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宗 務 所 便 り 
                                            2010 年 7月 1日発信   №．72 
 

                                          愛知西教区宗務所長 武山廣道 九拝 
           
謹啓上 暑い夏の季節となりましたが、皆様にはお変わりなくご清祥のこととお喜び申し上げま

す。さて今年もはや半分が過ぎ去り、盆行事準備にお忙しくなることと存じます。 

向暑のみぎりお身体を大切にご自愛くださいますようお祈り申し上げます。 

         頓首 
 

6月の報告 
 

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 

4日          青年僧の会 研修会               於、徳源寺 

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 

18日     連合会講師実務者会議              於、名鉄犬山ホテル 

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      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    

28日     連合会役員会議 

30日     花園会 新亡供養(愛知西教区該当日)       於、本山 
 

7月の予定 
 

5日          連合会 全国大会会場視察            於、名古屋国際会議場 

13日～14日  無相教会住職・副住職講習会 称号試験      於、本山 

14日     詩偈研修会                   於、徳源寺 

15日～16日  無相教会師範・準師範研究会 称号試験      於、本山 

21日     ご詠歌巡回講習会                於、白林寺 

22日     集団得度式                   於、本山 

22日～23日  学徒研修会                   於、本山 

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

28日～30日  社会事業従事者研修大会             於、本山 
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＜報 告＞ 
 
◎ 寺庭婦人会総会報告          寺庭婦人会 副会長 松本有紀子 
前日の荒天に新緑が洗われ若葉の緑が目に沁みる清々しい好日に伊深正眼禅寺様を会場に 

お借りして、平成22年度 愛知西教区寺庭婦人会総会が開催されました。出席者は59名でした。 

来賓には、宗議会議員 寶珠寺住職 林 冏成様。宗務所長 白林寺住職 武山廣道様の御臨席

を賜りました。 

 

総会に先がけ、正眼寺御住職 山川宗玄老大師様に前年度中に亡くなられました会員の方の先

亡供養を行っていただきました。総茶礼に引き続き 山川宗玄老大師様に短時間ではありました

が、法話を頂戴いたしました。 

私達の何気ない日常の中で、『我が身を振り返ってみなさい。』と、二つのエピソードをお話し下

さいました。 

 

一つは、『母の愛は無償の愛と言われるが、我が子を思う気持ちが強すぎてはいけない。』 

二つには、誰も登って来なかった降雪の正眼寺へ続く急な階段を一段一段確かめながら老師様の

下を訪ねて来られた老婦人が、骨折の為リハビリを経験し、昨日出来なかった事が少しづつ出来

るようになる事を通して、「私の中にも年を取らない人がいる。くじけない人 めげない人がい

る。」と話されたそうです。『人生で一番華やかな何でも自分で出来、輝いていた頃の自分の気持

ちがある事に気付かれた。』と言うのです。『外見は年齢を重ねても、この気付きがあれば一生、

生き生きと生きて行く事が出来る。』と、お話し下さいました。 

 

日々何気なく過ごしてしまっている中で、人として、母としての生き方・考え方を気付かせて

いただいた思いでした。 

昼食は、正眼寺様本堂にて、精進料理のお弁当を「五観の偈」を全員で唱和のあと頂きました。

正眼寺の開山、無相大師様が飢餓の折の保存食として考案された、沢庵・常山（じょうざん）を

お相伴させていただきました。 

 

平成 22 年度寺庭婦人会総会を、正眼寺様・来賓の尊宿様・会員の皆様のお力添えを持ちまし

て無事終える事が出来ました事、この場をお借りいたしまして御礼申し上げます。 

 
◎ 教区花園会女性部研修会                 教区花園会 
 去る 6 月 11 日午前 10 時より宗務所（白林寺）にて、平成 22 年度 愛知西教区花園会女性部

研修会が開催されました。会員 69 名の参加を得て、宗務所長の臨席をいただきました。 
本堂にて開会の辞、全員で「般若心経」を読み本尊回向、教区花園会女性部会長の挨拶、来賓・

宗務所長挨拶。10 時 20 分から無相教会 詠鑑・羽澄直樹先生のご指導にて「妙心寺中興開山 
日峰禅師御和讃、御詠歌」の練習を行いました。 
 
引き続き、11 時より布教師 知多市大興寺住職 一色宏襄師演題「調える」の法話をいただき

ました。昼食後、午後 0 時 50 分から「バイオリン説法」可児郡御嵩町 洞興寺住職 山本正憲

師のバイオリン演奏を聞き、時には参加者全員でなつかしい唱歌の合唱も行われました。 
 
白林寺本堂のコンサートは緑の木々の中で爽やかな空気に育まれ、ゆったりと体に沁みこむよ

うに感じました。ご協力誠に有難うございました。 
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◎ 第 1回教区寺院セミナー  
６月の１５日、金山の名古屋都市センターにおきまして、花園大学教授、佐々木 閑先生を講

