
 

 

1 

宗 務 所 便 り 
                                          2012 年 10月 1 日発信    №．4 
 

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

 「暑い 9 月も終わり､やっと涼しくなりました」との挨拶をしております。名月を迎えて初秋

の季節「秋はいいな」と感じております。 台風 17 号が豊橋付近に上陸し、東海地方にも被害

をもたらしました。被災されました皆様に心よりお見舞い申し上げます。 浸水、家屋被害等が

ございましたら宗務所までご一報をお願いします。 

10 月は、「花園会 長崎平和祈念法要」、「教区花園会 運営委員会」、「第 57回愛知西教区 花園

大会」と諸行事がございます。各寺院、花園会員の皆様にご参加推進をお願いしております。何

卒宜しくお願い申し上げます。                       頓首敬白 

 

9月の報告 
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     名古屋禅センター会議               於、白林寺 

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

20日     正眼セミナー（名古屋禅センター共催）        於、白林寺 

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 

 

10月の予定 
 1日     名古屋禅センター、ホームページ開設        於、名古屋禅センター 

 1日～2日   無相教会住職・副住職講師会            於､ 本山 

5日     達磨忌 

 5日～6日   長崎平和祈念法要                 於、長崎市 

 9日～10日  宗務所長会                    於、本山 

10日     専門道場を考える会                於、本山 

16日     教区花園会運営委員会               於、名古屋都市センター 

18日～19日  無相教会師範・準師範研究会            於、本山 

19日     第4部 太清寺本堂修復落慶式            於、太清寺 

22日     微笑会総会                    於、本山 

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

24日～25日  梵唄講師養成講習会                於、本山 

26日     第57回愛知西教区花園大会             於、徳源寺 

29日～31日  第48回本山寺庭婦人研修会             於、本山 
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＜報 告＞ 
 

