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宗 務 所 便 り 
                                          2010 年 12 月 1 日発信   №．77 
 

                                          愛知西教区宗務所長 武山廣道 九拝 
           
謹啓上 師走の候  ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

 さて、おかげさまにて全国奉詠名古屋大会も盛況裡に無事圓成いたしました。これも偏に皆様

のご協力ご法愛の賜と深く感謝申し上げます。誠にありがとうございました。  
 向寒の砌 ご尊体ご自愛ください。 

頓首 

 
 

11月の報告 
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 

 9日     第9部 台番1658 禅徳寺先住職 野田全亮師 遷化 92歳  

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 

11日     妙興寺開山忌 

12日     第1部 台番1567 法泉寺住職  高谷恵俊師 遷化 97歳 

15日     徳源寺開山忌 

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     第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 

 

12月の予定 
 2日     人権週間 記念集会                於、名古屋市中区役所ホール 

 8日     成道会 

 8日     中部地区教化主事会                於、南知多町 

8日     詩偈講習会                    於、徳源寺 

 9日     NHK文化センター講座 講師・徳岩寺 山田紹全師   於、NHKビル21F 

11日     開山忌高齢者招待                 於、本山 

12日     開山忌 

15日     青年僧の会 年末托鉢               於、春日井 

16日     NHK文化センター講座 講師・光陽寺 長谷川昌弘師  於、NHKビル21F 

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

24日     宗務本所、宗務所、宗務支所 御用納め 

       (1月11日 御用始め) 
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＜報 告＞ 
 
◎ 第５回ゼンデラレッスンの報告  ゼンデラレッスン実行委員 全徳寺 吉田美穂 
 平成２２年１１月８日午前１０時より中京大学文化市民会館にて第５回ゼンデラレッスンを

行いました。介護福祉士・介護支援専門員・精神保健福祉士を経、現在は介護職のスキルアップ

研修の非常勤講師である「加藤たみ枝氏」をお迎えしました。 

第１回ゼンデラレッスン「傾聴」に繋がる講演は、より現実的で、身に迫るものがありました。

想定であったり、実際の相談であったりの質疑にテキパキと教えていただき、堂々たる助言に漠

然とした不安を取り払っていただいた思いがします。 

 事前に会員へこんなメッセージをいただきました。 

          
こんな体験ありませんか？ 

 慢性的で困難な問題を抱えた当事者・家族から、相談を持ち込まれ私たちは無意識のうちにその問題

を解決しようと考えます。 

善良な私たちは問題を解決するために「何とかしないといけない」と頭の中はフル回転。一生懸命話

を聞きます。聞けば聞くほど、問題だらけ。相談者もエピソードには事欠きませんから、話せば話すほ

ど困難なことばかり。 

 なぜ、このようなことになるのでしょうか？ 

 それは、私たちの頭の中は問題を見るようになっているのです。問題は解決しないけど、そのことが

それほど問題でなくなるなら私たちは「ちょっとだけ幸せ」になります。そのことを一緒に考えてみま

しょう。 

 

 加藤氏は「死ぬということは生きている人の心に入ることである」とある住職から聞いたそう

です。確かに体はなくなり、いくら魂は残ると言われても手に取ったり目で見たりすることはで

きません。生活のいろいろな場面で亡くなった家族や友人、知り合いのことを思ったり、その人

について語ったりすることがあるのに気付きました。せっかくお寺に住んでいるのだからそのフ

ィールドを活かしてほしいと提案されました。 

 

 お寺には檀家さんだけではなく、親戚や友人も来られます。挨拶や世間話の延長に、いつの間

にか「悩み相談」になっていることがあります。しかし、私たちには解決することはできません。

相手が「楽になる」ことが大切です。それには私たちが十分「傾聴」することが必要です。問題

の解決には悩むべき本人が正しく悩み、相談者の道具を使って解決する。あくまでも本人が主体

になります。 

 

傾聴に必要なポイント 

① エピソードに振り回されない。（ただし話はたくさん聞く） 

② 問題の状況を明らかにする。 

③ 何を問題とするのか見極める。 

④ 誰の問題か明らかにする。 

 

 時には、相談者またはその関係者がうつ病などになっている場合があります。それは私たちに

は取り扱ってはいけない問題で、病院で治療を受けなければなりません。私たちにできることは、

ちょうどよい距離を保ち、必要な時に必要な助けをすることだけです。 

 講演後半にはある家族の事例を取り上げ、問題の状況・だれの問題か明らかにするなど具体的

に聞くことができました。最後に２人の参加者の実際の悩みを聞いて下さいました。心の病や介

護等の知識・情報を身につけることも傾聴のスキルアップにつながると感じました。 
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 次回ゼンデラレッスン 

◇３月４日午前１０時～ 

◇中京大学文化市民会館（金山） 

◇講師 高田都耶子氏 

 
◎ 教区寺院セミナー現地研修会報告             教化主事 山田英隆 

 11 月 10 日(水)京都市内にて、「教区寺院セミナー現地研修会」が開催されました。 参加者

18 名、8 時 20 分名古屋駅をバスにて出発、車内にて開会式。建仁寺の資料、栄西禅師の資料に

て各自練習。予定よりも早く京都・南禅寺駐車場に到着。 
予定外ではありますが、所長のご縁にて、南禅寺派総務部長の説明にて、南禅寺本坊と、山門

上の見学をいたしました。11 時 30 分、南禅寺門前 湯豆腐料理・順正にて昼食。 
バスにて移動。12 時 30 分、高台寺駐車場到着、徒歩にて霊山歴史館に到着、見学。「第 3 期 

大龍馬展」を見学。徒歩にて移動。 
 
13 時 50 分 建仁寺開山堂に到着。輪番和尚様(山内・大中院様)ので迎えを受けて入堂。14

時に大鐘を打たれるので堂内を見学。14 時 10 分開山諷経・回向。輪番様の説明。開山堂の日課。

年間行事。開山堂の建物の説明。庭前の菩提樹の話をされた。 
 開山堂を出て、開山堂楼門前にて記念撮影。本坊の前にて、山内・久昌院様の出迎え(教区 
第 11 部・寶光寺のお弟子様)。本坊、仏殿の見学、説明。 
 
本坊を後にして久昌院の見学、茶礼。山内散策、僧堂の前を通り、八坂の塔の横を通って高台寺

駐車場にてバスに乗車。途中、大津サービスエリヤにて買い物、一路名古屋向かい 18 時 30 分

無事に名古屋到着、解散。 
 曇り空にての一日、途中 一時小雨がありましたが傘も使わずに研修が終わりました。毎回 
観光では入れない各本山の開山堂にての諷経。 緊張感とその場に居合わせたことの喜びがござ

います。今回参加できなかった皆様も次回にはご参加いただきますようにご案内申し上げます。 
 

◎ 無相教会 第 60 回全国奉詠名古屋大会報告       教化主事 山田英隆 

11 月 15 日(月)午後 1時から 17 日(水)午後 5時まで名古屋国際会議場にて、「第 60 回全国 

奉詠名古屋大会」が開催されました。 

15 日午後 1時より、名古屋国際会議場 4 階 レセプションホールにて大会の進行施説明を受

け、その後各会場、施設の見学。その後、各部所にて打ち合わせが行われた。場所を金山駅前・ 

ANA クラウンプラザホテルグランコート名古屋に移動し、午後 6時より前管長・雪香室老大師を

お迎えして、大会の晩炊茶礼が行われた。無相教会師範先生、代表委員、本山部長、詠鑑先生方、

指導員、補助員、年度幹事、愛知西教区荷担者、愛知東教区加担者、青鳳会、ご用達社、事務局

など 110 名程の参加。 

 

 16 日午前 8時より準備を始め、8時過より歓待和尚様の出迎えの中 参加者の到着。奉詠会場

は 4会場(センチュリーホール、レセプションホール、白鳥ホール 1、白鳥ホール 2)。 

午前の部は、9時 30 分よりにて奉詠開始。 午後の部は、12 時 30 分より奉詠開始。 

15 時 30 分よりセンチュリーホールにて大会式典、フェスティバルが開催された。16 時 30 分終

了。歓待和尚様のお見送りの中、参加者は帰路につかれた。 

 

 17 日も同じスケジュールにて行われた。 今回の大会は、2日間の短期集中方式にて、参加者 

4779 名の奉詠がありました。大きな会場で移動距離がありましたが、格別なトラブルも無く、

怪我人、病人も無く終了できたことは誠に有難く思いました。又、教区内、支所長様、支部長様、 

青年僧の皆様の御荷担をいただき万般の体制にて運営できましたことに厚く御礼申し上げます。 
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＜お願い お知らせ＞ 
 
◎ 第 3 回教区寺院セミナー（内局・巡回住職研修会） 
 2 月 10 日(木)午後 3 時よりホテル名古屋ガ－デンパレスにおいて開催します。今回は、宗務

総長・総務部長・教学部長・花園学園事務局長の四師を迎えて巡回住職研修会とします。 

各部・各会それぞれ協議の上、内局・本派施策・花園学園に対する２問以上の質問状を、１月末

日までに宗務所宛提出下さい。 重ねて晩炊(懇親会)の出欠もご報告お願い致します。 

 

公職者・各会の役員さまには必ずご参加頂きますようご予定お願いします。 

尚、内局を囲み晩炊(懇親会)を準備しますので併せてご参加お願いいたします。  

晚炊会場：ホテル名古屋ガ－デンパレス  会費：3,000 円 

  
◎ 平成 23 年 春定期巡教師決定 
推進テーマ『目覚める』サブテーマ「人間の尊さにめざめ 自分の生活も他人の生活も 

 大切にしましょう。」 
  巡教師 大分県 台番 176   福正寺住職  森  哲外師 
      愛媛県 台番 375-2  観音寺住職  山崎 忠司師 
 

 ※開教寺院の希望期日・時間・行事名を取りまとめ早めに（〆切 1 月 20 日）に宗務所へ報告下

さい。巡教師を希望選択することはできませんので悪しからず。 
 
◎ 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 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」 
 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 

 

◎ 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。 

 

◎ 特別寺班調査  
 調査書は 12 月中旬に配布予定です。各設問に正直に答えていただき、封緘して下さい。それ

を支所にて取りまとめ宗務所宛送付して下さい。  
 
 

http://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_568384.html�
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◎ 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 12 月中に宗務所まで送付願います。 
 
◎ 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 
 

◎ 本山奉仕団参 
 平成 23 年 11 月末日までに実施下さい。第９・１２・１４部花園会は早めに企画予定頂きます

よう願います。 

 

 

 

 

 

 

 
 ≪ 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 

 

 ★ 花園会愛知西教区大会 
     平成 23 年 10 月 26 日(水) 

 

 

 
 ☆ 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�

