 武山廣道 
 去る１月６日 名古屋西文化センタ－にて、部落解放同盟愛知県連合会主催の荊冠旗びらきが 
あった。愛知県連合会執行委員長 吉田勝夫氏の挨拶は、「人権侵害救済法」の成立を目指す、 
狭山再審､司法の民主化を前進させる取調べの可視化法の推進、部落解放同盟中央書記長  
民主党松岡とおる氏の参議院２期目の選挙協力など 人権擁護・部落解放・差別の撤廃の推進に 
協力要請のお言葉でした。また、同宗連・同企連・県、市の人権擁護関係者など多数の出席があ 
った。その後、懇親会が行われ新年の旗開きが和やかに進められた。 
 
＜お願い お知らせ＞ 
  
◎ 第 3 回教区寺院セミナーのご案内 
 来る、2 月 4 日（木）午後 1 時 30 分より、名古屋市中区金山「中京大学文化市民会館 会議

室」にて第 3 回教区寺院セミナーを行ないます。テーマ「裁判員制度を学ぶ」と題して、愛知

県裁判員制度実施本部・山田幸彦弁護士、本派人権擁護推進本部長（教学部長）・栗原正雄師を

お迎えして研修を行ないます。僧侶の皆様はもとより、寺庭、寺族の皆様も是非お出かけ下さい。 
 
※  事前に是非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。 

 
◎ 特別報恩写経の推進 

 締め切りが今年度末まで延長となりました。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。 

 

◎ 春季定期巡教  

 平成 22年春彼岸の巡教師が決定しました。 
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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  

開教日程報告を添付します､開教寺院へ配布下さい。なお記入ミス、日時変更がありましたら早

めに連絡下さい。開教後報告書を提出下さい。 

     

◎ 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。 

 

2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  2月 24日(水) 午前 10時より 

会 場  第 10部  犬山市羽黒  興禅寺   TEL 0568-67-0032 

 

◎ 本山集団得度式               （詳細は正法輪誌上で）  

３月２５日(木)午後３時、本山において開催されます。参加希望者は宗務支所を通じ宗務所へ

２月２２日までに申し込み下さい。 

 

◎ 第 41回少年少女研修会(親子研修会)参加募集のお願い 

3月 26日(金)～28日(日)2泊 3の予定にて本山にて「親子研修会」が開催されます。テーマ 

「調える」－親子の絆－と題して、小学 4年～6年生を対象に開催されます。 

締め切り 3月 10日。 申し込み先 宗務所。 会費、1名―― 10,000円 

 

◎ 仏教講座のすすめ              （詳細は正法輪誌上で） 

寺庭婦人を対象にした通信講座が開講されます。３月１５日までに教学部へお申し込み下さい。 

 

◎ 研修会のご案内 

禅文化研究会による研修会を下記のとおり開催しますのでご案内します。 

                記 

テーマ :  『２０２０年の日本のすがた』 

日 時 : 平成 22年 2月 16日(火) 午後 5時 30分から 7時 30分まで 

会 場 : ナデｲアパーク・デザインセンタービル ６Ｆ セミナールーム 1     

       名古屋市中区栄三丁目１８－１     電話：052-265-2001 

講 師 :  学術博士・元岐阜県立森林文化アカデミー教授 

篠田 暢之 先生 

主 催 ： 禅文化研究会  info@zenbunka.com 

 

mailto:info@zenbunka.com�
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◎ 僧堂掛搭予定者学習会            （詳細は正法輪誌上で）  

３月４日(木)午後１時～６日(土)正午まで 本山において開催されます。参加希望者は教学

部へ２月１８日までに直接お申し込み下さい。昨今僧堂生活が激変してトラブルが少なくあ

りません。現状を把握しつつ掛搭されんことを希望します。 

 

◎ 研修旅行のご提案 

近ツーより 研修旅行の提案がありました。寺院・部花園会などの研修にご活用下さい。 

 

１． 博多方面  2月限定  29,800円 

２月末日まで九州妙心寺展が開催されております。国立博物館近くには太宰府天満宮・聖福

寺・崇福寺・承天寺・觀世音寺・戒壇院・大宰府政庁跡（都府楼跡）など訪ねたいところが

多くあります。現地では自由に企画訪問下さい。希望の方に妙心寺展チケット準備します。 
 

２． 大阪造幣局の桜 ４月１５日～１８日 5,500 円 
 

３． 志摩スペイン村 ３月１３日(土) 2,000 円 

 

           問いあわせ ： 日比・南   TEL 052-583-8331 

 

◎ 教区報 

 教区報の発行を準備しております。写真を数枚添付して原稿を送って下さい。 

なお、企画編集にご意見があればお聞かせ下さい。 

                       mailto : info@aichi-west.jp 

 

 

  

 

 

 

  

 

 
 ※ 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://aichi-west.jp/ 

mailto:mailto　:　info@aichi-west.jp�
http://aichi-west.jp/�

