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宗 務 所 便 り 
                                          2011 年 6 月 1日発信   №．83 
 

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

謹啓上 梅雨の候  皆様にはご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 さて 6 月も諸行事が続きます、ご推進ご協力のほどお願いいたします。梅雨入りが早く世情

もはっきりしない模様、体調管理は万全に｀調え｀ご注意して下さい。      

   頓首 
 

5月の報告 
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 

12日     第5部 台番1607 良福寺先住寺庭 箕輪美智子様 逝去 86歳 

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 

22日     「特別寺班調査」教区調査会            於、宗務所 

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 

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     「教区報」編集会議                於、宗務所 

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

 

6月の予定 
 1日     「愛知西教区報」発行               於、宗務所 

 2日～3日   無相教会師範会                  於、本山 

 7日     本山参拝推進本部会議               於、本山 

8日     詩偈研修会                    於、徳源寺 

 8日～9日   仏教講座中間スクーリング             於、本山 

14日     無相教会代表委員会                於、本山 

15日     花園会・愛知西大会準備会             於、稲沢市民会館 

15日～17日  前堂職法階取得研修会               於、本山 

16日     寺院セミナー準備会                於、宗務所 

18日～19日  大衆禅堂大摂心                  於、本山 

21日～22日  無相教会称号取得講習会              於、本山 

23日     臨時宗議会                    於、本山                

23日     第1回教区寺院セミナー               於、中京大学文化市民会館 

23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 

23日～24日  人権擁護推進合同研修会              於、本山 

24日     月授戒（布教師 岡田至道師）           於、瑞泉寺 

24日～25日  第9部 本山奉仕団参                於、本山 

28日     臨時宗務所長会                  於、本山 

29日     花園会本部 新亡供養               於、本山 
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＜報 告＞ 
 

◎ 映画「クリームパン」の報告          教区人権擁護推進員 石井康州 

 映画:クリームパン  企画/兵庫県・(財)兵庫県人権啓発協会 出演 辻本祐樹.東てる美 ほか 

なかなか就職が決まらない青年が 2 階アパート隣室の虐待されている保育園児にベランダ越し

にクリームパンを与えることをきっかけに、ベーカリー店主と青年とで虐待に立ち向かっていく

ドラマです。ベーカリー店主(東てる美)は阪神大震災で一人息子を失い避難所にて女の子から

「おばちゃんのクリームパン食べたい」の声かけでベーカリーを再開。 
 

青年はベーカリー店の試食から 1 個のクリームパンを購入、そのクリームパンが虐待を受けて

いる園児に与えることによって 3 人の絆が結ばれていく。そして虐待解消へと物語はすすんで

いきます。社会や地域の中で孤立している人々に対する正しい理解を訴えるとともに、ご覧にな

った方々に今一度「いのち」について自分の問題として考えいただけるドラマでした。 

 

◎ 講演会延期のお知らせ             教区人権擁護推進員 石井康州 

部落解放同盟愛知県連合会「講演会」 期日：2011 年 5 月 24 日(火) 講師：ドマーニ・ローゼ

氏(シンティ・ロマ族) 会場：名古屋市西文化センター(予定) 上記「講演会」が東日本大震災に

より、海外ゲストの受け入れ自粛ということで延期になりました。開催期日が決定次第連絡いた

します。宜しくお願いします。 

  

◎ 23 年度寺庭婦人会総会、第７回ゼンデラレッスンの報告 寺庭婦人会 小澤正美 
風薫る 5 月 13 日 一宮妙興僧堂にて 総会およびゼンデラレッスンを開催いたしました。 

3 月 11 日に発生いたしました東日本を襲いました震災および原発事故に遭われた皆様に哀悼の

時間を共有し寺に住まう者として 祈りの姿で 1 日を過ごしました。 先亡供養のあと 稲垣

宗久老師さまより『一休禅師』の法話を頂きました。  
  

ゼンデラレッスンは７回目を迎えました。寺庭婦人の資質向上、すなわち檀信徒といかに寄り添

える人格をそなえるかを目標に努めてまいります。 

 今回のゼンデラは、三味線による「般若心経、白隠禅師和賛」を奉納の後、災害被害に遭われ

た方々の復興を祈願して写経をいたしました。 本山に寄付金９万４千円とともに写経を納めま

した。私達の祈りを込めた写経は、本山から災害地で今後行われます「追悼会」に散華のように

使用していただくこととなっています。 
 

 ２３，２４年度 会長職を務めさせていただきます。今後、寺院経営は益々困難なると予想さ

れています。それは、宗教の必要性云々もありましょうが、寺に住む私達の日頃の生活態度、姿

勢に向けられた批判でもあると思います。 

東日本におきましては「寺院のもつ癒しの空間、受容の精神」が見直されています。役員、委

員、会員と共に「親しまれる、相談できる寺庭婦人」を目指してまいります。 ご指導ご鞭撻の

ほど宜しくお願いいたします。 

 

◎ 連合会 発展拡充講習会、奉詠大会 
 去る 5 月 18 日、19 日江南市民文化会館を会場に、教区連合会・発展拡充講習会、第 25 回

奉詠大会が開催されました。18 日発展拡充講習会には、289 名の参加。 講師に、羽澄直樹詠

鑑、水野美代子名誉師範、服部正幸師範、日坂宜祥準師範に指導を受けました。 
 

19 日奉詠大会には、29 支部、439 名の会員が参加、団体の部、個人の部と発表され、日頃の 

成果を発表されました。詠鑑賞は、第 10 部 徳林寺支部が受賞されました。 
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◎ 禅文化研究会・研修会 
 去る 5 月 23 日ナディアパーク会議室にて『「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 ―と題して、学術博士 篠田暢之先生に講演していただきました。 

西欧のヒューマニズムは、数学的な世界理解であり「個人の拡張から主張へ」と変容していった。

そこには神仏の否定があり、近代人の精神的不安定をもたらした。モノに取り囲まれて生活する

豊かさの欺瞞に目覚め、人間として本当に豊かなこととは何かを教化しなければならない。 

宗教者として正に今「心の問題」を解決してゆく期待があり、責務がある。と結ばれた。 

 

＜お願い お知らせ お詫び＞ 
 

◎ 教区報発行についてのお詫び               教化主事 山田英隆 

6 月 1 日発行予定の愛知西教区『教区報 41 号』は、編集の不手際にて発行が遅れておりま

す。支所長様はじめ、各寺院様、花園会役員様にはご迷惑をおかけしておりますこと、誠に申し

訳ございません。印刷が出来上がり次第、宗務支所に発送いたします。何卒宜しくお願い申し上

げます。 

 

◎『教区報』配付のお願い 

平成 23 年度 愛知西教区『教区報 41 号』を間もなく発行いたします。 

愛知西『教区報』が出来上がりしだい、支所へ配布をいたします。 1,500 部印刷。支所長様

には各寺院に配付をお願いいたします。配付数は、有住寺院 5 冊、兼務寺院 3 冊といたし

ます。尚、寺族のおられます兼務寺院は 5 冊といたします。支所長様には、各寺院内で閑栖様、

副住職様にも各自 1 冊保存いただきますようにご指導下さい。各寺院の責任役員にも必ず配付

をして下さるようにご指導下さい。 

 

◎ 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。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、義援金は、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 

上記の御願いが来ております。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。（別紙にてご案内をしております） 
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◎ 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 

 

◎ 納骨堂・永代供養墓運営セミナーｉｎ名古屋 のご案内 

㈱小堀・㈱寺院デザイン共同開催によるセミナーです。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） 

       TEL 075-341-4121   Ｅ-mail：info@kobori.co.jp  

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

 

◎ 初掛搭届 

平成 22年度雪安居、平成 23年度雨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。8月に在錫者名簿を確認後、助成金２０万円が出ます。 

 

◎ 特別寺班調査の内示発表 
各部調査会より各寺院の寺班内示をご覧いただけたかと思います。この内示に対し不服のあ 

る方は異議申立書等添付し 6 月 6 日までにお申し出ください。本部調査会へ送付します。 

 

   

 

 

 ≪ 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.nhk-cul.co.jp/programs/program_568384.html
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