◎禅寺一日入門報告               ９部 福昌寺 羽澄一乗 
平成２４年８月２５日、２６日、犬山瑞泉寺において例年のごとく、禅寺一日入門が開催されま

した。参加者は２４名、２日とも暑い日になりましたが滞りなく円成いたしました。 

 ２５日午後１時半より、瑞泉寺玄玄庵老大師並びに教区来賓方御出頭のもと開会式、記念撮影

が行われました。その後諸堂拝観・諸注意、そして坐禅並びに子供たちは胡麻豆腐作りを行いま

した。各々自己を見つめ直し、心を落ち着けて坐禅に取り組んでおられる様子でした。胡麻豆腐

作りも典座和尚の指導の下,大変上手に作ることができ薬石にて賞味することになりました。 
 

１７時より看頭和尚の指導に従い薬石となりました。参加者一同食事作法の難しさに戸惑いな

がらも作法の意味・意義について感心しながらの食事でした。暫時休憩の後、ふたたび坐禅、そ

して法話を拝聴しました。布教師様の坐禅についてのわかりやすくも格調高いお話に参加者一同

聞き入っている様子でした。同時刻に子供たちは不要になった布を使用した草履作りに取り組み、

工程の半分くらいまで進んだところで時間となり続きは明日行うことにしました。 
 

法話ののち布教師の和尚様を囲んでの茶礼とし、参加者の方々からの質疑応答に答える形でお

話が進み、リラックスした雰囲気での茶礼となりました。茶礼後は各自布団をひいて、９時に解

定と致しました。 

２６日は午前５時開静、布団片づけ・身支度の後、朝課、坐禅、粥座、日天掃除と慌ただしく

こなし、８時からは玄々庵老大師の講座を拝聴致しました。講座中子供たちは昨日の布草履作り

の続きを行い、各自一組仕上げることができました。講座のあとは、参加者の希望を聞き、坐禅

と写経に別れて取り組みました。 
 

１０時半から斎座。指導の和尚からうどんの作法の説明を受けていただきました。各自旺盛な

食欲で気持ちよくうどんをすすっておられました。斎座後感想文を書いていただき、その後茶礼

の時間を取り、参加者からの要望や困ったことなどを忌憚なく伺い、今後の参考に致しました。 

１２時半より玄玄庵老大師に御出頭賜り、閉会式を行い、記念品・写真の授与ののち散会とな

り、参加者一同晴々とした顔で下山されていったのが印象的でした。 

加担の和尚様方や瑞泉寺の雲水の方にとてもよく助けていただき、大きな問題もなく無事円成

したことを厚く御礼申し上げます。 
                    

◎第 2 回教区寺院セミナー報告            寺院セミナー委員 塚本雄高 

 去る平成２４年９月６日（木）午後１時より名古屋都市センターに於いて、第２回の教区寺院

セミナーが開催された。テーマは「日本神道と儒教」。 

 講義１「日本神道と日本人のこころ」として、愛知県護国神社宮司の臼井貞光師を招き、ご持

参いただいた豊富な資料とともに今日の神道について講義をいただいた。 

 靖国神社は戦前戦中までは誰もがお参りをする場所であり、今日のように遺族がお参りをする

神社という位置づけではなかったが、戦後、一度はそれを解体しようとしたマッカーサーの翻意

から残ることとなった事、またその経緯を靖国神社が嫌っている話。御自身はお参りされた事は

ないけれども天皇陛下が実は一番多く供え物をしているのが靖国神社であり、愛知県下の神社に

おいては護国神社が最も多い事など等、具体的なお話が興味深かった。 
 

 講義２「儒教（日本人の道徳）」として、安岡活学塾講師の安岡定子師より儒教についての講

義をいただいた。「子曰わく～」から始まる論語の素読（音読）をはじめに行い、その内容は論

語入門と表現してよいものであった。論語は日本で古来学ばれ日本文化・日本人の心を育む基礎

となってきたが、その色あせる事のない価値を現代に受け継ぎ伝えてゆきたい、という安岡先生

の御意思が講義全体を通じて感じられた。 
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◎教区花園会女性部研修会報告             教化主事 大野浩宗 

去る、9 月 27 日(木) 名古屋市中区・白林寺様において教区花園会女性部研修会を開催致し

ましたところ、６０名を超える参加者で本堂は満衆でした。 

午前１０時より般若心経を全員で唱和して、本尊・開山・開基・東日本大震災物故者を回向し

ました。教区花園会女性部会長の尾関安代様から挨拶を頂き、続いて所長の挨拶がありました。 

 特別布教師・龍松寺住職、武久寛海師より「行ずる」をテーマに法話をいただきました。昼食

の後に、名古屋大学フォルクローレ同好会による、南米アンデス地方の民族音楽のコンサートを

聴き、心に染みてくる楽器の音色に誰もが癒されていたと思います。法話を聞き、コンサートを

楽しみての時間は、瞬く間に過ぎて閉会と相成りました。今回は、近隣の教区花園会部会長様も

ご参加頂いた事を報告させて頂きます。ありがとうございました。 

 

部別参加状況 

部 参加人数 部 参加人数 

1 8 名 8 6 名 

2 6 名 9 3 名 

3 2 名 10 0 

4 1 名 11 6 名 

5 0 12 0 

6 3 名 13 7 名 

7 0 14 4 名 

                                合計  46 名 

 

＜お願い お知らせ＞ 

 
◎名古屋禅センター開設のお知らせ              宗務所長 

 本派「宗門活性化推進局」の協力を頂き、愛知西教区内に名古屋禅センターを開設しました。

規約は平成 24 年 5 月 24 日、愛知西教区支所長会にて決議されました。 

名古屋禅センターは、愛知西教区の助言と協力の下、中部圏での本派布教活動の拠点とし、

一般大衆への禅と禅文化の布教を目的とします。 既にフェイスブック（FaceBook）が運用中

で、10 月 1 日からは「ホームページ」の運用を開始します。皆様の投稿をお待ちしております。 

名古屋禅センター長には、前愛知西教区宗務所長・白林寺 武山廣道師に就任いただき、主任

には教化主事があたり運営いたします。その他、部員、補佐員にて活動します。 

皆様のご理解とご協力をお願いいたします。 

※妙心寺派 名古屋禅センター開設にあたって  名古屋禅センター長 武山廣道 

臨済宗妙心寺派の都市開教拠点として、東京禅センターに次ぐ 2カ所目の名古屋禅センターがこ

のほど名古屋市中区栄の白林寺内に開設されました。フェイスブックではすでに活動を開始して

おり、10月初旬をめどにホームページを立ち上げる予定です。 

名古屋禅センターは同派の「明日の宗門を考える会」が中部圏の教化拠点として提案し、愛知西

教区が宗務本所の宗門活性化推進局と連携しながら開設準備を進めてきました。まずは、各寺院

の活性化をめざし、ユニークな寺院行事や新しい僧侶の活動などを紹介・情報収集し、教線の拡

大に寄与していきたいと思います。  
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また宗教的浮動層への教化を中心に、講演会・講座など企画し禅の喧伝、仏の教えをやさしく広

