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宗 務 所 便 り 
                                          2010 年 11 月 1 日発信   №．76 
 

                                          愛知西教区宗務所長 武山廣道 九拝 
           
謹啓上 晩秋の候と成りました。過日の花園大会にはご協力賜りありがとうございました。 

 さて今月は全国奉詠大会で全国より 5000 名ほどの会員が参集、奉詠大会が開催されます。 
教区関係の皆さまには御荷担・御協力の程 宜しくお願いいたします。 
                                       頓首 
 

10月の報告 
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 

9日     愛知同宗連 現地学習会              於、松坂・津市方面 

13日     詩偈講習会                    於、徳源寺 

13日     花園流無相教会 強化指導教区 巡回講習会      於、福昌寺 

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

14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 

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

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

20日     第5部 台番1598 定光寺先住職寺庭 宮田きよ様  83歳 逝去  

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回花園会愛知西教区大会              於、徳源寺 

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

26日     教区寺庭婦人会現地研修会             於、奈良 

28日     NHK文化センター講座 講師・利海寺 池田豊隆師   於、NHKビル21F 

 

11月の予定 
 5日～7日   本派安居会                    於、妙興寺 

8日          寺庭婦人会ゼンデラレッスン            於、中京大学文化市民会館   

10日     教区寺院セミナー現地研修会            於、京都・建仁寺 

10日～11日  花園会本部研修会・寺院役員研修会         於、本山 

11日     NHK文化センター講座 講師・耕雲院 服部雅昭師   於、NHKビル21F 

11日     花園法皇忌                    於、本山 

11日     妙興寺開山忌                   於、妙興寺 

15日     徳源寺開山忌                   於、徳源寺 

15日～17日  第60回無相教会全国奉詠名古屋大会         於、名古屋国際会議場 

17日     詩偈講習会                    於、徳源寺 

17日     教区役員会                    於、宗務所 

17日～23日  本派安居会                    於、兵庫県・龍門寺 

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

25日     NHK文化センター講座 講師・白林寺 武山廣道    於、NHKビル21F 

28日     6部 台番1613 瑞雲寺晋山式            於、瑞雲寺 

30日     愛知県宗教法人実務研修会             於、ウィルあいち 
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＜報 告＞ 
 
◎ 教区寺庭婦人会会長会 報告           寺庭婦人会会長 小澤正美 
 第 14 回教区寺庭婦人会会長会が、本山・妙心寺において、10 月７日～8 日開催されました。 

河野太通管長猊下の講話は、山本周五郎の歴史小説・柳橋物語を題材に中庸を説いてくださいま

した。「これでいいのですね」というフレーズを、自分勝手に「これでいいのですね、」お釈迦様

と私一人納得いたしました。栗原教学部長より「人権についての講話」がありました。各寺院に

配布されている『人権Ｑ＆Ａ』および『今、そこにある差別を許さない』を題材に教区において

も推進するよう話されました。 
 
 本年度のテーマは「各寺院における寺庭婦人の役について」。サブテーマは「寺院の活性化と

社会との関わり」議論百出、機会を得て報告いたします。社会との関わりについて、松井宗務総

長より「最近の葬儀の実態、スパーマーケットで葬儀が売買されていること」また「淘汰がはじ

まり、10 年後 20 年後の姿」を示唆されました。 
 
 最近手にした遍照寺住職・太田真照著『欲を捨てるな』の中に、大手出版社の編集長の言葉と

して「おれは仏教を信用しているが、坊主は信用していない。なぜならば、いまの坊主は、見て

くれは確かに坊主だが、人の悩みを解決する術を、はなからこれっぽっちも持ち合わせていない。

だいたい仏教もまともに勉強しとらん。上手に坊主になる術は心得ているが、そのくせ人の悩み

を解決する術を、何ひとつわれわれに提供しとらん。布施しとらん。おれが直接仏典をよんだほ

うが早い。しかし、そのくせ金には、しっかりしている。きっちり取る。葬式法事のお布施だけ

は、しっかり請求する。だから坊主に貧乏人はおらん。お布施の中味が少なければ、入れなおせ

とつき返す坊主もいる。相手の手元を吟味して、お経の長短を決める。いまの坊主は、仏教を生

活の糧にしている 高等乞食だ。」 
 
 酔った勢いの編集者の言葉として書かれていましたが、仏教の勉強もせずにという言葉は耳痛

く読みました。私達寺に住まわせていただく寺庭も社会をとりまく現状を良く知り、研鑽の日々

でありたいと感じました。 
 
 愛知西教区におきましては若い寺庭婦人が中心になって「ゼンデラレッスン」を開講していま

す。社会との繋がりも密に相談できる、お話を聞いてくれるお寺を目指して研修を重ねておりま

す。住職さまがたのご指導ご鞭撻をお願いいたします。 
 

◎ 教区花園会運営委員会報告               教化主事 山田英隆 

去る、10 月 19 日（火）午後 1時 30 分より、名古屋市金山・名古屋都市センター会議室にて 

教区花園会運営委員会が開催されました。 

 

