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宗 務 所 便 り 
                                          2011 年 9 月 1日発信   №．86 
 

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

謹啓上 もう 9月だというのに残暑が続いております。 

皆さまにはご健勝のことと拝察いたします。さて彼岸をはじめ後期事業もいろいろ計画されて

おります。ご参加推進・ご協力のほど願います。また東日本大震災に被災されました花園会員さ

まへの見舞金もどうかよろしくご協力のほどお願いいたします。 

残暑の砌、お身体ご自愛ください。 

頓首 
 

8月の報告 
8日～17日  宗務本所、宗務所、宗務支所盆休み 

19日     第14部 台番1767 種徳寺先住寺庭 仙石すゑ様 逝去 102歳 

23日     教学審議会                    於、本山 

25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～28日  本山本派安居会                  於、本山 

26日～28日  花園会夏季講座                  於、本山・花園大学 

27日～28日  青年僧の会「禅寺一日入門」            於、妙興寺 

30日     人権擁護推進委員会                於、本山 

 

9月の予定 
 1日     寺院セミナー準備会                於、宗務所 

 1日～2日   特別布教研究会                  於、本山 

 5日～9日   東日本大震災災害ボランティア参加         於、宮城福島教区 

 5日～8日   僧堂掛搭予定者学習会               於、本山 

 6日～8日   定期監査会                    於、本山 

 8日     宗制審議会                    於、本山 

 9日     花園会館運営委員会                於、本山 

10日     第2回教区寺院セミナー               於、名古屋都市センター 

13日     専門道場補佐員会議                於、本山 

14日     詩偈研修会                    於、徳源寺 

14日～16日  前堂職法階取得研修会               於、本山 

20日～28日  特別布教                     於、教区内開教寺院 

22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 

24日     月授戒（布教師 本山巡教師）           於、瑞泉寺 

26日～29日  定期宗議会                    於、本山 

27日     教区花園会女性部研修会              於、宗務所 

 

＜報 告＞ 

 
◎「青年僧の会 研修会」報告             太平寺 水野峯仙 

 去る平成 23 年 7 月 8 日（金）名古屋市中区・名古屋会議室において、臨済宗妙心寺派大禅寺

住職・根本紹徹師をお招きし、「自死の問題を考える」というテーマのもとに研修会が行われま

した。私達、青年僧も自死者の遺族に接する機会もあり、その様な時に僧侶としてどの様に接す
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れば良いのか考える必要があります。いつかは直面するであろう問題に対し、考察する良い機会

を与えていただきました。 

 まず、根本紹徹師が普段どのような活動をされているのかをＶＴＲにて拝見し、多くの自死 

希望者との関わりをもたれている中で「寄り添う」ということを大切にされているのが印象的で

した。私達はカウンセラーでなく、僧侶として自死希望者、自死遺族と関わりをもっていく中で 

大切な事は、本やマニュアルではなく自分の中にあるモノを頼りにすることであるとおもいまし

た。それが「寄り添う」という事につながってゆくのだと思います。 
 

 その後、3 人 1 組になりロールプレイングを行いました。Ａを自死希望者、Ｂを相談役、Ｃ 

を傍聴者とし、受け答えと分析をローテーションしながら繰り返し行ないました。 

 研修会を通じて自死という問題のナイーブさ、難しさを感じシュミレーションできた事はとて

も有意義でした。僧侶という立場からの自死へのアプローチは今後、より重要であり、必要な事

だと考えさせられる研修会でした。 

 

＜お願い お知らせ＞ 
 

◎ 花園会女性部研修会 参加者募集の御願い 

来る、9 月 27 日(火)午前 10 時より、午後 2 時頃まで、宗務所(白林寺)において「教区花園会・

女性部研修会」を開催いたします。 

各部より、女性部会長様を含めて 5 名以上 の参加募集を御願いいたします。内容は別紙にて

ご案内しました。 

支所長様にはお忙しき時に恐縮ですが、9 月 15 日までにまとめていただき 宗務所へ寺院名、

参加者氏名を報告下さいますよう御願い申し上げます。 

 

  日  時  平成 23 年 9 月 27 日（火）午前 10 時～午後 2 時頃まで 

  場 所  宗務所（白林寺）         fax  052-241-5207 

  参加費  500 円（昼食代）         mail info@aichi-west.jp 

 

※宗務支所長様には送金用に振替用紙配布します。 

 

◎ 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。 

 

◎ 教区寺院セミナー現地研修会の御案内 
下記の内容にて「教区寺院セミナー現地研修会」を開催いたします。多くの皆様のご参加を 

お待ちしております。 

 

日 時   11 月 24 日（木）～25 日（金） 一泊二日 

場 所   富山県高岡市・国泰寺 その他 

参加費   20，000 円 

申込締切  11 月 13 日（日） 

別紙にて案内状を発送いたします。 

 

◎ 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。 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 

 

◎ 寺庭婦人研修会のお知らせ 
寺庭婦人の方には履修義務があります。未履修の方は是非ご参加下さい。 

託児所(満 1 歳～5 歳)も準備あり、託児希望者は教学部へ直接申し出下さい。 

 

日 時 10 月 5 日(水)～7 日(金) 二泊三日 

場 所 大本山妙心寺 花園会館 

申 込 9 月 9 日宗務所必着。 申込書は宗務支所にあり。 

参加費 15,000 円 絡子代 5,000 円 

 ※寺庭婦人未登録の方は、登録を済まされますよう願います。 

 

◎ 花園会沖縄平和祈念法要について 
 11月 27日(日)～29日(火)の 2泊 3日で命の尊さを学び、伝えていくことを目的とした平和祈

念法要が沖縄にて厳修されます。各寺院の花園会員で参加希望のお方は宗務所まで申し込みくだ

さい。 中部空港利用コースは 72,000円ですが、教区花園会としてお一人 5万円（先着 10名）

助成します。 

 

http://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_568384.html
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◎ 秋彼岸 特別布教 
巡教師は、静岡東教区 台番 2821 東光寺住職 横山博一師です。 

開教寺院は 巡教師様・前後開教寺院と綿密な打ち合わせにて御願いいたします。なお終了後 

開教報告書を必ず提出下さい。 

 

◎ 同宗連 結成 30 周年記念ﾋﾞﾃﾞｵ（ＤＶＤ）の配布 

宗務支所長・人権擁護推進委員・教区役員様に配布します。ご覧ください。見てみたい方があ

りましたらお申し出ください。 

 

 

 

 

 

 

◎ 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。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 
  進達書類書式の記入例が参照・ダウンロードできます。ご参照下さい。 

 

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

 

 

 

 

 

 ≪ 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 大ホール 

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