めてゆくことが狙いです。将来的には信仰需要のある地域(本派寺院の無い処）への別院・布教

所などの積極的な進出が出来ればと考えます。本山から言われてやるのではなく地元寺院から、

現場僧侶からの発想で徐々に有益な活動にしていきたく考えています。皆様の忌憚のないご意見

を伺いながら推進、発展をめざします。 

◎宗議会議員 林 冏成師が議員辞職をされました 
 去る 9 月 28 日本派宗議会において、本派宗議会議長・後藤元栄師宛てに、愛知西教区宗議会

議員・林 冏成師が体調不良を理由に、9 月 30 日を以て宗議会議員辞職の「辞表」を提出され

ました。今後の補欠選挙につきましては宗務本所より指示がございます。（残任期間は、平成 26

年 8 月 2 日まで） 

 

◎花園会本部研修会・寺院役員研修会のご案内 
  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。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。新責任役

員様（23 年度就任）には研修会に参加いただきたく、本部より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  10月 19 日（花園会本部に必着） 

 

◎「リバティおおさか」存続を求める署名にご協力を! 
 日本で初めての差別・人権問題に関する総合博物館として、人権教育、人権啓発の推進のため

に重要な役割をはたしてきました。未だに、被差別者はもとより社会的弱者と言われる人たちに

も蔑みのまなざしでみたり、揶揄したりする言動があいついで発生・発覚しています。そんな 

現代社会にあって、差別解消と人間の尊厳にかかわる貴重な資料を有している「リバティおおさ

か」は存続させるべきです。（趣意書より抜粋） 
 

 署名にご協力をお願いします。 

※  各支所にてコピーをし、有住寺院に配布をお願いします。 

 ※ 締め切り 11 月 25 日までに各支所へ提出願います。 

11 月 30 日までに宗務所へ提出願います。 

 

 

◎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。 
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◎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した。 

 

◎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。 

 

◎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 

をお願いしました。 

参加者名簿を各寺院でまとめてから、宗務支所にて集計し、10 月 16 日「花園会運営委員会」

に参加費を添えて持参下さい。 尚、「参加者名簿用紙」（第 2・3・4地区）については、宗務支

所長様へ申し出下さい。 

 

◎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) 

 

◎あいち人権啓発プラザ 企画展・講演会のお知らせ 

   企画展 

開催日 平成 24年 10月 9日（火）～19日（金） 

  場所  あいち人権啓発プラザ（名古屋市中区三の丸 3-2-1 愛知県東大手庁舎 3階） 

  内容  犯罪被害者等支援パネル展示 

   講演会 

  開催日 平成 24年 10月 17日(水) 午後 2時～4時 

  場所  愛知県東大手庁舎 地下 1階 大会議室 

  テーマ 「子どもたちを被害者にも加害者にもしないために」 

      講師 市原千代子（NPO法人おかやま犯罪被害者サポート・ファミリーズ理事） 

      「犯罪被害者の心理と人権」 

      講師 坪井裕子 （人間環境大学教授、愛知県臨床心理士会副会長） 

※  参加費無料、先着順、定員 80名、事前申し込み不要 

 

◎「愛知同宗連 現地学習会」開催のお知らせ 

  開催日 平成 24年 10月 30日（火）午後 1時～4時 

  場所  名古屋市中央卸売市場「南部市場」 （名古屋市港区舟見町 1-39） 
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  内容   食肉（牛・豚）の解体処理加工業務の見学と実際の加工体験。 

  申し込み  10月 10日必着 愛知西教区 宗務所まで 

10月 15日必着 愛知同宗連事務局 

  参加費  無 料 

 

◎あいち人権情報 

 「あいち人権啓発プラザ」のご案内。人権プラザの活用をご案内します。 

① 人権に関する図書を借りることができます。 

② 人権学習に利用できるビデオ、ＤＶＤを借りることができます。 

③ 人権研修講師を派遣できます。 

④ 県内で開催される、人権に関する講演会の案内ができます。 

⑤ 愛知県が発行した人権啓発パンフレットなどを入手できます。 

⑥ あいち人権啓発プラザが開催する人権に関する企画展および講演会などに参加できます。 

⑦ 他府県や政令都市等が発行した人権に関する資料が閲覧出来ます。 

 

◎「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。 

  ★ 申し込み締め切り 

     11 月 15 日までに振り込み・申し込み下さい。 

 

 

 ≪ 24年度 行事予定 ≫ 

★ 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 


