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宗 務 所 便 り 
                                          2011 年 1 月 1 日発信   №．78 
 

                                          愛知西教区宗務所長 武山廣道 九拝 
           
初春を寿ぎ新年のお慶びを申し上げます。 
昨年中は格別なご法愛を賜り法幸至極に存じ上げます。本年も倍旧の御指導御鞭撻の程 

よろしくお願い申し上げます。皆々様のご健康とご多幸を祈念申し上げます。 
 
 
 

12月の報告 
2日     人権週間 記念集会                於、中区役所ホール 

5日     第8部 台番1633 永泉寺先住職寺庭 三ツ口郁子様 逝去 

 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月の予定 
 

6日     部落解放同盟愛知県連合会 荊冠旗びらき      於、名古屋西文化センター 

10日     臨済忌 

11日     宗務本所、宗務所、宗務支所  御用始め 

13日     NHK文化センター講座 講師・乾徳寺 木下紹真師   於、NHKビル21F 

13日     教区報、教区花園会報編集会議           於、宗務所 

19日     詩偈講習会                    於、桃花 

20日～21日  定期布教研究会                  於、本山 

20日～21日  無相教会師範会                  於、本山 

24日     月授戒（布教師 服部雅昭師）           於、瑞泉寺 

24日～25日  花園会会長会                   於、本山 

25日     無住寺院対策委員会                於、本山 

26日     教学審議会                    於、本山 

26日     犬山・瑞泉寺開山忌                於、瑞泉寺 

27日     無相教会代表委員会                於、本山 

27日     NHK文化センター講座 講師・圓光寺 山田英隆師   於、NHKビル21F 

27日～28日  明日の宗門を考える会               於、本山 

28日～29日  無相教会師範・準師範研究会            於、本山 
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＜報 告＞ 
 
◎ 人権週間 記念集会報告          教区人権擁護推進員 金嶺寺 石井康州 
☆人権週間記念「講演と映画の会」               平成 22 年 12 月 2 日 

中区役所ホールにて講演（13:15～14:15）  講師 愛知専門尼僧堂堂長 青山俊童さん 

演題 「生命の尊さにめざめる」①置かれている場所は何処でも良い。そこでどう生きるか、生

き方しだいである。 ②長生きすることではない。どう生きたか、良く生きたか、どのように生

かされているのかである。 ③良く生きる、良く生きたと思ったら驕りである。良く生きること

のできない自分に気付き深く生きる良く生きようとした時に良くない自分に気付いて生きる。 

以上 3点に各々実例を引用して大変分かり易い講演でした。 

 

☆映画人権啓発映画「こころに咲く花」（15:00～15:35) 

〔あらすじ〕子どものいじめ、パワハラを通じて、家族や同僚、地域社会で互いに認め合い、

声を掛け合うことの必要性を描いたドラマでした。 

 

☆2010 年「人権週間」記念集会       平成 22 年 12 月 2日（18:30～20:30) 

主催 世界人権宣言愛知県実行委員会    於、中区役所ホールにて 

演題「厳罰化と人権」刑務所を通して見た社会の現実 講師 浜井浩一（龍谷大学法科大学院教授) 

統計学的に犯罪を分析して以下の発表がなされました。о治安悪化は厳罰化（80%以上の人が死

刑を支持）で抑え込もうという空気が高まっているが、決して厳罰化では抑え込めない。 

о 治安の情報源がテレビ、ラジオ（95%以上）新聞（80%以上）であることによりマスコミ報道

が社会問題を作り出している。犯罪増加はしていない。о 犯罪被害率は低下している一方、暴

力犯罪や性犯罪では警察への通報率が増加している。 о60 代の検挙人員が増加している。 о

非行から足を洗えないまま成人になる若者がやや増加している。 о犯罪者において受刑者は 2%

未満である。 о経済的に困窮している者、家族など引受人のいない者、能力の低い者が累犯化

して実刑になりやすい。о 犯罪の認知件数と刑務所人口が相互に因果関係はない。о 犯罪者が

立ち直りに必要なものは結婚と就職である。    

 
 
＜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・教学部長の三師を迎えて巡回研修会とします。 

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。 

別紙にて参加申し込みをいたしております。「懇親会参加申込書」に「懇親会費」を添えて 

申し込みください。 

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：名古屋ガ－デンパレス  会費：3,000 円 
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◎ 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 

 

◎ 特別寺班調査  
 調査書を支所長様から配布しました。各設問に正直に答えていただき、封緘して下さい。 
それを 1 月 31 日までに宗務支所に提出して下さい。 宗務支所にて取りまとめ宗務所宛送付し

て下さい。  
 
◎ 御詠歌活動についてのアンケート 
 無相教会本部より花園流詠歌アンケートを実施いたします。支所長様より配布されました。 
3 月末日までに宗務支所に提出して下さい。 
 
◎ 本山住職研修会のお知らせ 
 来る、2 月 8 日～10 日「本山住職研修会」が本山にて開催されます。参加該当の方はご予定

下さい。 詳細は本山より案内状がまいります。 
 
◎ 僧堂掛塔予定者学習会 
 来る、3 月 3 日～5 日「僧堂掛塔予定者学習会」が本山にて開催されます。履修希望者は教学

部までお問い合わせの上、履修願いを取り寄せて申し込み下さい。申し込み期間(1 月 17 日～2
月 18 日必着) 詳細は正法輪 平成 23 年 1 月 1 日号 P14 を参照。 
 
◎ 花園禅塾入塾希望者受付 
入塾希望者は教学部までお問い合わせの上、入塾願いを取り寄せて申し込み下さい。申し込み

期間(1 月 17 日～3 月 10 日必着) 詳細は正法輪 平成 23 年 1 月 1 日号 P14 を参照。 
塾費(1 年間)・妙心寺派の学徒 35 万円。各山 40 万円。僧籍を所有しない学生 60 万円。 
 
◎ 本山奉仕団参 
 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。 

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

◎ 名古屋禅センター（仮称）設置構想 
 本山直轄で中京圏に禅センターを設置する構想があります。５０年後には寺院数が壱割にな

ると予想する機関があります。こんな風潮の中で何もせず手を拱いていては死を待つばかりです。   

本派の喧伝・教線の拡大・思い切って人口密集地への寺院移転など将来を見据えた戦略活動が 

求められています。皆さまのお智慧を集約し、本派を牽引するようなセンターになればと夢想し

ているところです。この件に関しご意見ご希望をお聞かせ下さい。 

                     mailto:info@aichi-west.jp  

 

 

 

  

 

 

 ≪ 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)  

於、江南市民文化会館 

 

 

 
 ☆ 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�
mailto:info@aichi-west.jp�

