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宗 務 所 便 り 
                                          2010 年 10月 1 日発信   №．75 
 

                                          愛知西教区宗務所長 武山廣道 九拝 
           
謹啓上 秋冷の候 皆様にはご清祥にてお過ごしのこととお慶び申し上げます。 

 さて秋の行事も種々予定されておりますのでご協力のほどお願い致します。とりわけ無相教会

の全国奉詠大会は 5000 名ほどの会員が全国より来名され奉詠する運びとなっております。 
教区寺院・花園会員様方には見学研修下されば幸甚におもいます。又、大会が無事圓成となりま

すよう何かとご協力ご荷担を願いたくよろしくお願いいたします。 
         頓首 

 
9月の報告 
2日～3日   特別布教研究会                  於、本山 

 3日     禅文化研究会 研修会               於、白林寺 

6日     東海地区議員所長会                於、名鉄ニューグランドホテル 

 6日～8日   無相教会寺庭婦人地方講習会            於、地方 

 7日     専門道場補佐員会議                於、本山 

 8日     詩偈講習会                    於、徳源寺 

 8日～10日  僧堂掛塔予定者学習会               於、本山 

10日     教区寺院セミナー準備会              於、宗務所 

12日～15日  定期宗議会                    於、本山 

14日     第2回教区寺院セミナー               於、名古屋都市センター 

20日～26日  特別布教                     教区内寺院 

23日     彼岸中日 

24日     月授戒（布教師 特別布教巡教師）         於、瑞泉寺 

27日～29日  前堂職法階取得研修会               於、本山 

29日     無相教会全国奉詠名古屋大会準備会議        於、宗務所 

30日     大圓寶鑑国師350年遠諱法要宿忌           於、本山 

 

10月の予定 
 1日     大圓寶鑑国師350年遠諱法要             於、本山 

 5日          達磨忌 

7日～8日   教区寺庭婦人会長会                於、本山 

13日     詩偈講習会                    於、徳源寺 

13日     NHK文化ｾﾝﾀｰ講座  講師 林貞寺 大野鍈宗師    於、NHKビル21F 

13日～14日  宗務所長会                    於、本山 

16日～17日  花園会女性部、青壮年部広島大会          於、広島教区 

19日     教区花園会運営委員会               於、名古屋都市センター 

22日     微笑会総会                    於、本山 

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

25日     第55回花園会愛知西大会              於、徳源寺 

25日～27日  本山寺庭婦人研修会                於、本山 

26日     教区寺庭婦人会研修会               於、奈良 

28日     NHK文化ｾﾝﾀｰ講座  講師 利海寺 池田豊應師    於、NHKビル21F 
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＜報 告＞ 
 
◎ 青年僧の会「第 25回 禅寺一日入門」      青年僧の会 副会長 奥村文人 
 今年は特別かもしれない。暑いなかにも暑い「禅寺一日入門」が開催されたのは、８月２１日

２２日、青年僧の大抵の加担者は夏の行事の真只中であり、口には出せぬ疲労ぶりが見てとれた。  
一方、４０名程の参加者は日常の或いは人生の悩みを抱え、修行の厳しさを求めて意欲的に坐

りに来られた。途中、僧堂さんに借りた扇風機のスイッチも切り、もうこれ以上逃げ場のない本

堂で、猛烈に体中から汗をふかせ坐禅に打ち込み、真剣に食事をし法話も聞かれた。それに対し、

この人たちの求めにどうこたえるか、自分の生き方を反省してみると全く心許ないと感じた。 
 
また、茶礼のとき「日本には仏教という素晴らしい宗教があるのに、なぜ先の戦争はとめられ

なかったのか。」という質問があった。会員兼講師の服部師が「日本人の多くの人が仏教を本当

に実践していたら、とめられたかもしれない」と答えられた。 お二人の話を聞いて私は、この

場に居て大変有意義だったなと思った。もし多くの人が真に仏教思想を持っていたら「とめられ

た」、そう信じることが大切で、これからの戦争も「とめられる」と信じてやまずの態度を示す

べきだと思った。仏教を勧める人間として気持ちを新たにした。行事に参加された方々の汗は貴

く光り輝いていた。「禅寺」も２５回を数え、伝統行事の感あり。 
 
これも歴代青年僧、参加者、そのほか諸々の方々の汗の賜物であろう。その重さを知る機会と

なった。最後に江松軒老大師をはじめ、雲水の皆様、御来賓の方々、また御協力賜った方々、大

変有難う御座いました。そして、加担して頂いた方々、御身体ご自愛を。 

 

◎ 第 2 回教区寺院セミナー報告         教区セミナー委員 梅田宗孝 

９月１４日（火）金山の名古屋都市センターにおきまして、国学院大学大学院教授、新谷尚紀

先生を講師にお迎えして第２回教区寺院セミナーが開催されました。今回の講演のテーマは『死

と葬儀』。日ごろ私達が密接に関わっている重要なテーマという事もあり、とても有意義な講演

となりました。 
  

中でも印象に残ったのは「死を忌み嫌う習慣が定着してきたのは高度成長（1955年～1975年）

以降であり、それ以前は死ぬことは”当たり前”であった。”死んで先祖の元に帰る”準備を当

然のようにしていた」こと。新谷先生によると、死の概念は実に古墳時代から現代に至るまで様々

に変容してきたそうで（古墳時代は”畏怖”、平安時代は”忌嫌”、鎌倉・室町時代は”供養”。

江戸時代には死への理解が庶民にまで広がり明治・大正・昭和時代では主に”慣習”として捕ら

えられてきた）いつの時代にも避けることの出来ない死を、「生死」に対して深い洞察を重ねた

仏教がどのようにアプローチし理解してゆくのか？ 事実として体験出来ないはずの死を、葬儀

を通じていかに問いかけていくのか？ 大変な難問と改めて向き合ったような、そんな気がした

セミナーでした。 

 

