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宗 務 所 便 り 
                                          2011 年 12月 1 日発信   №．89 
 

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

謹啓上 師走の候  皆様にはますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

 さて、１日より新宗務支所長・推進委員さまの体制に変わりました。今後４年間各部はもとよ

り教区の宗務行政にご協力ご推進のほどよろしくお願いいたします。  

 向寒の砌 ご尊体ご自愛ください。                       頓首 
 

 

11月の報告 

 

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

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

 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 

26日     第4部 台番1590 永弘院先住職 丸毛正稔師 遷化 69歳 

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            於、徳川園 

30日     宗務支所長任期満了      

 

12月の予定 

  

1日     新宗務支所長、新教化推進・人権擁護推進委員就任            

 2日     2011年「人権週間」記念集会・記念講演       於、中区役所ホール 

11日     教区役員会                    於、京都国際ホテル 

11日～12日  開山忌高齢者招待                 於、本山 

12日     開山忌                      於、本山 

13日     僧風刷新会議                   於、本山 

13日～14日  無相教会 住職・副住職講習会           於、本山 

15日     新支所長研修会、新旧支所長交代茶礼        於、浄心・大森 

16日     青年僧の会、年末托鉢               於、10部東漸寺辺 

22日     宗務本所、宗務所、宗務支所御用納め 

       （1月10日 御用始め） 

24日     月授戒（耕雲院 服部雅昭師）           於、瑞泉寺 
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＜報 告＞ 

 
◎ 寺庭婦人会 秋の研修会報告            寺庭婦人会副会長 小池文子 

 寺庭婦人会では、毎年春に総会、秋には研修会を行っています。今年は 10月 31日、岐阜県多

治見市にあります虎渓山永保寺様にて研修会を開催させていただきました。  

永保寺様は去る 6月に本堂・庫裡の落慶式が挙行されたばかりで、参加された 57名の方々は 

まだ木の香りがただよう堂内に幾分遠慮がちに入ってこられました。 

 

 当日は初めに庫裡にて到着茶礼を行い、引き続き本堂・庫裡を建設されました中島工務店様か

ら建築の概要についての説明を聞きました。 その後、本堂に移動し「東日本大震災物故者の追

悼法要」にお参りさせていただき、永保寺・田中義峰老大師の御法話を拝聴いたしました。 

「観音様は人々のあらゆる苦悩の声を聞き分け、人々を救われる菩薩様で、その観音様のように

檀家さんの話に耳を傾ける寺庭さんであっていただきたい」とおだやかな口調ながらじっと心に

染み込むように語られたのが印象的でした。 そして「日々是好日」という禅語について説明を

され、住職と共に禅寺での生活をしていく心得についてご教示いただきました。  

 

 法話の後、雲水さんの案内のもと、掃除のいきとどいた庭園、禅堂、開山堂の見学をさせてい

ただき、心が洗われる思いがいたしました。 

 境内の「もみじ」も色づきはじめ、深まり行く秋の気配を感じながら充実した研修会を開催さ

せていただくことができました。 永保寺の田中義峰老大師はじめ関係の皆様方のおかげと感謝

申し上げます。 
 

◎ 寺院セミナー現地研修会                    教化主事 

 去る 11 月 24 日・25 日、教区寺院セミナー現地研修会にて、富山県高岡市を訪れ研修を行っ

た。22 名の参加、高岡市・国泰寺、高岡市・瑞龍寺、高岡市・老子製作所、井波・瑞泉寺にて

の研修。 

 24日午前 8時 15分・名古屋駅西口集合、バスにて出発、東海北陸自動車道の途中から雨、 

ひるが野高原ＳＡは雪、これから雨の中の行程、高岡にて昼食の後、午後 1時 摩頂山国泰寺 

（国泰寺派本山）到着、山門にて記念撮影、一瞬の如くの日差しを受けての記念写真。山内を進

むうちに怪しき天候の変化を感じて庫裡に到着。出迎えの庶務部長様から呈茶の接待を受けて後、

方丈にて開山諷経。（その頃には嵐の如くの風雨、庶務部長様曰く、10分毎に天気は代わります） 

 

「開山堂には足下が悪くて行けません」との言葉に従う。その後、国泰寺の歴史などの説明をし

ていただき、各自見学。方丈前の庭（月泉庭）、禅堂、書院の山岡鉄舟の書などを見学して退山。  

翌日見学予定の曹洞宗・瑞龍寺、藩主前田家の手厚い保護を受けた寺で仏殿・法堂・山門は富山

県唯一の国宝建築である。見学後宿泊地の和倉温泉に向かい 5時旅館に到着。 

 

 翌日、午前 8時 30分旅館を出発、氷見フィッシャーマンワーフ海鮮館にて買物、10時 30分 

梵鐘製造・老子製作所の見学、ショウルームにて説明を受け、引き続き工場見学。梵鐘の研磨、 

鋳造の行程の説明を受ける。 本山「黄鐘調の鐘」打ち口が高い位置にあり、高い音を発する。 

江戸時代頃から、低い打ち位置に代わり、響きの良さと唸りが好まれるようになり、吊り鐘下部

の肉厚が厚くなってきた。中国、韓国の寺院の梵鐘は響きの良さ、唸りは求めていない。国民性

の違いを感じた。工場を後にし、予定に無かった井波・瑞泉寺別院の見学。彫刻美の美しい寺。 

 

山門にて記念撮影。山門の彫刻見学、本堂は改修中にて拝観を中止。砺波にて昼食。 北陸自動

車道を使って、鯖江越前漆器伝統産業会館「うるしの里会館」見学。高速道路を使って一宮イン
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ターより午後 6時・名古屋駅西口へ無事に到着。解散。2日間雨の中の研修であったが充実した

内容であったとの声に救われた思いである。「弁当忘れても傘忘れるな」の言葉はそのとうりで

ある。 

 

＜お願い お知らせ＞ 

 
◎ 新宗務支所長・推進委員 
   

宗務支所長 
  

推進委員 
 

部 寺院名 住職名 
 

部 寺院名 住職名 

１部 善昌寺 柳田 博三 
 

１部 総見寺 瑞岩 法海 

２部 龍珠寺 藤田 宗祝 
 

２部 政林寺 曽我部  永峰 

３部 法源寺 内藤 雅孝 
 

３部 楽音寺 杉村 良昌 

４部 霊光院 川松 忠史 
 

４部 済松寺 神野 文穎 

５部 東光寺 松原 久幸 
 

５部 洞光院 見浦 大耕 

６部 瑞雲寺 青井 有信 
 

６部 林昌寺 野田 芳雄 

７部 新徳寺 熊谷 秀道 
 

７部 長福寺 大津 孝志（副） 

８部 永泉寺 石突 義堂 
 

８部 眞福寺 笠井 正見 

９部 臨渓院 宮川 明道 
 

９部 臥龍寺 土岐 正見 

１０部 妙徳寺 光山 秀雲 
 

１０部 永正寺 水谷 大定 

１１部 明泰寺 佐藤 勝洋 
 

１１部 高照寺 吉田 勝也 

１２部 太陽院 林 佳道 
 

１２部 大日寺 山田 宗興 

１３部 国分寺 小川 寛行 
 

１３部 寳勝寺 塚本 文隆 

１４部 海音寺 磯谷 信彦 
 

１４部 慈光寺 多田 清昭 

 
◎ 訂正 

去る、10 月 26 日に開催されました、「第 56 回花園会愛知西大会」の参加者は、1010 名で 

した。（誤記 1014 名の表記）お詫びして訂正いたします。 

 

◎ 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。 
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◎ 第 3 回教区寺院セミナーの御案内 
下記の内容にて「第 3 回教区寺院セミナー」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   平成 24 年 2 月 17 日（金）午後 1 時より 

場 所   名古屋都市センター 14F 第 3.4 会議室 

講 師   元岐阜県立森林アカデミー教授 篠田暢之氏 

別紙にて案内状を発送いたします。 

 

◎ 平成 24 年 春定期巡教師決定 

推進テーマ『行ずる』サブテーマ「生かされている自分を感謝し、報恩の行を積みましょう。」 

  巡教師 山陰西 台番 618   大龍寺住職  岩浅 慎龍 師 

      岐阜西 台番 1998   瑞雲寺住職  高田 慈雲 師 

 

 ※開教寺院の希望期日・時間・行事名を取りまとめ早めに（〆切 1 月 15 日）に宗務所へ報告下

さい。巡教師を希望選択することはできませんので悪しからず。開教日が重複した場合は、

教区布教師会からの派遣とします。 

 

◎ 本山奉仕団参 
 平成２４年度から、年間２部づつの奉仕団参の実施をお願いいたします。来年度は、第１部・

第２部花園会は早めに企画予定頂きますよう願います。 

 

◎ 愛知西教区ホームページ 
当教区は本派の中で唯一 ホームページをもち情報発信をしております。 

 

ＵＲＬ http://www.aichi-west.jp/ 

 メールアドレス  info@aichi-west.jp 

 

  

 

 

 

 

≪ 24年度 行事予定 ≫ 
 

★ 平成 24年度 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 

   場 所 名古屋都市センター 14階会議室 

    新部会長様、支所長様にはご予定を御願いいたします。 

 

★ 無相教会 教区連合会主催 奉詠大会・発展拡充講習会 
   日 時 平成 24年 6月 6日（水）・7日（木） 

   場 所 江南文化市民会館 

 

http://www.aichi-west.jp/
mailto:info@aichi-west.jp?subject=教区　メールアドレス

