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宗 務 所 便 り 
                                          2010 年 6 月 1日発信   №．71 
 

                                          愛知西教区宗務所長 武山廣道 九拝 
           
謹啓上 初夏の候  皆様にはご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 さて 6 月も諸行事が続きます、ご推進ご協力のほどお願いいたします。寒かったり暑かった

りと気候が不順です。体調管理は万全に｀調え｀ご注意して下さい。         頓首 
              
5月の報告 
1日～7日   本派安居会                   於、網干・龍門寺 

7日          三ツ口宗信和尚津送               於、永泉寺 

12日      教区連合会 発展拡充講習会           於、江南市民文化会館 

13日     教区連合会 第24回奉詠大会           於、江南市民文化会館 

13日～27日   高等布教講習会                 於、本山 

19日     詩偈研修会                   於、徳源寺 

19日     中部地区「妙心寺展実行委員会」         於、マリオットアソシアホテル 

24日      月授戒（布教師・木下紹真師）          於、瑞泉寺 

25日      寺庭婦人会総会 研修会             於、伊深・正眼寺 

26日     ご詠歌巡回講習会                於、前原 福昌寺 

26日     研修会 主催・禅文化研究会           於、白林寺 

29日      管長晋山式                   於、本山 

 

6月の予定 
 1日     『教区報』発行 

 1日     本山参拝推進本部会議              於、本山 

 3日     宗議会議員総選挙 宣示（発送）         於、宗務所 

 4日～6日   本派安居会                   於、妙興寺 

8日～9日   仏教講座中間スクーリング            於、本山 

9日     詩偈研修会                   於、徳源寺 

11日     教区花園会女性部研修会             於、宗務所 

11日     寺院セミナー準備会               於、宗務所 

14日～15日  人権擁護推進合同研修会             於、本山 

15日     宗議会議員総選挙 立候補・立会人届出期日    於、宗務所 

15日     第1回教区寺院セミナー              於、名古屋都市センター 

19日～20日  教区ボランティア専門委員研修会         於、本山 

22日     花園会会長会                  於、本山 

23日     本山参拝推進委員会               於、本山 

23日～25日  前堂職法階取得研修会              於、本山 

24日     宗議会議員総選挙 選挙期日           於、宗務所 

24日      月授戒（布教師・山田紹全師）          於、瑞泉寺 

24日～25日  無相教会称号取得講習会             於、本山 

29日     ご詠歌巡回講習会                於、前原 福昌寺    

30日     花園会 新亡供養                於、本山 
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＜報 告＞ 
 
◎ 教区連合会 発展拡充講習会 第 24 回奉詠大会 

去る 5 月 12、13 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 24 回奉 
詠大会が開催されました。12 日発展拡充講習会には、330 名の参加。 講師に、羽澄直樹詠鑑、

水野美代子名誉師範、東 宜隆師範、日坂宜祥準師範に指導を受けました。 
13 日奉詠大会には、25 支部、388 名の会員が参加、団体の部、個人の部と発表され、日頃の 

成果を発表されました。詠鑑賞は、第 2 部大治慈雲寺支部が受賞されました。 
おかげさま献金 135,090 円は、淨財として本部へ納金しました。会員の皆様ご協力ありがとう

ございました。 
 

◎ 禅文化研究会研修会 
 去る 5月 26日午後 5時より、名古屋市中区 白林寺において「禅文化研究会研修会」が 

行われた。テーマ「仏像に魅せられて」と題して、京美仏像・伊藤謙吾社長のお話と、京仏具 

小堀、小堀進専務のお話があった。 

京美仏像は中国にて木彫仏像製作し販売する会社で、原木の買い付けから彩色、金箔仕上げま

でおこなう。低コストの理由は、①一つの工場で全て行う。 
 

②原木を大量に仕入れる。粗彫りはまとめて機械で行う。人件費、工場の運転費用が日本より安

い。と言われた。近年、東京国立博物館で開催された「阿修羅展」から仏像ブームがおこり、若

い女性で仏像好きが増加、インテリア感覚で癒しを求めている。京美仏像は一般の方にも手にい

れやすくなるように、できるだけ低価格で提供したい。また、仏像はお寺の目玉であり、仏像に

より多くの人がお寺に集まるきっかけのひとつになれば嬉しいと話しを結ばれた。 
 

 京仏具・小堀、は浄土真宗を中心に寺院仏具、仏壇製作販売を手がけている会社。今回は、発

光ダイオードを使った、照明器具、燈明の紹介と、寺院向け音響セットの紹介をされた。 補足

として、サンヨー電気から直菅蛍光灯形 LEDの紹介があった。 

 
＜お願い お知らせ＞ 
 
◎『教区報』配付のお願い 

平成 22 年度 愛知西教区『教区報 40 号』を 6 月 1 日付けに発行いたします。 
「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、寺族の居られます兼務寺院は 5 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。各寺院の責任役員にも必ず配付をして下さい。 
 
◎ 教区花園会女性部研修会のお知らせ 

来る、6月 11日(金)午前 10時より「教区花園会女性部研修会」を宗務所（名古屋市中区栄・ 

白林寺）にて開催いたします。以前からご依頼しておきました各部 5 名以上の参加を必ずお願

いします。各寺院の締め切りは、5 月 30 日。準備の都合上、支所長様には 6 月 6 日までに必ず

宗務所に参加者名簿と会費を事前に提出して下さい。 Fax 052-241-5207 

各部女性部会長さまには荷担を頂きますので会費は無料とします。 
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◎ 第 1回教区寺院セミナーのご案内 

来る、6月 15日(火)名古屋市中区金山 名古屋都市センター会議室にて「第 1回教区寺院セ 

ミナー」を開催いたします。講師に花園大学・佐々木 閑先生をお迎えして「仏教の戒律と僧侶

の生活」と題して講演をしていただきます。 別紙にて案内状を発信いたしました。 

ご参加をお待ちしております。 

 

◎ 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。 

 

6月の講習は下記。参加希望者は、10部 文永寺・9部 前原福昌寺へ申出下さい。 

期 日  6月 29日(火) 午前 10時より 

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

会  費  500円 
 
◎ ボランティア専門委員の募集 
 来る 6 月 19 日(土)～20 日(日)の 1 泊 2 日で本山において研修があります。花園会員でも可能

です、適切な方があれば 2 名ご推薦のうえ、宗務所まで申し出下さい。 
 
◎ 第 2 回本派安居会のご案内              《回覧》 
8月 20日（金）～23日（月）3泊 4日の安居会が本山にてあります。知客職以上の法階を有 

する満 18歳以上の者で僧堂への掛搭が不可能な者に限ります。希望者は申し出下さい。 

申込書は宗務支所にあります。 

 

◎ 本山集団得度式・本山学徒研修会のご案内       《回覧》 

 7月 22日（木）～23日（金）に実施されます。希望者は申し出ください。 

始入法階を禀承された者は、本山学徒研修会の履修義務がございます。 

申込書は宗務支所にあります。 

 

◎ 秋彼岸 特別布教 
 開教希望寺院は、宗務支所を通じ７月末日までに宗務所へ申し出下さい。 

巡教師は、未だ決定しておりません。  
 
◎ 雨安居 初掛搭届 

修行専門道場へ初掛搭された学徒がありましたら初掛搭届を 6月末日までに提出ください。 

助成金２０万円が出ます。 
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 ★ 第 55 回 花園会愛知西大会 
     平成 22 年 10 月 25 日(月) 於、名古屋・徳源寺にて開催 
 

★ 第 60 回 無相教会全国奉詠名古屋大会 
     平成 22 年 11 月 16 日(火)・17 日(水)  
      於、名古屋市熱田区熱田西町 1－1・名古屋国際会議場 
 
 

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

http://www.aichi-west.jp/�

