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宗 務 所 便 り 
                                          2012 年 4 月 1日発信   №．93 
 

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

謹啓上  桜も咲きはじめ、春爛漫の好時節となりました。 

 新年度を迎えこころ新たにはじめていきたいと思います。何事も長年とっぷり浸かっています

と悪い面が見えなくなってしまいます。新しい意氣ふきを自身に問いかけ、変えるべきは変え、

時期にあった策を講じていかねばなりません。ピカピカの 1年生に立ち還り精進していきたく思

います。 

皆様には今年度もよろしくご法愛の程お願いいたします。             頓首 
 

 

3月の報告 

 
1日～ 3日  僧堂掛搭予定者学習会               於、本山 

 6日～ 8日  宗務所長会                    於、本山 

 9日     無相教会 教区連合会役員会            於、名古屋 

10日～11日  無相教会称号取得者講習会             於、本山 

11日～30日  定期巡教                     於、教区内 

12日     「おかげさま」「教区報」編集会議          於、宗務所 

20日     彼岸中日 

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

24日～26日  花園会少年少女研修会               於、本山 

26日     青年僧の会総会                  於、名古屋 

26日     中部地区教化主事会                於、岐阜東教区 

 

 

4月の予定 

 
 1日     教区花園会たより『おかげさま』発行 34,000枚   於、愛知西教区 

 3日     人権擁護推進委員会                於、本山 

 3日     教区報編集会議                  於、宗務所 

 3日     教区寺院セミナー運営委員会、新旧交代茶礼     於、宗務所 

 8日     降誕会 

 8日～12日  恒例法要                     於、本山 

13日     地区長会、監査会                 於、宗務所 

20日     花園会部会長・支所長会              於、名古屋都市センター 

23日     社会事業監事監査会                於、本山 

23日     連合会 講師・各支部実務者会           於、江南市民文化会館 

24日     社会事業理事監事会                於、本山 

24日     月授戒（臨渓院 宮川明道師）           於、瑞泉寺 

25日     宗務所長選挙発布（予定日） 

26日～27日  教化主事会                    於、本山 

26日     正眼短大セミナー（名古屋禅センタ－共催）       於、宗務所  
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＜報 告＞ 

 
◎ 平成 24・25 年度 教区寺院セミナー運営委員 

下記表の皆様にて、2 年間「教区寺院セミナー」運営を進めてまいります。宜しく御願いい

たします。 

部 寺院名 委員名 部 寺院名 委員名 

1 總見寺 瑞岩法海 8 江岩寺 柴澤随謙 

2 政林寺 曽我部永峰 9 龍済寺 関 智宏 

3 長光寺 奥村文人 10 大善寺 丹羽清人 

4 大幸寺 溝口義幸 11 妙光寺 桐山大幹 

5 太平寺 水野峯仙 12 慈眼寺 二村和慶 

6 蓮蔵院 小澤宗幹 13 圓光寺 山田英隆 

7 維摩寺 松原自哲 14 大興寺 一色亮範 

                       ※ 敬称を略させていただきました。 

 

◎ 青年僧の会 現地研修の報告        青年僧の会 副会長  奥村 文人 

 青年僧、委員の任期もあとわずか、２月 21、22 日と現地研修旅行が行われ、参加した。雪や

寒さを覚悟し出掛けたが、予想外の天候に恵まれ、田畑に積もった雪に照り返す日差しが眩しい

ほどであった。 当日、葬儀のため断念された方には気の毒であったが、今回の研修は随分と充

実した内容であったと思う。 

まず曹洞宗本山永平寺、次に真言宗の古刹瀧谷寺、あくる日には嫁おどし肉附き面の伝説のあ

る真宗吉崎御坊願慶寺の三か所の寺院を廻った。  

我々は、雪深い永平寺に身をおき大自然にすっぽりとはまり込んだ境内を眺め、しばらく息を

のみ、「実にいい感じだね。」と言った。雪の厳しさと美しさ、時折さす日の光がまた、厳しさの

中にもあたたかい眼差しを含んだ仏法を現しているようで、その空間は何とも好い心地のするも

のであった。 

 瀧谷寺の誇るべきは六百余年も焼けず無事にある伽藍、改めてすごいことだと私は思った。震

災以降、貴重なものを大切に思う気持ちは日本人の間で回復しつつあると思う。 

吉崎御坊では講談調というか肉附き面伝説の法話は、楽しく分かりやすい内容であった。思う

に坊さんのくせに説法をほとんど聞く環境にないのも自分でどうかと思う。有り難い機会を得た。 
 

各寺院には夫々の特徴があり生き貫いてきた伝統があった。 また福井県の性格らしき一面も

見ることができたと思う。観光には特に力をいれている様子がうかがえた。寺も例外ではないと

思う。中心的存在だ。これも行ってみなければわからなかったことである。尾張のような肥沃の

地では、なかなかこうは積極的にはなれない。反省や学びの多い、此の度の研修であったが、現

地研修ならでは醍醐味がある。その土地に歴史があり、またそこに今に至る現地の人の努力や工

夫を見る。人の顔や言葉にも触れ、それらは五感を通して浸透し、生き生きと記憶に残る。 
 

まさに現地研修の醍醐味、収穫である。参加者の親睦もさらに深めることができた。企画にあ

たった方、絶品の旅を有難う。最後に、青年僧諸君には来期以降の諸行事にもふるっての参加を

お勧めし、報告としたいと思う。 

 

＜お願い お知らせ＞ 

 
◎ 教区花園会たより『おかげさま』配布の御願い 

4月 1日『おかげさま』第 9号を発行いたします。宗務支所を通じて各寺院に配布を御願い 
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いたします。 登録花園会員数の 2倍を配布。 各寺院様には会員様へ確実に配布を御願い申し

上げます。 

 

◎ 教区寺院セミナー委員交代茶礼 
2 ヵ年お勤めいただきました教区寺院セミナー委員様には誠に有難うございました。新年度よ

り新しい委員に交代していただき、気を新たに進めてまいります。 

下記の予定にて新委員研修会と新旧交代茶礼を行いますのでご出席を御願い申し上げます。 

（尚、別紙にて御案内いたします） 

日時  平成 24 年 4 月 3 日（火）午後 4 時 新委員研修会 

                      6 時 新旧交代茶礼 

場所  愛知西教区宗務所（白林寺）    名古屋市中区栄 3-25 

 

◎ 平成 24 年度 花園会部会長会・支所長会の開催 
   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 

 支所長様、花園会部会長様、教区役員様、各会代表者様にはご出席を御願い申し上げます。 

 

◎ 平成 24 年春 定期巡教 報告書の提出 
定期巡教、開教寺院の皆様にはお疲れ様でした。開教報告書の提出を御願いいたします。 

後日、支所を通じて助成金を送らせていただきます。 

 

◎ 第 1 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 1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 5月 25日（金） 午後 1時より 

  場所  名古屋都市センター 14階 第 1・2会議室 

  講師  柳生新影流兵法 第 22世宗家 柳生耕一（厳信）氏 

  テーマ 「武士道」 

    別紙にて案内状を発送いたします。 

 

◎ 平成 24年度新亡供養厳修の案内、新亡法名名簿提出の御願い 
花園会本部から、3月 1日付けにて発送されました 「平成 24年度新亡供養厳修の案内、新

亡法名名簿提出の御願い」について。 来る 6月 29日（金）午前 10時 30分より本山・法堂に

て管長猊下導師のもと、「平成 24年度新亡供養」が厳修されます。新亡供養該当（平成 23年 4

月～24年 3月までに亡くなった方）花園会員様に参加の案内を御願いいたします。 

又、各寺院には「申し込み手順」に従い、「新亡法名名簿提出」を 4月末日までに花園会本部

へ提出を御願いします。 

 

◎ 前堂職法階取得研修会実施について 
1、期日  （1回目） 平成 24年 6月 20日～22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 24年 5月 16日 
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  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。 

法臘 3年以上でないと受け付けません。（仮に僧堂 1年在錫していても法臘 3年未満の者

は受講資格なし）最終考査に合格しない者は、再度受講して頂く事になります。 

 

◎ 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。 

 

◎ 「教区報」発行について 

 只今教区報「研鑽」の発行準備をしております。原稿・添付写真など取りまとめ早めに提出い

ただきますようお願いいたします。尚、ご要望等ございましたらお聞かせください。 

 

◎ 平成 24年度 独居住職・寺族の調査 

平成２４年４月１日付で新しく該当者がありましたら調査の上、ご報告ください。２３年度は

１２名（1名遷化現在 11名）ありました。 

 

◎ 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 （宗務所への問合せ、連絡等に利用ください。） 

 

 

 

 ≪ 24年度 行事予定 ≫ 
 

★ 第 1回教区寺院セミナー 

     日時  平成 24年 5月 25日（金） 午後 1時より 

 場所  名古屋都市センター 14階 第 1・2会議室 

 

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

   場所 江南市民文化会館 

 

★ 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 

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