協議内容 

１．第 55 回愛知西教区花園大会（10 月 25 日・徳源寺）について 

２．第 60 回無相教会全国奉詠名古屋大会（11 月 16 日～17 日・名古屋国際会議場）について 

３．教区花園会たより『おかげさま』編集について 

４．定期巡教、特別布教について 

５．花園会会計（中間報告） 

６．第 56 回愛知西教区花園大会開催の依頼 

７．平成 23 年度本山奉仕団参について  9.12.14 部 

８．定期御親化授戒会について 

９．その他 
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◎ 第 55 回 花園会愛知西大会報告            教化主事 山田英隆 

平成 22 年 10 月 25 日(月)名古屋・徳源寺にて開催されました。参加者 530 余名。 

午後 0時過ぎより受付開始、1時 10 分花園会副会長・若杉隆幸様の「開会の辞」、総裁代理・徳

源寺江松軒老大師に導師をお願いし「本尊・本山開山無相大師・本山開基花園法皇・会員各家先

亡霊位・般若心経諷経回向」、花園会女性部会長・木村ちつ子様「生活信条唱和」、江松軒老大師

「総裁猊下挨拶」、御詠歌奉詠、花園会本部長代理・松久宗心財務部長「花園会本部長挨拶」、 
 

武山廣道「愛知西教区花園会会頭挨拶」（宗務所長）、2時 10 分から「記念講演」講師に前花園

大学学長・西村恵信先生をお迎えして「人生の調え方」と題して講演をいただきました。3時 50

分花園会会長・西川豊長様の「大会宣言決議」、花園会女性部副会長・村上玲子様の「信心のこ

とば唱和」四弘誓願文諷経、花園会副会長・稲垣政昇様の「閉会の辞」にて午後 4時に散会した。 
 

今回の大会は、第 1地区、第 2地区の皆様の多大なご協力をいただき開催されました。  

厚く御礼申し上げます。 「おかげさま献金」 153,345 円でした。 
 

★大会宣言文 

 私たち花園会員は、ありとあらゆるもののご恩を頂いて、この世に存在しています。家族の絆 

を大切にし、地域社会とも助け合いながら報恩感謝のこころで日々つとめを行います。 仏さま

の教えを学び、生活を調えていくことを宣言いたします。 決議する。 

  平成 22 年 10 月 25 日                花園会 愛知西教区大会 

 

◎ 教区寺庭婦人会 秋の研修会報告          会計 黒瀬幸恵 

１０月２６日（火）秋の薄曇りの空のもと、平城遷都１３００年で賑わう奈良へ日帰りバス

研修旅行に出掛けました。元奈良薬師寺寺庭、高田稚子さまにご先導をいただき尊宿さま２名、

会員さま４２名、計４５名のご参加をいただきました。 

 

 春日大社に到着後、まずは、春日大社権宮司、岡本彰夫氏『神と仏と奈良』のご講話。古都奈

良では、神仏分離令の後も、神様と仏様は仲良く親密な関係が持続しています。１２００余年以

上にもわたって、絶え間なく執り行われる伝統行事や、民間信仰の中に神と仏が等しく畏れ敬わ

れ、どちらも大切に信仰されて伝承され続けている様子がうかがえます。神仏別々があたりまえ

になってしまっている私たちの目には神仏習合の様相が不可思議な光景にさえ映るほどです。 

お互いを尊重して犯してならない所は犯さず共に存在し合う共生の姿。その「和の心」こそ世界

に誇れるすばらしい宗教文化であると結ばれました。優劣を競ったり、他者を排除して傷つけ合

うのではなく、お互いを認め受け入れて共生、共存し合う日本人の祖先の叡智に多くを学ばせて

いただきました。ご講話の後は、手水をいただいて身を清め、神域ご本殿にて正式参拝。 

 

 昼食には、旬祭の時の直会で頂く直会膳、饗膳「中旬の献」をいただきました。 

次に訪れた東大寺では、登壇参拝。堂内ご説明の後、普段一般には立ち入ることが出来ない大仏

様の蓮弁の位置まで上げていただきました。そこから真上に見上げる大仏様のお姿はまさに、圧

巻。感激もひとしおです。大仏殿も、現在でも世界最大の木造建築物ですが、横幅は天平当時の

３分の２。往時の威容を偲ぶと、壮大なスケールの大きさに驚嘆するばかりです。大仏様台座の

蓮弁には、「蓮華蔵世界」が描かれ天平当時の面影を残しています。それは、毘盧遮那仏の偉大

な広大無辺の光明に包まれて、宇宙のあらゆるものが、相互に無限のつながりと広がりをもち、

融和し調和する華厳の悟りの世界。私たち一人一人が輝ける華厳の華となって、この世の中を美

しく飾っていくことが出来ましたら、どんなに素敵でしょうか。 

  

