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宗 務 所 便 り 
                                          2011 年 3 月 1日発信   №．80 
 

                                          愛知西教区宗務所長 武山廣道 九拝 
           
謹啓上 ようやく暖かくなってきました。 皆様にはご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 さて今月は年度末､又春彼岸をひかえ何かと準備にお忙しいことと存じます。事の成否は綿密

な段取りで決まります。早め早めに準備にとりかかり諸事万端にわたり支度してゆくことが肝要

なことです。未だ寒さも戻りがあるやもしれません。お身体にご自愛いただきますよう祈念致し

ます。                                     頓首 
 
2月の報告 
1日     人権擁護推進委員会(本部)             於、本山 

 1日～3日   定期監査会                    於、本山 

2日     教区寺院セミナー準備会              於、宗務所 

3日     花園会館運営委員会                於、本山 

 4日     宗制審議会                    於、本山 

 4日     青年僧の会研修会                 於、栄 

 8日     愛知同宗連講演会                 於、中村文化小劇場 

 8日     「おかげさま」編集委員会             於、中村文化小劇場 

 8日～10日  本山住職研修会                  於、本山 

 9日     詩偈講習会                    於、徳源寺 

10日     第3回教区寺院セミナー(巡回住職研修会)       於、名古屋ガ－デンパレス 

10日     NHK文化センター講座 講師・徳授寺 澤田慈明師   於、NHKビル21F 

14日     禅文化研究会 研修会               於、ナディアパーク 

14日～16日  仏教講座終了スクーリング             於、本山 

15日     涅槃会 

17日～18日  無相教会寺庭婦人講習会              於、本山 

22日     花園禅塾「もうひとつの駅伝」東海道53次 愛知西教区通過  

        記念講演会 講師、岐阜県蓮華寺・羽賀浩規師   於、名古屋・海國寺 

21日～24日  定期宗議会                    於、本山 

24日～25日  花園会女性部会長会                於、本山 

24日     月授戒（布教師 一色宏襄師）           於、瑞泉寺 

24日     NHK文化センター講座 講師・大興寺 一色宏襄師   於、NHKビル21F 

25日～27日  前堂職法階取得研修会               於、本山 

25日     連合会役員会                   於、江南 

 

3月の予定 
 3日～5日   僧堂掛塔予定者学習会               於、本山 

 3日     第3・4地区支所長会                於、江南市文永寺 

4日     教区寺庭婦人会研修会               於、中京大学文化市民会館 

 7日～9日   宗務所長会                    於、本山 

9日     詩偈講習会                    於、徳源寺 

10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 

12日～13日  無相教会称号取得者講習会             於、本山 

15日     「おかげさま」編集会議              於、宗務所 
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16日     青年僧の会総会                  於、 

18日～30日  春季定期巡教                   於、開教寺院 

24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 

25日～27日  花園会少年少女研修会               於、本山 

  

＜報 告＞ 
 
◎ 青年僧の会研修会                 研修部長 宮田宗典  
 去る 2 月 4 日、会計士・川喜多兼政氏を招き「寺院経理の基礎を学ぶ」というテーマのもと

研修会が行われた。宗教法人の税制度での位置づけといった基礎的なことから始まり、収益法人

との違いや寺院が陥りやすい税のトラブルなどが実例を参考に平易に説明され、私自身はもとよ

り、多くの参加者から有意義な研修会であったとの声が聞かれた。 
 
 思えば現今、僧侶というものは一寺を担っていく以上、宗教者であると同時に経営者としての

側面をも持ち合わせておらねばなるまい。当然、後者にその比重が傾けば本末転倒といった次第

であるが、銭勘定は汚いことと突き放して考えてしまうのもやはり問題であろう。 
 本研修会でもテーマの一つに、昨今の寺院をとりまく環境の変化が取り挙げられていた。いわ