師にお迎えして本年度最初の教区寺院セミナーが開催されました。今回の公演テーマは『出家と

は何か』、『仏教の戒律と僧侶の生活』という、私たちにとりましては、常に己の心の中にある重

たい命題という事もあり、講師のお話のメモをとりながら熱心に拝聴する参加者の姿がとても印

象的でありました。 
 

特に、釈尊による仏教の誕生の背景にインドへのアーリア人の流入による民族の格差、分離がつ

くりあげたカースト制が深く関わっており、そのカースト制を克服する為に生れてきたのが仏教

の起源である。したがって、仏教では、血筋によらない『努力によって』人間の価値は決まるの

であり、生まれてきた命は等しく平等だという考えが根底にあるという事をとても分かりやすく

解説していただきました。また、後半部では釈尊による仏教の誕生の過程や、当時の戒律などと

ても興味深いお話を伺いました。時間の制約もあり今回は現代の仏教の戒律の問題やこれからの

仏教の姿というところまでは至りませんでしたので、機会があれば、また是非続きのご講義をお

願いしたいと思います。 
 

◎ 宗議会議員選挙当選人の報告            愛知西教区選挙長 

 平成 22年 6月 15日 宗議会議員選挙において 2名の立候補の届け出がありました。 

議員定数(2名)と同数でしたので下記候補を当選人と決定いたしました。 
 

    当選人   (届出順) 
 1、台番 1698  寶珠寺住職  林   冏 成 師 
 
 2、台番 1655  陽徳寺住職  宮 川 禅 磨 師 
 
◎ 本山新亡供養                            教化主事 
去る 6月 30日(水)本山にて、花園会本部主催「新亡供養」が行われ参加しました。当日、愛

知西、愛知東、東京、北関東教区の法要日にて総参加者 480名、愛知西教区からは 398名の参加。 

曇り空から晴天になり湿度はありますが法堂の中はイス席で扇風機もはいされて、過ごしやすい

天候でした。椅子席は参加者には好評です。 

午前 9 時 30 分より山内の無相教会皆様のご詠歌。10 時 15 分献笛。山内寺院、部長方のご出

席をいただき。10時 30分新管長又玄窟管長猊下導師のもと本尊回向、開山回向、花園会員物故

者回向が厳かに勤められました。 

 

法要後、管長猊下からご挨拶・お話があり、「亡き方のことを思い、言葉に出し、行動をしな

ければ本当の供養にならないのではないか。思っているだけでは 

こころが通じない。お経を読んだりして言葉に出す。新亡供養に参加して行動に起こす。そうす

ることによって、亡き方の供養ができる。」供養のお話しをされて、ご先祖様と共に生きる内容

のお話しをいただきました。 

引き続き、専任布教師の法話を拝聴してから会場を退堂。 微笑殿に移動し、「あじろ｣の精進

料理をいただき 12時には終了いたしました。 
 
＜お願い お知らせ＞ 
 
◎ 第 2 回本派安居会のご案内  
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 
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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 

 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。  
 
◎ 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。 

 

7月の講習は、未経験者対象。参加希望者は、9部 前原福昌寺 or会場寺院へ申出下さい。 

期 日  7月 21日(水) 午前 10時より 

会 場  第１部  栄 白林寺   TEL 052-241-5200 

会  費  500円 
 
◎ 第 25 回禅寺一日入門 のご案内 
 来る 8月 21日(土)～22日(日) 名古屋徳源寺において恒例の行事が開催されます。檀信徒の

皆様に参加推進をお願いいたします。 

 

◎ 平成 22年度花園会女性部青壮年部大会 ＜平和への祈り＞のご案内 

 来る 10 月 16 日～17 日の 1 泊 2 日で広島にて大会が開催されます。ご参加頂けるお方を募集

致します。参加者(1名)には 4万円の助成をします。但し先着 20名様に限らせて頂きます。 

早めに宗務所までお申し込み下さい。 

 
◎ 第 55 回花園会愛知西教区大会の参加募集  
 来る 10月 25日(月)徳源寺において大会が開催されます。参加推進のご協力をお願いいたしま

す。担当は、第 1.2地区ですが第 3.4地区の花園会員にも参加をご推進下さい。 
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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)   《15 日(月) 準備支度》 
      於、名古屋市熱田区熱田西町 1－1・名古屋国際会議場 


