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宗 務 所 便 り 
                                          2011 年 11月 1 日発信   №．88 
 

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

謹啓上 晩秋の候 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。 

 さて宗務支所長様には今月末日をもって任期満了となり、4 年間誠にご苦労様でした。12 月

からは新体制によって教区・部の宗務行政が進められてゆきます。万事遺漏無きようお引継ぎを

されますよう願います。各寺院様方には引き続きご協力ご支援のほどお願いいたします。 

頓首 

10月の報告 
 

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 

18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 

31日     教区寺庭婦人研修会                於、多治見 永保寺 
 

11月の予定 

 
1日～7日   本派安居会                    於、龍門寺 

5日     花園会愛知西大会反省会              於、名古屋市 

 8日～9日   教区寺庭婦人会長会                於、本山 

9日～11日  部落開放同盟全国大会               於、岐阜・で愛ドーム 

10日～11日  花園会本部・寺院役員研修会            於、本山 

11日     花園法皇忌                    於、本山 

11日     妙興寺開山忌                   於、妙興寺 

15日     徳源寺開山忌                   於、徳源寺 

24日     月授戒（妙徳寺 光山秀雲師）           於、瑞泉寺 

24日～25日  寺院セミナー現地研修会              於、富山県高岡市 

27日～29日  花園会平和祈念法要                於、沖縄 

28日     教区青年僧、寺庭婦人交流会             

30日     宗務支所長任期満了      
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＜報 告＞ 

 
◎「第 25 回 禅寺一日入門」を振り返り     青年僧の会・副会長 奥村文人 

 ８月２７、２８日と妙興寺にて恒例の「禅寺一日入門」が開かれた。去年、徳源寺での酷暑を

思えば幾分涼しく、静寂につつまれた修行環境の中、ゆったりとした時間を参加者の方と共に過

ごすことができ、有り難いかぎりであった。只、参加者の数が１７名と少なく不安を憶えたのは

事実である。昨今の宗教ブームの中、意外であった。私自身、反省すべき点は幾つか思い当たる。 
 

盆と施餓鬼で精魂抜けたような自分がいる。この甘え、気力のなさが相手にも伝わってしまう。

申し訳ないと思いつつ「何とかならないか」と思う。そして檀家、知り合いが参加していないこ

とがある。よく勧めたか。一緒に坐る習慣はあるか。否、心許ない。考えてみれば、ブームによ

って関心のある人が増えるということは、全くの初心者、しかも仏教のことをあまり知らない人

たちが多数対象になるということだ。にも関わらず人ごとのように、「来る者拒まず、去る者追

わず」と怠け心だけできめこんでいると、いずれ後悔することにもなりかねない。 
 

 「なぜ坐る？」原点に返り、人間の幸福を考え、坐禅、布教が有効な手立てであるならば、あ

らゆる手ほどきをも講じてゆくつもりでなければならない。心の奥底から発する願いを再度、確

認し新たにしたいと思う。最後に老大師をはじめ僧堂の皆さん、来賓の方々、布教師様、Koumyo

様、有難うございました。そして１７名、少数精鋭の参加者の皆様、青年僧の皆様お疲れさまで

した。また、ひやひやした我末娘の初参加、御面倒をお掛けしましたが、彼女にとって、かけが

えのない成長の糧となり得たことも、ひとえに皆様方のおかげと感謝致して居ります。御礼申し

上げます。 
 

◎ 平成 23年度「第１回あいち人権講座」に参加して 
耕雲院 副住職 服部雅昭 

日時：平成 23年 10月 12日（水）14:30～16:00 

場所：愛知芸術文化センター アートスペースＡにて 

 

 愛知県田原市でフリースクール「ゆずりは学園」を学園長として運営しておられる沓名和子さ

んがご講演をなされました。 

 ゆずりは学園では、不登校、発達障害、ひきこもりの若者たちと向き合い、手をさしのべ、導

く活動をされておられます。三河湾を望む自然豊かな森に育まれた場所だそうです。 

 この度の御講演の中で貫いておられたのは、「どんな子でも必ず再出発できる」という信念で

した。人が人を信じる、当たり前のことのようですが、経済社会の高度化に伴い、捨てられかけ

ている概念ではないでしょうか。 
 

ともすれば、私たちはレッテルを貼ってしまいがちです。たとえば「この子は発達障害あるい

は引きこもりという病気である」と。一方、沓名さんは、「病気ではなく個性である」という見

解です。「病気は薬で治るが、個性だから薬で治すようなことはしない」と言われたのが印象的

でした。一人ひとりの個性を見極め、その子と一つになって導いておられるのだと思います。た

とえば、ある子どもはフィリピン・マニラのスモーキーマウンテンに連れて行くことで見事に立

ち直ったそうです。 
 

 “ゆずりは”は樹の名前ですが、親の葉が子供の葉を雨、風から守るそうです。そして春に子

供の葉が大きく成長すると親は落ちて木の養分になる。そんな、ゆずりはのような学園でありた

い、という願いが込められているそうです。心に響くご講演でありました。 
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◎教区花園会運営委員会                       教化主事 

去る 10 月 14 日（金）午後 1 時 30 分より、名古屋市中区金山・名古屋都市センター14 階 

第 1・2 会議室に於いて「教区花園会運営委員会」が開催されました。 

 教区会長挨拶、宗務所長挨拶、続いて協議に入り、①第 56 回花園会愛知西大会について、 

②花園会・沖縄祈念法要について、③教区花園会たより『おかげさま』について、④奉仕団参に

ついて、⑤定期巡教、特別布教について、⑥花園会会計について、⑦第 57 回花園会愛知西大会

について、⑧新支所長、新推進委員の報告、⑨その他、「新旧支所長交代茶礼」について、特別

布教補助金について、独居住職見舞について、人権の署名運動について、定期御親化授戒会（平

成 25 年 5 月 28 日～30 日）開催予定について。 教区花園会会長の閉会挨拶にて終了しました。 

 

◎第 56 花園会愛知西教区大会                    教化主事 

 去る 10 月 26 日（水）午後 1 時より、稲沢市民会館大ホールにて「第 56 回・花園会愛知西教

区大会」花園会員 1014 名の参加と教区内支所長様、花園会部会長、女性部会長、第 3・4 地区

の推進委員、青年僧の皆様の協力をいただきました開催されました。午前 9 時から準備を始め、

午後 1 時より開会式（開会の辞、本尊・開山・開基諷経回向、花園会員先亡・東日本大震災被

災物故者諷経回向、生活信条唱和、総裁猊下挨拶、花園会会長挨拶、宗務所長挨拶）、1 時 40 分

花園会本部長挨拶と記念講『大会テーマ 目覚める』、2 時 30 分「チャン・ビン氏 二胡コンサ

ート」、閉会式（大会宣言、信心のことば唱和、四弘誓願文唱和、閉式の辞）解散しました。 
 

 花園会総裁代理に犬山瑞泉寺玄玄庵老大師にご出向いただき、本山より林学道花園会本部長の

ご出席を仰いでの大会でした。式典、記念講演、二胡コンサートの内容にて、1000 名を越える

参加者と教区内役職の皆様の御荷担をいただきました。また第 3・4 地区のご寺院方には引率な

どいただき無事に圓成いたし厚く御礼申し上げます。 

 二胡のコンサートでは、「初めて二胡を聴く」方も多く、「感動した」との声に開催者としまし

ては喜んでおります。改めまして、参加募集にご尽力をいただき、ご荷担、引率等皆様のご協力

に御礼申し上げます。 
 

★当日「東日本大震災・花園会会員様に見舞金」の募金を御願いいたしましたところ、 

267,693 円の御協力をいただきました。ご報告をし、重ねて御礼申し上げます。  

 

＜お願い お知らせ＞ 
 

◎ 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） 
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◎ 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） 

 

◎ 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 ≫ 
 

★ 新宗務支所長研修会・新旧宗務支所長交代茶礼 
   日 時 平成 23年 12月 15日（木） 午後 2時より新宗務支所長研修会 

             同       午後 6時より新旧宗務支所長交代茶礼 

    会 場 名古屋市西区浄心 「大森」 

 

 

≪ 24年度 行事予定 ≫ 

 
★ 花園会部会長会・宗務支所長会 

    日 時  平成 24年 4月 20日（金）午前 10時より 

    会 場  名古屋都市センター 14階 第 1.2会議室 

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

