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宗 務 所 便 り 
                                          2011 年 4 月 1 日発信   №．81 
 

                                          愛知西教区宗務所長 武山廣道 九拝 
           
謹啓上 ようやく桜の季節となりました。 
 さて、このたびの大地震とそれに続く津波・原発事故により被災を受けられたすべての皆様に、心よりお見

舞いを申し上げます。また、亡くなられた方々のご冥福をお祈りするとともに、深い悲しみにあるご家族や関

係者の皆様に衷心よりお悔やみ申し上げます。被災地では、未だ安否不明の方が多数おられます。その方々が

ご無事であることと、一刻も早く復興されんことを心より願っております。我々も何かご支援できることがあ

れば実践してゆきたいものです。                               頓首 
 

3月の報告 
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 

11日     「東日本大震災」 

11日     第5部 台番1605 太平寺先住職 山内堯雲師 91歳  遷化    

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 

16日     青年僧の会総会                  於、名古屋・千とせ屋 

17日     「東日本大震災」義援金寄託、教区花園会      於、中日新聞社 

18日～30日  定期巡教                     於、教区内寺院 

21日     春彼岸中日 

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 

29日     第11部 台番1713 妙光寺晋山・落慶式・斎会    於、妙光寺 

30日     無相教会 教区詠道部長              於、本山 

 

4月の予定 
 1日     教区花園会たより『おかげさま』発行 34,000枚   於、宗務所 

 5日     青年僧の会 「東日本大震災」義援托鉢       於、名古屋市内 

 7日     教区連合会 講師・支部実務者会議、講習      於、江南市民文化会館 

 8日～12日  本山恒例法要                   於、本山 

12日     青年僧の会 「東日本大震災」義援托鉢       於、名古屋市内 

13日     「教区報」編集会議                於、宗務所 

13日     地区長会、会計監査会               於、宗務所 

13日     詩偈講習会                    於、徳源寺 

20日     教区花園会部会長会、支所長会           於、名古屋都市センター 

21日～22日  教化主事会                    於、本山 

25日～26日  明日の宗門を考える会               於、本山 

26日～27日  第3回特別寺班調査会                於、本山 

27日     人権擁護推進委員会                於、本山 

28日     NHK文化センター講座 講師・白林寺 武山廣道    於、NHKビル21F 
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＜報 告＞ 
 
◎ 第 6 回ゼンデラレッスン活動報告（教区寺庭婦人会研修会） 

       教区寺庭婦人会 副会長 松本 有紀子 
今回で６回を数えました「ゼンデラレッスンの活動内容」を報告させていただきます。 

平成２３年３月４日 中京大学文化市民会館第１会議室にて開催しました。御住職様１名を含む 
４０名の参加者でした。 
講師は、エッセイスト・コメンテーターとして御活躍の高田 都耶子様です。 

昨秋の奈良研修旅行の折りに、春日大社正式参拝 東大寺登壇参拝 の為にお骨折り下さいました 
高田 稚子様は、高田 都耶子様のお母様でいらっしゃいます。 
「薬師寺のあれこれ」と題して、お父様で元、奈良薬師寺管長猊下 故高田 好胤様の思い出をエ 
ピソードを交えながらお話し下さいました。‘’おかげさま” “もったいない’’ “ありがたい’’ の 
思いから現在は勤労感謝の日として祝日になっている１１月２３日が、祝日となる以前は、新嘗 
祭(新殻を神に供え、収穫を感謝する日)の日までは、高田 好胤様は、新米を口にされることは 
なかったそうです。その為、秋口に外食をされるときには、お荷物の中へレンジであたためるパ 
ック白飯やおかゆをお持ちになり店主に新米であるかをおたずねになられ、新米と聞けば持参の 
白飯を食されるほどの徹底ぶりであったそうです。これ程までの信念をお持ちだったので、大企 
業の寄進の申し出をおことわりになられても、全国から１人１０００円の写経納経により１００ 
万人の写経をお集めになり、薬師寺金堂の再建をはたされたときの御苦労等、お話しいただきま 
した。 
１時間３０分のお話し中何度も高田様の口からは、「お父ちゃま」と高田好胤様のことを呼ば 

れ、亡くなられた今もなお、深い父と娘のきずなをお持ちであると感じました。そんな高田様と

は初めてお会いしたとは思えないほどに気さくにお声を掛けていただき本当に有意義な一時を 
過ごさせていただきました。 
寺庭婦人会 ゼンデラレッスンの為に御遠方より足をお運び下さいました 高田都耶子様に深 

謝申し上げます。 
又、当日 御多忙の中を御参加下さいました会員の皆様方にも心から感謝申し上げます共に 

今後も寺庭婦人会の活動にご理解とご協力を賜りますように この場を借りてお願い申し上げ  
第６回ゼンデラレッスンの報告とさせていただきます。 ありがとうございました。 
 

◎ 青年僧の会総会                          教化主事 

 去る、3月 16 日（水）午後 6時より、名古屋錦・「千とせ屋」にて青年僧の会総会が開催さ

れました。参加者 35 名、来賓 3名。内容は平成 22 年度活動報告、会計報告、平成 23 年度事業

計画、予算案が審議されました。また、3月 11 日に起こりました「東日本大震災」義援托鉢が 

審議され、4月に義援托鉢が行われる事が決定しました。 

 

◎ 義援金 
去る 3月 17 日、西川豊長教区花園会会長・教化主事と共に東日本大地震義援金 50 万円を教 

区花園会として中日新聞社会事業団へ寄託致しましたことを報告いたします。    所長 

 

＜お願い お知らせ＞ 
 
◎ 東日本大震災 義援金のお願い 
 3 月 11 日に起こりました「東日本大震災」義援金募金のお願いが花園会本部から各寺院に送

付されました。各寺院におかれましては、花園会員、地域の方、その他の方に広く募金のお願い
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をしていただきますようにお願いします。義援金は花園会本部に送金して下さい。被災された皆

様へ公的機関を通じ義援金を送っていただきます。 ご協力をお願いいたします。 

 

※既に関係機関へ義援金を出された方もおありと思いますが、何卒未曾有の激甚災害をご勘案の

うえ各寺のご判断にて直接花園会本部へ送金ご支援のほど、よろしくお願いいたします。 
なお、本派被災寺院・被災花園会員への見舞金は実態を精査した上で本派寺院建物共済組合規

約、災害見舞金規定、寺院本堂互助見舞金規定に則り、改めて善処されますのでご協力賜ります

様重ねてお願いいたします。 
 
◎ 「東日本大震災」義援托鉢のご協力 

来る 4月 5日・12 日の両日名古屋市内辺を托鉢いたします。青年僧に限らずご賛同いただけ 

ますお方には午後 9時までに東区 徳源寺へご集合ください。 
 
◎ 花園会たより『おかげさま』配布のお願い 

4 月 1 日、『おかげさま』第 8 号を発行いたします。支所を通じて花園会員数 2 倍を配布いた

しますので、確実に花園会員様に配布をお願いします。 
 
◎ 平成 23 年度 花園会部会長会・支所長会の開催 
日時 平成 23 年 4 月 20 日（水）午前 10 時より 

 場所 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 

支所長様、花園会部会長、教区役員様、各会の代表者様にはご出席をお願いします。 

 

◎ 平成 23 年春定期巡教 報告文の提出依頼 
 春定期巡教、開教寺院の皆様にはお疲れさまでした。開教報告文の提出をお願いいたします。 
後日、支所を通じて助成金を送らせていただきます。 
 
◎ NHK 文化講座のご案内 

本年 4 月から 9 月まで、月 1 回(第４木曜日) 15:30～17:00 まで 6 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、    2400 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 

 

◎ 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 

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

◎ 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 
 
◎ 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 
 

 

 ≪ 23 年度予定 ≫ 

 
★ 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 

 

★ 平成 23 年度 花園会運営委員会 
    平成 23 年 10 月 14 日（金）午後 1時 30 分より 

     於、 未定 

 

 ★ 花園会愛知西教区大会 
     平成 23 年 10 月 26 日(水) 午後 1時より 

於、稲沢市民会館  

 
 ☆ 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.rinnou.net/network/myoshinji/download/sm/20100820syoshiki.htm�
http://www.hanazonokaikan.com/�
http://www.rinnou.net/network/myoshinji/download/hanazonokai/index.html�

