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宗 務 所 便 り 
                                          2011 年 5 月 1日発信   №．82 
 

                                          愛知西教区宗務所長 武山廣道 九拝 
           

謹啓上 風薫るすがすがしいころとなりました。 

 東日本大震災・原発災害による状況を見るたびにその悲惨さに目を覆うばかりです。復興支援

には多くのご意見が出ており、長期にわたり支援が必要と考えられています。先ずは自身の身近

なことからご支援を考え実行して行かれんことを望みます。そして自身の脚下も見据え危機管理

をお忘れなくご準備ください。 

頓首 
 

 

４月の報告 
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、徳源寺 

7日     第13部 台番1761 安楽寺先住職 丸山慈晃和尚 86歳  遷化 

 8日     愛知同宗連総会                  於、天理教教団 

 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、徳源寺 

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

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

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 

24日     月授戒（布教師 宮川明道師）           於、瑞泉寺 

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 

27日     詩偈講習会                    於、徳源寺 

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 

28日     東日本大震災被災物故者 四十九日忌追悼法要  

 

５月の予定 
 1日～7日   本派安居会                    於、龍門寺 

９日     教区報編集会議                  於、宗務所 

13日     教区寺庭婦人会総会                於、妙興寺 

18日     連合会 発展拡充講習会              於、江南市民文化会館 

19日     連合会 第25回奉詠大会              於、江南市民文化会館 

23日     無相教会寺庭婦人講習会              於、地方開催 

23日     禅文化研修会      主催 禅文化研究会     於、デザインセンター 

24日     月授戒（布教師 山田紹全師）           於、瑞泉寺 

25日     第12部花園会 奉仕団参              於、本山 

25日     北関東教区・定期御親化授戒会           於、群馬県甘楽文化会館 

26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 

27日～29日  山陰西教区・定期御親化授戒会           於、山陰西教区 

31日～6月2日 布教師特別講座                  於、本山 

 

 



 

 

2 

＜報 告＞ 
 

◎ 教区花園会部会長会、支所長会                 教化主事 

 去る 4月 20日（水）午前 10時より、名古屋都市センター14階第 1・2会議室にて、午前中

「花園会部会長会」、午後「支所長会」が開催されました。 

 午前 10時より宗務所長挨拶、教区花園会会長挨拶、宗議会議員挨拶に続き、「花園会部会長

会」にて以下の協議がなされました。①平成 22年度 花園会事業報告 ②平成 22年度 花園会

収入支出決算報告、③会計監査報告 ④平成 23年度 花園会事業計画 ⑤平成 23年度 花園会

収入支出予算 ⑥その他の協議として、東日本大震災義援金、奉仕団参・本山団参、花園会愛知

西大会、花園会女性部研修会、花園会平和祈念法要（沖縄）、奉詠大会・発展拡充講習会、花園

会報「おかげさま」、次期・部花園会長の選出についての協議をしていただきました。 

 

 午後 1時より、各会の代表者も加わり「支所長会」が開催されました。①平成 22年度 教区

事業報告 ②平成 22年度 教区会収入支出決算報告、③会計監査報告 ④平成 23年度 教区事

業計画 ⑤平成 23年度 教区収入支出予算 ⑥その他の協議として、定期親化授戒会開催時期、

教区寺院セミナー、報告Ａ、独居住職・寺族について、Ｂ、定期巡教について、Ｃ、人権擁護推

進・同宗連について、Ｄ、教区報について、Ｅ、梵唄講師養成講習について、Ｆ、各会の報告、

続き、宗務支所長交代について協議がされました。 

 各事業報告、決算、事業計画、予算は「平成 23年度 教区報」に掲載されますのでご覧下さ

い。 

 

◎ 全国教化主事会                         教化主事 

去る、4月 21日から 22日、本山にて全国教化主事会が開催されました。21日は教化主事会と

全体協議会。23日午前、微妙殿にて開会式、議場に移動し 教学部にて、①総務部・特別災害

対策本部 東日本大震災における宗務本所の現在までの対応、今後の対応と対策、②教学部 定

期御親化授戒会について、③宗制 宗務本所規程 教化本部について 引き続き、花園会本部に

て、④平成 23年度花園会行事について ⑤おかげさま運動の展開について。各部長の報告がさ

れた。全体会にて質疑がされた。閉会式後 解散。 

 

◎ 義援金托鉢を終えて            青年僧の会 副会長 奥村文人 

去る四月五日、十二日と東日本大震災の被災地に義援金を送るべく青年僧の会有志、また会員

以外の出席も頂きあわせて３０名近い参加のおかげをもち義援金３０万円ちかくを中日新聞社

に届けることができた。貴く感じる次第である。 

 

数日後被災地を見舞った私は呆然とそこに立ち尽くした。報道からは感じることのない、何の

音もしない異様な静けさ、荒れた地に風だけが吹いていた。天災は忘れたころにやってくる、初

めて理解した。それでも人間は教訓をいかせない生き物のようで頭悩ます。海辺に街をつくり、

また原子力も然りである。 

 

この上は人間の回復力、自己抑制力の発揮、これまでの至上拝金主義にかくれた、幸福とは何

かという問いに対し堂々と見据える事、これらが必要な時期にきたのでは。つまり仏教の出番が

さらに請われる時代に来たと思うのである。雲水衣を着て、つくづく人間には自覚というものが

大事なんだと感じた。そしてそれにともなう行動も少しハードルを下げてならやれると思う。 

托鉢で歩かれた方々、貴き布施を頂いた皆様、有り難く存じます。「がんばれ」とは言いません、

手本にさせてもらいます。東日本を。 
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＜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

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。被災された花

園会員様、本派寺院、被災地住民の皆様に救援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。尚、各寺院にて集計して花園会本部に直接送金して下さい。 

義援金額は「花園会報・無相教会報」「正法輪」に金額、芳名が掲載されます。 

 

◎ 東日本大震災支援ボランティアについて 
 本山特別災害対策本部より各寺院に、◎現地で活動するボランティア ◎住宅支援ボランティ

アの登録の御願いがきております。多くの方のご参加を御願いいたします。 

詳細な注意事項は書面をご覧いただき、問い合わせは 妙心寺派宗務本所内 特別災害対策本部 

担当・森、宮坂へ連絡下さい。 

 

◎ 第 1 回教区寺院セミナーのご案内 
日 時  平成 23年 6 月 23日（木）午後 2時より 

 場 所  名古屋市中区金山・「中京大学文化市民会館」第 1会議室 

 講 師  花園大学教授・佐々木 閑先生 

講演内容 「出家者の生き方」 

僧侶、寺庭婦人、寺族の皆様、ご出席をお待ちしております。（別紙にてご案内申し上げます） 

 

◎ 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、2,400 円 (入会金不要)です。 半年間 14,401 円(会員 12,600 円) 

 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 

 

◎ 研修会のご案内 
「宗教離れ」は、僧侶の責任ですか？ 現代社会における「宗教」離れは、これまでにないス

ピードで加速しています。宗教という精神的な規範を捨てた近現代人は、その代償として「心の

安定」を失い、精神的な漂流を「心の病」として持つようになりました。 

今や宗教の否定から葬式不要論にまで突き進んでいる、その歴史的な深源にさかのぼり解説し

ていただきます。宗教者として今後どのような影響が襲ってくるのか、どう向かって行けば良い

のか共に考えてみたいと思います。お誘いあわせの上ご参加いただきますようご案内いたします。 

                   記 
テーマ : 『「宗教」放棄の思想的系譜』2 ― 近現代思想の代償としての「宗教」放棄 ― 

日 時 : 平成 23年 5 月 23日(月) 午後 5時 30分から 7時 30分まで 

会 場 : ナデｲアパーク・デザインセンタービル ６Ｆ セミナールーム 1     

http://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_568384.html
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           名古屋市中区栄三丁目１８－１  電話：052-265-2001 

講 師 :  学術博士・元岐阜県立森林文化アカデミー教授  篠田 暢之 先生 

会 費 : ３，０００円 

企画・主催 : 禅文化研究会    http://www.zenbunka.com 

申込先 : 禅文化研究会企画室   mail: info@zenbunka.com 

 

◎ 納骨堂・永代供養墓運営セミナーｉｎ名古屋 のご案内 

経済学から見たお寺・納骨堂・永代供養墓のマーケティングの内容によるセミナーです。 

興味のある方ご参加ください。 

日   時  ６月１７日（金） 午後１:３０ ～ ４:４５ 

会   場  TKP 名古屋ビジネスセンター７階 大会議室  

        名古屋市中村区椿町 1-16    TEL 052-459-5051 

講   師  中島隆信（慶應義塾大学教授） 

       薄井秀夫（寺院デザイン代表取締役） 

定   員  ６０名 

参加費    ８，０００円  （申込受付後、請求書送付） 

申込締切  ６月１０日（金） 但し、定員になり次第終了。 

申込窓口  ㈱小堀 お客様相談室（担当：松田）  Ｅ-mail：info@kobori.co.jp 

        TEL 075-341-4121   fax 075-341-4128 

URL  http://www.jiin-design.co.jp/inquery/seminor_form.html 

 

◎ 教区連合会発展拡充講習会、奉詠大会 

 来る、5月 18日～19 日の 2日間、午前 9 時 30分より 江南市市民文化会館を会場に、「教区

連合会発展拡充講習会、奉詠大会」を開催いたします。各支部長・各部連合会長（支所長）様に

は御出頭、御荷担をお願いいたします。 又、御詠歌に興味のある方は会場にお出かけ下さい。 

 

◎ 初掛搭届 

平成 22年度雪安居、平成 23年度雤安居に専門道場へ初掛搭された子弟がありましたら「初掛

搭届」を提出ください。助成金２０万円が出ます。 

 

 

 

 

   

 

 ≪ 23年度 行事予定 ≫ 
 

★ 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、名古屋都市センター 第１．２会議室 

 

 ★ 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  

 

http://www.zenbunka.com/
mailto:info@zenbunka.com
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http://www.jiin-design.co.jp/inquery/seminor_form.html

