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宗 務 所 便 り 
                                          2011 年 7 月 1日発信   №．84 
 

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

謹啓上 梅雨明けも早まりそうで暑い夏の季節となりました。皆様にはお変わりなくご清祥のこ

ととお喜び申し上げます。さて今年もはや半分が過ぎ去り、盆行事準備にお忙しくなることと存

じます。節電を考えつつ、お身体を大切にご自愛くださいますようお祈り申し上げます。 

頓首 
 

 

6月の報告 
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     第14部花園会 本山奉仕団参            於、本山 

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

 9日     第12部 台番1735 来薫院住職 平松真禅師 遷化 75歳 

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

14日     第14部 台番1766 慈雲寺住職 虎渓常典師 遷化 54歳 

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 

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部花園会 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 

30日     第11部 台番1693 自昌院先住職 掛布文昌師 遷化 92歳 

 

7月の予定 
 8日     微笑会理事会                   於、本山 

 8日     青年僧の会研修会「自死の問題を考える」      於、名古屋会議室 

12日     花園会会長会                   於、本山 

12日     第35期部落解放講座                於、名古屋市公会堂 

13日     詩偈研修会                    於、徳源寺 

20日     本山参拝推進委員会                於、本山 

21日     本山集団得度式                  於、本山 

21日～22日  学徒研修会                    於、本山 

24日     月授戒（布教師 小坂雅俊師）           於、瑞泉寺 

27日～29日  社会事業従事者研修大会              於、本山 

28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 
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＜報 告＞ 

 
◎第 1回教区寺院セミナー報告           セミナー運営委員 泰丘良玄 

 6 月 23 日、中京大学文化市民会館にて、花園大学教授の佐々木閑先生を講師にお迎えして、

平成 23 年度第 1 回教区寺院セミナーが開催されました。今回は『出家者の生き方』というテー

マの元に、昨年度の同時期のセミナーに引き続く形で、お釈迦さんが生きていた当初からその発

展までのインドにおける原始仏教（釈迦の仏教）を解説していただきました。 
 

 前回の仏教誕生の背景および初期の仏教教団における戒律の仕組みなどの復習に加え、今回は

その後の大乗仏教の成立や律が伝わらなかった日本仏教などについて詳しく教えていただきま

した。釈迦の仏教と現代の日本の仏教では、その歴史および社会背景から大きく違う点があるこ

とは事実だと思います。しかしながら臨済宗の本尊は釈迦如来であり、檀家さんの家にお参りに

行けば仏壇にはお釈迦さんがいる場合が多いと思います。そのため今回の講義により得られた知

識は、普段の檀信徒の方々への布教活動にも大いに役立てることができると思いました。 
 

 「日本の仏教は律が伝わらなかったからこそ柔軟に発展することができる。そして、大震災を

経験した日本がいかにして今後を迎えるかというのはまさに仏教の教えの中にある。」という先

生のお言葉がとても印象的でした。 

 今回も時間の都合上、聞く事のできなかった事柄がまだたくさんありましたので、またの機会

があれば是非とも続きをお聞きしたいと思います。 

 

＜お願い お知らせ＞ 
 

◎『教区報』配付のお願い 

平成 23 年度 愛知西教区『教区報 41 号』を各支所へ配送をいたしました。 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 冊で

す。尚、寺族の居れます兼務寺院は 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。 

 

◎ 第 56 回花園会愛知西大会 参加者募集の御願い 
来る、平成 23年 10月 26日(水) 午後 1時より、稲沢市民会館大ホールにおいて「第 56回 

花園会愛知西大会」が開催されます。今回は、第 3地区（第 8部・第 9部・第 10部）、第 4地区

（第 11 部・第 12 部・第 13 部）の皆様に参加をしていただきます。6 月中旬に各支所へ参加募

集のチラシを配布いたしました。各部におかれましては、お盆、お施餓鬼、お彼岸の期間などを

利用して参加募集を御願い申し上げます。会場は 1300名の収容可能ですので多くの檀信徒の方、

有縁の方に声を掛けて募集を御願いいたします。また、第 1地区、第 2地区の皆様にもご参加の

推進を御願い申しあげます。 

 

◎ 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。 
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◎ 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。 

 

◎ 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 

 

◎ 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。 

 

◎ 秋彼岸 特別布教 
 開教希望寺院は、宗務支所を通じ７月末日までに宗務所へ申し出下さい。 

巡教師は、未だ決定しておりません。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ≪ 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

