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宗 務 所 便 り 
                                          2012 年 9 月 1日発信    №．3 
 

                                          愛知西教区宗務所長 山田英隆 九拝 
 謹啓上  時下初秋の候 

残暑が続いております。今年の夏、当地では足長蜂が大量発生をしており、軒先の奥、低い場

所に巣を作っております。言い伝えでは「蜂が安全な処に巣を作る年は大きな台風が来るので注

意」と言われます。9 月は台風シーズン、対策は早めにお願いします。また 9 月は教区・本山行

事が目白押しに開催されます。第 2 回教区寺院セミナー、花園会女性部研修会、お彼岸と多忙

な時期になりますが、夏バテの時期でもございます健康管理には十分にご注意下さい。 

頓首敬白 

 

8月の報告 
1日     あいち人権啓発プラザ講演会            於、愛知県東大手庁舎 

9日～17日  宗務本所、宗務所、宗務支所盆休み 

22日     教学審議会                    於、本山 

23日～26日  本山本派安居会                  於、本山 

24日～26日  花園会夏季講座                  於、本山・花園大学 

25日～26日  第27回禅寺一日入門                於、犬山・瑞泉寺 

29日     寺院セミナー準備会                於、宗務所 

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

  

 

9月の予定 
 3日      専門道場補佐員会議                於、本山 

3日～6日    定期監査会                    於、本山  

5日          花園会館運営委員会                於、本山 

6日     第2回教区寺院セミナー               於、名古屋都市センター 

6日～7日   特別布教研究会                  於、本山 

10日～12日  僧堂掛塔予定者学習会               於、本山 

11日     宗制審議会                    於、本山 

12日～14日  前堂職法階取得研修会               於、本山 

14日     東海地区議員所長会議               於、名鉄ニューグランドホテル 

19日～28日  秋期特別布教                    教区内寺院 

22日     彼岸中日 

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

25日～28日  定期宗議会                    於、本山 

27日     教区花園会女性部研修会              於、名古屋・白林寺 

 

＜報 告＞ 
 

◎あいち人権啓発プラザ講演会           教区人権擁護推進副員 服部雅昭 

あいち人権啓発プラザ企画展「ハンセン病を正しく理解するために」 

講演会『未来への道標 ～ハンセン病とは～』            平成 24年 8月 1日 

上記講演会につき報告いたします。講師は元多磨全生園自治会長の森元美代治氏がおつとめに
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なりました。ご自身もかつてハンセン病患者であり、さまざまな差別的扱いを受けてきた経験を

もとに、講演なされました。14 歳で発病、24 歳で慶応大学法学部に入学した際は、病気を隠し

ておられたそうで、卒業後東京都内の金融機関に入行したときにも同様にせざるを得なかったの

でした。就職から四年後に再発。当時は労働協約においてハンセン病罹患者を解雇してもよいと

定められていたそうで、勤めを辞め、療養所に入所したのでした。周りを柊の木がうっそうと茂

る環境から当時のありようが目に浮かんで参ります。その絶望の中で、氏を救ってくれたのは療

養所で知り合った奥さんだったそうです。 

氏の経験談で最も衝撃的だったのは、氏が実名で自身の体験を認めた本を出版した際に実兄か

ら受けた「青酸カリを飲んで死んでくれ」という言葉。筆舌に尽くしがたい辛い体験であったこ

とでしょう。しかし、「そう言わざるを得ない兄貴の気持ちもわかる」という氏の心の奥深さに

は感銘を受けました。内心では兄弟で抱きしめあっていたんだと思います。 

知っているつもりで知らないことはたくさんあります。当事者の体験にもとづく生の声がそれ

を教えてくれました。 

 

 

＜お願い お知らせ＞ 
 

◎秋期特別布教 
 布教師 台番 14 福岡市西区大字周船寺 262-3 龍松寺住職 武久寬海師 

開教寺院様には予定を送らせていただきました。宜しくお願い申し上げます。 

尚、終了後、特別布教報告書の提出をお願いします。 

 

 

◎第 2 回「教区寺院セミナー」の御案内 
下記の内容にて、平成 24年度「第 2回教区寺院セミナー」を開催いたします。多くの皆様 

のご出席をお待ちしております。 

    年間テーマ「日本人のこころ」 

  日時  平成 24年 9月 6日（木） 午後 1時より 

  場所  名古屋都市センター 14階 第 3・4会議室 

  講師  愛知県護国神社 宮司 臼井貞光氏 

      安岡活学塾   講師 安岡定子氏 

  テーマ 「日本神道と儒教」 

    別紙にて案内状を発送いたしました。 

 

◎前堂職法階取得研修会実施について 
1、期日 （3回目）  平成 25年 2月 22日～24日 

  2、会場  本山妙心寺 

  3、履修資格 前堂職の請願が出来る方 

  4、費用  受講料 20,000円（当日持参）交通費は自弁。（自家用車での上山は厳禁） 

  5、定員  30名（先着順） 

  6、申し込み期限 平成 25年 1月 19日(教学部必着) 

  7、出願方法  宗務所または宗務支所で履修願いを受け、宗務支所→宗務所→宗務本所 

          ・教学部へ提出。 

  ※ 詳細な内容は、宗務本所・教学部へお尋ね下さい。 

  ※ 次回の前堂職法階取得研修会 
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◎花園会女性部研修会参加者募集のお願い 
来る、9 月 27 日(木)午前 10 時より、午後 2 時頃まで、名古屋市中区・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 10 日までにまとめていただき、宗務所へ寺院名・

参加者氏名・参加費を添えて申し込み下さい。宜しく御願い申し上げます。 

 