＜お願い お知らせ＞ 
 
◎ 教区寺院セミナー現地研修会のご案内 

来る 11 月 10 日(水) 京都・建仁寺、霊山歴史館を訪れる研修会を行います。 
建仁寺開山堂にての諷経と拝観、幕末維新ミュージアム霊山歴史館にて「大龍馬展 第Ⅲ期」の 
見学を行います。別紙にて参加の募集をいたしましたので是非ご参加下さい。 
 参加費 3，500 円  申し込み締め切り 10 月 27 日。 FAX 052-241-5207 まで 
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◎ 花園会教区運営委員会開催のお知らせ 
来る、10 月 19 日(水)午後 1 時 30 分より、名古屋都市センター14 階 会議室にて「花園会 

教区運営委員会」を開催いたします。花園会部会長様、支所長様、教区役員様にはご出席を御願

いいたします。別途にご案内をいたしました。 
 
◎「第 55 回花園会愛知西大会」開催のお知らせと参加者募集の御願い 
 来る、10 月 25 日(月)午後 1 時より、名古屋東区 徳源寺にて「第 55 回花園会愛知西大会」 
を開催いたします。講師には 花園大学元学長・西村恵信師の『人生の調え方』と題して特別講

演をいただきます。参加費は会員様 1,000 円。 
 参加者の募集を御願いいたします。今回の集中募集地区は、第 1、2、3、4、5、6、7、14 部

の皆様に御願いをいたします。 早めに参加費を添えて菩提寺に申し込まれますように推進を御

願いいたします。尚,8,9,10,11,12,13 部の花園会員にも推進ください。 
 
◎ NHK 文化講座のご案内 

本年 10 月から来年 3 月まで、月 2 回(第 2・４木曜日) 15:30～17:00 まで 12 回。 
NHK 文化センター名古屋教室(名古屋市東区東桜 1-13-3 NHK名古屋放送センタービル 21 階)
にて開催されます。妙心寺派愛知西教区が協力いたします。 
テーマ「楽しく学ぶみんなの仏教」参加費など詳しい内容は NHK へお尋ね下さい。 

℡052－952－7330 
檀信徒の皆さまにもご推奨ください。 
 

URL  http://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_568384.html 
 

10月 14 日 こころに安らぎを求め生活に喜びを 林貞寺 大野鍈宗師 

10月 28 日 悩み多い時代に生きる       利海寺 池田豊應師 

 

※各期日 １回のみの聴講（1回 2500円）も可能です。参加推奨下さい。 

 
◎ 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。寺庭・和尚さまも参加可能です。 

 
◎ 花園会本部研修会、寺院役員研修会のご案内 
 来る 11 月 10 日～11 日 本山にて「花園会本部研修会・寺院役員研修会」が開催されます。 
花園会本部より、平成 21 年度に責任役員改選届を提出されました寺院宛、役員様に参加依頼文 
及び申込み書を送付されました。愛知西教区では 46 ヶ寺に送付されました。 
 
 該当寺院には、役員様に参加の促進をして下さい。 本年の研修テーマ「調える」 趣旨「寺

院責任役員の務め」。 申し込みは、各寺院で集計し宗務支所長に提出して下さい。 
締め切りは 11 月 2 日 宗務所まで。 出席者には参加費助成をします。 
 

http://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_568384.html�
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◎ 寺庭婦人研修会のお知らせ 
寺庭婦人の方には履修義務があります。未履修の方は、誘い合って是非ご参加下さい。 
託児所(満 1 歳～5 歳)も準備あり、託児希望者は教学部へ直接申し出下さい。 
 
日 時 10 月 25 日(月)～27 日(水) 

場 所 大本山妙心寺 花園会館 

参加費 15,000 円 絡子代 5,000 円 

 

◎ 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。 

 

10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  10月 13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 

会  費  500円 
 
◎ 花園会館ホームページ 
 大本山妙心寺への団体参拝のお申し込みがインターネットからできるようになりました。 
団参可能日や宿泊状況も確認して頂けますので、より便利になりました。是非ご活用下さいませ。 
  

http://www.hanazonokaikan.com/ 
 
◎ ダウンロード 
 花園会関係申請書式をダウンロードできます。ご利用下さい。 
 
 http://www.rinnou.net/network/myoshinji/download/hanazonokai/index.html 
 

 
 

★ 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 
 
 ☆ 愛知西教区宗務所の口座案内 
 
  郵便振替口座  ００８６０－５－ １２９６０５    妙心寺派 愛知西教区宗務所 
 
   ゆうちょ銀行  記号１２１１０  番号８７１８６３１１   愛知西教区宗務所 

http://www.hanazonokaikan.com/�
http://www.rinnou.net/network/myoshinji/download/hanazonokai/index.html�

