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宗 務 所 便 り 
                                          2011 年 10月 1 日発信   №．87 
 

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

謹啓上 秋冷の候 皆様にはご清祥にてお過ごしのこととお慶び申し上げます。 

 さて秋の行事も種々予定されておりますのでご協力のほどお願い致します。とりわけ花園会愛

知西教区大会が稲沢で開催予定され、誠意準備しているところです。教区寺院・花園会員様方に

は何かとご協力ご荷担を願いたくよろしくお願いいたします。 

頓首 

9月の報告 
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 6名の参加      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 

 8日     第11部 台番1723 長昌院先住職 山﨑心定和尚遷化 90歳 

 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 

12日     東海地区議員所長会                於、名鉄NGホテル 

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、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 

29日     第6部 台番1615 眞寳寺住職 小林直樹和尚 遷化 

 

10月の予定 
 3日～4日   無相教会師範準師範研究会             於、本山 

5日     達磨忌 

 5日～7日   寺庭婦人研修会                  於、本山 

8日          愛知同宗連 現地学習会              於、奈良 

11日～12日  宗務所長会                    於、本山 

12日     あいち人権講座                  於、愛知芸術文化センター 

12日     詩偈研修会                    於、徳源寺 

14日     教区花園会運営委員会               於、名古屋都市センター 

16日～21日  全国奉詠大会                   於、本山 

24日     月授戒（布教師 澤田慈明師）           於、瑞泉寺 

26日     第56回花園会愛知西大会              於、稲沢市民会館 

27日     微笑会 信を深める旅               於、清水寺・東寺 

28日     微笑会総会                    於、本山 

31日     愛知県宗教法人実務研修会             於、ウィルあいち 
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＜報 告＞ 
 

◎「東日本大震災現地ボランテイア支援」の参加報告 
去る 9月 5日より 9日まで松島瑞巖寺観音堂に宿泊しボランテイア活動に参加してまいりまし

た。実質的には 3 日間の活動でしたがお天気も暑く大変でした。他に三重教区の青年僧の方が

10 人ぐらい、大徳寺派の崇福寺老師はじめ青年僧が 7 名ぐらい、本派檀徒の居士 2 名が参加し

ていました。 

私達の活動先は、東松島で観音堂より 30 分ぐらい行った被災地で側溝の整備と被災住民宅辺の

草刈り作業でした。1日目は草引き作業でしたが 2 日目からは草刈り機を使っての作業でした。 

混合油と缶を購入し、現地へ寄進してきました。手の握力が無くなり腰も痛く、普段やり付けな

い作業を魂詰めてやったためクタクタになりました。現地は想像していたより片づいた感じでし

たが、被災住居や瓦礫が残され、どこから手を付けてよいのかと思わんばかりの光景、墓地も墓

石がひっくり返ったままの状態でした。全員で諷経をし、菩提を弔ってまいりました。 

現地で顔を見た人には声かけをし、傾聴もしてまいりました。 

また瑞巖寺の起雲軒老師に偶然にも出会い三代開山忌宿忌に作務着で出頭してまいりました。

白鳥天海コーディネィターには大変お気遣いいただき、活動はたいへんでしたが貴重な体験をさ

せて頂きました。帰山後ボランテイアのことを「知らなかった」とか「次回には参加したい」と

かいろんな意見がありました。要望が多ければ第 2回を企画したく思います。 

参加者 良福寺副住、泰雲寺、龍済寺、長福寺副住、東禅寺副住、宗務所長 
 

◎「第２回寺院セミナー報告」          セミナー運営委員 松本寛山 

９月１０日（土）午後３時３０分より 名古屋都市センターに於いて、講師に國學院大學大学

院教授 新谷尚紀氏を迎え、『墓地と供養』というテーマでご講演いただきました。 

【講演内容】 

 なぜ神仏を拝むのかー多様な霊魂観ーの説明をされ、霊的存在への信仰が宗教の起源であり、

死の発見が宗教の誕生であると話されました。 

 日本古来からの、霊魂観を説明され、道教に由来する魂魄《魂＝精神（天へ） 魄＝肉体（地

へ）》について、仏教の立場からは、『どこにも御魂（みたま）はある。あなたのそばにいる。

あなたを待っている。』説いていただきたいと話されました。 

 摂関貴族と蝕穢思想の説明をされ、９－１０世紀に大転換があり、死体を大事にしなくなり、

墓地をゴミ捨て場と考えるようになったと話されました。 

 盂蘭盆会の起源について説明され、「死者の霊魂」をさすイラン系ソグド人の「ウルバン」に

由来すると紹介され、盆とは供養の品をのせる「おぼん」のことであり、僧侶への供養の品が、

死者への供養へと変わっていき、盆棚を作るようになったり、江戸時代に棚経がはじまり、万灯

会や施餓鬼会と習合していったと話されました。 

 家や、墓を守る人が定住型、それらがどうでもいい人が憑依型で記憶に残らない。これからは

子供のうちに、先祖代々のことを教えなければならないと話されました。 
 

◎ 教区花園会女性部研修会                    教化主事 

 去る、9 月 27 日 宗務所に於きまして「教区花園会女性部研修会」を開催し、75 名の参加を 

いただきました。午前 10 時より開会式、女性部会長挨拶、来賓・教区花園会会長、宗務所長の

挨拶をいただきました。引き続き、本派特別布教師 静岡県 東光寺住職・横山博一師の法話 

「目覚める」。 午後 0 時 40 分からシンガーソングライターやなせ なな師「歌う尼さんライブ」

ミニコンサートを開催。奈良県・浄土真宗本願寺派 教恩寺住職をしながら歌手活動をして全国

お寺ライブをされておられます。 御自身の紹介、特別養護老人ホームの慰問、東日本大震災支

援などの話を折り込んで自作の歌を聞き、参加者と共に童謡を歌ったりの 80 分間。澄んだ歌声

が本堂を包み込み、なごやかな研修会でした。 



 

 

3 

＜お願い お知らせ＞ 
 

◎平成 23年度 教区花園会運営委員会 
 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 

にて「花園会運営委員会」を開催いたします。各支所長様、花園会部会長様、女性部会長、副会

長様、議員様、教区役員の皆様にはご出席を御願い申し上げます。 

 

◎ 第 56 回花園会愛知西大会 荷担の御願い 
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。 

各部支所長様、8～13部教化推進委員、各部花園会部会長様、各部花園会女性部会長様、各部

2名の青年僧の会員様、教区役員様には、当日午前 9時集合にて、御荷担をお願い申し上げます。 

 

◎ 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。 

 

◎ 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） 

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。 

 

◎ 花園会本部研修会・寺院役員研修会の御案内 

 来る、11 月 10 日から 11 日の 2 日間、本山において花園会本部研修会・寺院役員研修会が開

催されます。各寺院様には新たに責任役員になられました方に本山へお出かけいただき、妙心寺

派の教え、寺院役員のあり方、花園会活動、人権学習などの研修をしていただきたいと思います。 

新たな責任役員様（22 年度）には研修会に参加いただきたく、該当寺院に案内状が発信され

ました。 

又、各寺院様にも責任役員任期中に一度は研修会に参加していただくように推進を御願いします。 

 教区から参加補助をさせていただきます。（1名に 1万円） 

 申し込み締切り  11月 2日（必着） 

 

◎ 部落解放研究 第 45 回全国集会 

日 時 11月 9日～11日 

会 場 岐阜県.で愛ドーム（岐阜県メモリアルセンター内 第 1体育館） 

  教区役員、人権擁護推進委員の方には参加をお願いいたします。（不都合なら必ず代理者を願います。） 
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◎ あいち人権講座 

ふるってご参加ください 

日 時 10 月 12 日（水）午後 2:30~4:00 

場 所 愛知県芸術文化センター アートスペースＡ 

テ－マ 家族にも本音が言えない ～不登校・発達障害・ひきこもりの若者たちと向き合って～ 

 講 師 沓名和子 ゆずりは学園 学園長 

 入場料 無料 

 

◎ 愛知県宗教法人実務研修会 

宗教法人運営上の実務について研修を行い、法人意識の徹底、事務能力の向上を図り、もって

宗教法人の管理運営の適正化に資する。 

日 時 10月 31日(月) 午後 1時～4時 

会 場 ウィルあいち（愛知県女性総合ｾﾝﾀｰ 3階大会議室） 名古屋市東区上堅杉町 1 

問合せ 愛知県県民生活部学事振興課 宗教法人担当 052-954-6185 

 

 

◎ 花園学園中学・高等学校 育英会支援墨蹟展について 
 来る、10 月 26 日に開催されます「第 56 回花園会愛知西大会」に「花園学園高等学校 育英

会支援墨蹟展」を開催させていただきます。事前に、教区内寺院様へ「墨蹟展出品リスト」を送

らせていただきますのでご理解を御願い致します。尚、当日は「墨蹟に親しんでいただく」形を

取り、料金は後日「振込み」にて販売を行います。多くの皆様のご支援を御願い申し上げます。 

 

◎ 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 ≫ 
 

★ 出向（新）宗務支所長会   （本山での宗務支所長会はありません） 
    平成 23年 12月 15日（木）午後 4時より  

     於、大森     

       午後 6時より 現宗務支所長との引継懇親会  ご予定ください。 

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