  日  時  平成 24 年 9 月 27 日（木）午前 10 時～午後 2 時頃まで 

  場 所  名古屋市中区栄・白林寺        

  参加費  500 円（昼食代）    

  申込み  宗務所 （圓光寺） ＦＡＸ 0587-34-4840 

 

◎花園会 長崎平和祈念法要参加者の募集 
  日  時  平成 24 年 10 月 5 日（金）～6 日（土） 

  場 所  長崎市平和公園        

  参加費  16,000 円（交通費・宿泊費は含まず）    

 

 教区花園会員様 限定のお知らせ 

参加者 10名に参加補助金 40,000円を用意しておりますのでご参加下さい。 

旅行代金（交通費、宿泊費、参加費含む）65,250円 

  締め切り  9月 10日(月) 

  申込人数  5名 （人数に達したら締め切りといたします） 

   申込方法  部名・寺院名・花園会員名、住所、男女別・年齢を FAXにてお知らせ下さい 

申込先   教化主事  林貞寺  ＦＡＸ 052－529－2701 

 

◎花園会運営委員会開催のお知らせ 
 来る、10月 16日（火）午後 1時 30分より、名古屋都市センター会議室にて「花園会運営委

員会」を開催いたします。宗務支所長様、花園会部会長様、花園会女性部部会長様にはご出席 

をお願い申し上げます。 尚、別紙にてご案内を申し上げます。 

 

◎第 57回愛知西教区花園大会 荷担のお願い 
 来る、10月 26日（金）午後 1時より、名古屋・徳源寺様にて「第 57回愛知西教区花園会大

会」を開催いたします。宗務支所長様、花園会部会長様、花園会女性部部会長様にはご荷担 

をお願い申し上げます。 尚、別紙にてご案内を申し上げます。 

 担当地区の皆様は午前 9時集合。他地区の宗務支所長様、花園会部会長様、花園会女性部部会

長様には午前 10時 30分集合にてご荷担をお願いいたします。 

 

◎第 57回愛知西教区花園大会 参加者募集のお願い 
    日時 平成 24年 10月 26日（金） 

    場所 名古屋・徳源寺 

 本年は、名古屋市・徳源寺にての開催。第 1地区の皆様に募集をお願いしております。 

他地区(第 2･3･4地区)の花園会員様で名古屋地区、名古屋近隣にお住まいの方にも案内状の配布 

をお願いして、参加の推進にご協力をお願い申し上げます。 
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◎第 48回本山寺庭婦人研修会のお知らせ 
    日時  平成 24年 10月 29日（月）午後 1時より～31日（水）正午まで 

    場所  本山・花園会館 

    申込締切 9月 20日（宗務所へ提出 所長印が必要） 

    申込方法 支所長様、又は部寺庭婦人会役員様にて申込用紙に記入 

 上記の日程にて、「第 48回本山寺庭婦人研修会」が開催されます。未履修の方は参加をお願い

致します。又、再受講も歓迎いたします。尚、期間中には山内智勝院ゆりかご保育園にて、未就

学児の託児所を設置し、朝夕はべビーシッターが花園会館にてお世話をします。研修申し込み時

に合わせて申し込み下さい。 

  

◎あいち人権啓発プラザ企画展のご案内 
 「同和問題の正しい理解のために～公正な採用選考にむけて～」開催について 

 ビデオ上映会の開催 

来る 9月 18日火 午後 2時より 3時 30分まで、愛知県東大手庁舎地下 1階・大会議室にて、ビ

デオ上映会が開催されます。参加費無料、先着順、80名。 

  

パネル展示 

来る 9月 3日（月）～ 9月 28日（金）午前 9時～午後 5時 15分。愛知県東大手庁舎 3階 

「あいち人権啓発プラザ」にて開催されます。内容①公正な採用選考啓発ポスター ②同和問題 

の正しい理解のために ③人権に関する県民の意識 人権に関する意識調査から 

 

◎愛知部落解放・人権研究所 2012年度 第 2回研究会のご案内 
 来る 10月 5日（金）18：00より 名古屋市中文化センター 第 1会議室にて、あとりえ西濱

代表、花園大学非常勤講師・太田恭治氏による講演があります。テーマ「よりよい人権啓発セン

ターの設立にむけて」（仮題） 会費 1,000円(会員は無料) 

 

 

◎「教区寺院セミナー現地研修会」の御案内 
下記の内容にて、平成 24年度「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  平成 24年 11月 30日（金） 午前 8時 40時より   

場所  静岡県浜松市 奥山・方広寺、龍潭寺、摩訶耶寺 

  テーマ 「聖鑑国師を訪ねて、開山堂拝塔」 

    別紙にて案内状を発送いたしました。 

 

 

◎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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 ≪ 24年度 行事予定 ≫ 

 

★  教区花園会運営委員会 
 日時  平成 24年 10月 16日（火）午後 1時 30分より 

    場所  名古屋都市センター 14階 会議室 

 

★ 花園会愛知西大会 
    日時  平成 24年 10月 26日（金） 

    場所  名古屋・徳源寺  午後１時より 

 

★ 教区寺院セミナー現地研修会 

    日時  平成 24年 11月 30日（金） 午前 8時 40分より 

 場所  静岡県浜松市 奥山・方広寺、龍潭寺、摩訶耶寺 

 

★ 第 3回教区寺院セミナー 

    日時  平成 25年 2月 1日（金） 午後 1時 30分より 

    場所  名古屋都市センター 第 3・4会議室 

 

<< 25年度 行事予定 >> 
 

★ 定期御親化授戒会 
開催日 平成 25年 5月 28日(火)～30日(木) 

会場    28日(火) 名古屋・徳源寺  担当 第 1・2地区 

      29日(水) 一宮 ・妙興寺  担当 第 4地区 

      30日(木) 犬山 ・瑞泉寺  担当 第 3地区 