日本仏教のふる里である古都奈良に遷都１３００年の記念すべき年に参拝するご縁をいだだけ

ましたことを、とても幸せに存じます。 
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 秋の有意義な一日を過ごす事が出来ましたのも、東大寺執事長、狭川普文さま。高田稚子さま。

連日の教区のご法務でお忙しいのに拘わらず、ご臨席くださいました宗議会議員、寶珠寺・林冏

成さま。陽徳寺・宮川禅磨さま。そして会員さま方のお蔭です。心より感謝申し上げます。  

 以上、ご報告申し上げます。 

 

＜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、霊山歴史館を訪れて研修会を行います。 
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。未だバスに余裕がございますので希望者は前日までに参加申し出下さい。 
 参加費 3，500 円  
 
◎ 第 60 回無相教会全国奉詠名古屋大会 見学のご案内 
来る、11 月 16 日 17 日の 2 日間、名古屋市熱田区・名古屋国際会議場にて「第 60 回 無相 

教会全国奉詠名古屋大会」が開催されます。この機会に御詠歌に親しんでいただけますように 

見学のご案内をいたします。 
  

午後 1 時頃より御詠歌の奉詠、午後 3 時頃より式典・アトラクションの予定です。和尚様、

花園会の皆様、寺庭婦人の皆様に見学をお待ちしております。 
 尚、見学は無料です。 又、弁当、記念品を希望の方は事前に花園会本部に申し込み下さい。 
（2000 円の参加費が必要です） 
 
◎ 第 60 回無相教会全国奉詠名古屋大会 荷担のお願い 
 全国奉詠名古屋大会が愛知西教区を会場に開催するにあたりまして、連合会の皆様、支部長の

皆様又、支所長様、青年僧の会の皆様、教区役員の皆様には御荷担を賜わりますが宜しくお願い

申し上げます。 
 大会前日（15 日）午後 1 時に、名古屋国際会議場にて「打ち合わせ」を行います。国際会議

場の正面玄関を入り、エスカレーターを降りた所にご集合下さい。尚、当日、晩炊茶礼がござい

ますので公共交通機関にてお出かけ下さい。制服にてお願いいたします。 
 
◎ 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。定員 50 
名の教室。NHK カルチャー名古屋教室(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)にて開講中です。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 
 １回受講は、 2,300 円 (入会金無用)です。  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 

 

 

http://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_568384.html�
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◎ 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。 

11 月は休会します。 

 
◎ 愛知県宗教法人実務研修会のご案内 
 宗教法人運営上の実務について研修を行います。希望者は申し出下さい。 
 日 時  11 月 30 日(火) 午後 1 時～4 時 
 会 場  ウィルあいち（愛知県女性総合センター 3 階大会議室） 
      名古屋市東区上堅杉町１   TEL 052-962-2511 
 
◎ 特別寺班調査 部調査委員の選出 
 各部において部調査会委員を互選いただき早めに宗務所宛 ご報告下さい。調査書は 12 月中

旬に配布される予定です。  
 
◎ 独居住職・寺族の調査 
 本山からの調査です。教区のものと重複しますが宜しく願います。 
 
◎ 第 5 回ゼンデラレッスンのご案内       主催 寺庭婦人会 
 寺庭様に参加おすすめ下さい。 
 

1 日 時 平成 22 年 11 月 8 日（月）午前 10 時より 

                  （受付 9時 45 分より） 

2 場 所 中京大学文化市民会館（金山）3階 第１会議室 

3 会 費 1,000 円 （当日受付にて集金いたします） 

4 講 師 加藤たみ枝氏 

  ◇講師略歴 岐阜県出身 

        介護福祉士・介護支援専門員・精神保健福祉士 

  ◇職歴 救護施設「愛知県明智寮」を経て、保健所精神保健福祉相談員として勤務 

         定年退職後、小牧市社会福祉協議会総合相談支援センターに勤務 

         現在は、介護職のスキルアップ研修の非常勤講師 

 
 
 
 ≪ 23 年度予定 ≫ 
 

★ 平成 23 年度 花園会部会長会・支所長会 
    平成 23 年 4 月 20 日（水）午前 10 時より 
     於、名古屋市中区金山・名古屋都市センター14 階 第 1.2 会議室 

 
★ 第 25 回 花園流ご詠歌 愛知西教区奉詠大会・講習会 

     平成 23 年 5 月 18 日(水)・19 日(木)  
      於、江南市民文化会館 