ゆる宗教離れ、寺院離れといった問題に対して、宗派の溝を越えた多くの取り組みがなされてい

る。無縁社会などといった薄ら寒い言葉が聞かれるほど、個人個人が孤立した現代社会において、

今こそ寺院が地域の鎹として活躍せねばなるまい。 
 
その前提条件として「看脚下」、まずは正しい税の知識を身につける、正確な帳簿をつける、

といった基本的なことを学ぶということも重要であろうと考えさせられた。 
 

◎ 内局・巡回住職研修会（第 3 回教区寺院セミナー）の報告 

教化主事補 塚本雄高 

 ２月１０日（木）午後３時より、名古屋市中区ホテル名古屋ガーデンパレスにおいて第三回教

区寺院セミナーが開催されました。 

 初めに講演１として、教区人権擁護推進員の金嶺寺住職石井康州師より人権啓発活動について

報告をいただきました。 
 

 ハンセン氏病患者の現状報告として、平成１３年の判決確定以来患者に対し国から賠償金が支

払われるようにはなったが、患者全体に高齢化が進み帰郷はしても自分の生まれ育ったところに

は立ち寄れないという現実があり、一泊二日で受け入れる宿泊施設もいまだ入浴時間が限られて

いる実態がいまだ続いているといったお話。また同和問題について、石井師が毎月参加している

三重県津市での人権研修会で聞いた差別事例についての報告がありました。 
 

３０数年にわたって住む地域の組に入れてもらえず自治体の広報も届かず、本来指定されている

ごみ集積所にごみを出せないのでやむを得ず庭先で焼却処分をしている家があり、解決のため自

治体関係者当事者間で話し合いの機会を持ったが、親子共々長年差別を受けて来て今さら指定の

場所には出せない、との回答で、今現在も未解決となってしまっているとの事でした。 
 

石川師は「皆さんにも身近なところにある差別に直接取り組んでゆくというところから初めて欲

しい。なにもないから、知らないから手を出さなくていいんだではなく、布教活動の一つとして

人権啓発、学習というものに取り組んで、沢山の冊子を利用していただければ」とお話を締めく

くられました。 
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 続く講演２では『宗門の現状と課題』と題して、松井宗益宗務総長、松山英照総務部長、栗原

正雄教学部長、宮川禅磨花園学園事務局長よりそれぞれご講演をいただきました。 

 松井宗務総長からは、開山無相大師六百五十年遠諱の無事円成についてお礼を述べられた後、

本派を含めた伝統仏教のおかれている今日の厳しい状況について、またこれから先に我々僧侶が

どうあるべきか、本派の現在取り組んでいる事について述べられました。 
  

講演は「新幹線に乗っているひとのうち９０パーセントは坊さんが嫌いである」という、ある調

査結果の話に始まり、全日本仏教会の顧問弁護士さんとの懇談会において聞いた事として、東京

地域において庫裡の部屋別固定資産税課税へ向かっているという話、それぞれの教団が抱えてい

る裁判が仏の教えや開山様の教えから全くかけ離れた世俗的な次元の金銭絡みのトラブルが大

半であるといった話、同席した多くの顧問弁護士の方の声として「自分たちの目からみていても

今の坊さんは嫌われている」「今のお坊さんは、金を儲けていると思われている。そこにお坊さ

んとしての姿とか教えとかありがたさがない。見えてくるのは世俗的な姿である。宗派にかかわ

らず伝統教団はみなそうである。そういう目で見られている」といった厳しい指摘があった事が

報告されました。 
 

 また、このまま現状を放置すれば多くの寺院が消滅する危機が訪れるがそうならないために、

と本派として今現在取り組んでいる事について、また「１０～２０年後に存続する寺は、そのお

寺で檀信徒あるいは地域社会とともにお寺を利用した活発な活動がなされているところである」

という指摘、その関連で静岡西教区において昨年既に２度開かれた、お寺が主催の婚活パーティ

ーの盛況ぶりについてのお話がありました。また本所の役割について、ちょっと相談したい、聞

いてみたいといった事に適切に対応出来る本所でありたい、と所信を表明されました。 
 

 松山総務部長からは「総務部所管からみる本派の現状と今後」として、本派の現状、特別寺班

調査の件、無住寺院対策委員会の現状等について多数の資料と数字を上げての詳細な報告があり

ました。特別寺班調査については、賦課金と関連づけてとらえられがちであるが、賦課金を上げ

る目的であれば現状の寺班に賦課点数をあげれば良いわけで、あくまでも教区間、地域間の平等

公平を期すためのものである事を強調しておられました。 
 

 栗原教学部長からは、我々僧侶が年忌法要や葬儀の場でこれまで特に説明してこなかったお経

の内容、意味というものを我々ももう少し知って説いてゆかなければならないのではないか、と

いうところから始まり、現在作業が進められている「わかりやすい教典・回向作成委員会」につ

いての報告がありました。本所から押し付けるものではなく一つの資料として提示するもので、

それぞれ各寺院の工夫によって活かして檀信徒に示してもらえたらというお話でした。 

また特に年忌法要について、その意味をもっとわかりやすく説いてゆくべきであるという話、

住職研修会について全国的にもう少し自身のスキルアップに繋がる研修が必要であり、いずれは

花園大学での単位の取得を求めるといった連携を考えるなど互いの資質向上につながるシステ

ムづくりを今こそしなければならないのでは、というお話もありました。 
 

 宮川花園学園事務局長からは、花園学園についての現状報告がされました。今現在は資産運用

によって黒字経営が続いているが現状のままでは４～５年のうちに赤字化してしまうであろう

事、花園大学の国際禅学科の定員割れの問題、花園中学高校については昨年来の大胆な改革の内

容とその結果、蘇りつつある事などが報告されました。建学の精神の具現化、宗教教育の導入と

いうものが地域社会の魅力となっているのではないかといった話、また埼玉から招いた新校長に

よるぶれのない指導が行われており、三年後には二ケタの人数を東大、京大といった難関国公立

大学へ送れるであろうという観測も語られました。 
 

 最後に質疑応答の時間がとられました。事前に上げられていた「賦課金を減らしてほしい」「寺

班の等級は上げる時だけでなく下げる時もよく調査してほしい」「使っていない宗教法人の資格
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を他の妙心寺派寺院のないところに移して有効に使ってもよいのではないか」「本所からの配布

物が多すぎるのでは」といった質問・要望について総務部長から回答がなされました。「賦課金

を減らしてほしい」という質問に対しては、平成９年に上げて以来これまで約１３年間、人件費

の削減や事業仕分けなどの努力によって賦課金を上げずに来ており、来年度もこのままであるが、

この先もできれば上げずにやってゆきたいという回答でした。また等級については宗制に基づい

た詳細な回答がなされました。 
 

宗教法人の活用と移転については、県をまたいでの移転は手続きが面倒であるが、同一都道府県

内での移動であれば難しくないのでぜひ行ってほしいとの事でした。配布物については、長年の

問題でありなるべくまとめて送る様に気をつけているが、ご理解願いたいとのご回答でした。そ

のほか多数の質問について総務部長、教学部長より回答がなされました。 

 

＜お願い お知らせ＞ 
 
◎「教区報」原稿提出のお願い 
 6 月 1 日発行予定「愛知西教区・教区報」原稿の依頼を各担当の皆様にお願いいたしました。 
まだ提出されていない方は「早急」に教化主事まで提出いただきますようにお願いします。 
 
◎ 第 6 回ゼンデラレッスン 
 来る 3 月 4 日(金)午前 10 時より、中京大学市民文化会館・第 1 会議室にて、第 6 回ゼンデラ 
レッスンを開催いたします。講師に、高田都耶子氏をお迎えして「薬師寺(奈良)のあれこれ」と 
題して講演をいただきます。寺庭様、住職様、青年僧様、寺族の皆様のご参加もお待ちしており

ます。 
 
◎ 平成 23 年 春定期巡教 
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 
 

      ※開教寺院様には終了後報告書を提出頂きますよう願います。開教日が重複する寺院様には､ 
止む無く教区布教師会より派遣して頂きますのでご了承ご協力お願いします。  

 
◎ NHK 文化講座のご案内 

昨年 10 月から本年 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 

  
 ※4 月からは月 1 回第 4 木曜日に開講します。 

http://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_568384.html�
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◎ 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が配布されました。3 月末日までに宗務支所に提出 
して下さい。 
 
◎ 平成 23 年度 独居住職・寺族の調査 

平成２３年４月１日付で新しく該当者がありましたら調査の上、ご報告ください。２２年度は

１３名（1名遷化現在 12名）ありました。 
 
◎ 第 42回少年少女研修会 参加募集のお願い 

3月 25日(金)～27日(日) 2泊 3日の予定で本山にて研修会が開催されます。 

テーマ「調える」と題して、小学 4年～6年生を対象に開催されます。日程中 手塚治虫さん 

の映画「ブッダ」が花園会館で先行上映されます。 締め切り 3月 18日。  

申し込み先 宗務支所 → 宗務所。 会費、1名 10,000円 

 
◎ 花園会行事及び活動報告書 

宗務支所長殿へ ２２年度の部行事及び報告書を３月１５日までに宗務所あて提出ください。 

花園会愛知西大会に参加、本山団参、春秋巡教、全国奉詠大会参加。また部全体で行った行事な

どご記入ください。14 部中一部でも報告が遅れますと教区全体の助成金計算が遅延、年度末会

計に支障をきたしますので早めにお願いいたします。 

 

◎ 前堂職法階取得研修会実施について 

1.期 日 

  1 回目 ― 平成23年6月15日(水)午後1時から 17日(金)午後1時まで 

2.会 場 大本山妙心寺 

3.履修資格前堂職の請願ができる者 

4.内 容 講話、法話、法式、坐禅、詩偈講座、班別討議、御詠歌、考査など 

5.費 用 受講料2万円 当日持参 交通費は自弁のこと(自家用車での上山は厳禁) 

6.出願方法  宗務所または宗務支所で履修願を頂戴し、宗務支所、宗務所経由で宗務本所 

教学部へ送付のこと 

7.期 限 1回目 ― 平成23年5月15日までに教学部必着 

期限を過ぎての履修願の受理はされません。次回の履修となります 

8,定 員 先着順３０名にて締め切ります。 

提出期限内であっても、定員になり次第締め切りますので、お早めに申込み下さい。 
 
◎ 第 5 回本山本派安居会のお知らせ 
 宗務支所へ案内要項を配布しましたのでご覧下さい。履修願・履修予定者提出票は宗務所 
にありますので希望者は申し出下さい。 
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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 
 
◎ 進達書類書式記入例ダウンロード 
進達書類の書式記入例を見ることが出来ます。参考までにご覧下さい。 

 

http://www.rinnou.net/network/myoshinji/download/sm/20100820syoshiki.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ≪ 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、稲沢市民会館 大ホール（予定） 

 

 

 
 ☆ 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�
http://www.rinnou.net/network/myoshinji/download/sm/20100820syoshiki.htm�

