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宗 務 所 便 り 
                                          2012 年 5 月 1日発信   №．94 
 

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

謹啓上 新緑若葉に映えて清々しい候となりました。 

 さて、宗務所長を拝命し６月２４日をもちまして２期８年の任期を終えようとしております。

期間中開山６５０年遠諱関連の諸行事、花園会女性部・無相教会の全国大会開催など数多くの行

事を経験させていただきました。今期をもちまして退役とさせて頂く所存でございます。 

どうか胸中をお察しいただきまして、今後のことはよろしくお願いいたします。 

頓首 
 

 

4月の報告 

 
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 

22日     第1部 台番1561 芳珠寺寺庭 星屋由美様逝去  44歳 

23日     連合会 講師・実務者会議・講習会         於、江南市民文化会館 

23日     名古屋禅センター準備会              於、宗務所 

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                 於、選挙所 

26日     正眼セミナー(名古屋禅センター協賛)        於、白林寺 

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

27日     第1部 台番1561 芳珠寺寺庭葬儀          於、芳珠寺 

 

5月の予定 

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

 7日     宗務所長選挙 立候補届出日            於、選挙所 

 8日     青年僧の会総会                  於、徳源寺 

14日     寺庭婦人の会総会                 於、瑞泉寺 

16日     宗務所長選挙 投票日・開票            於、選挙所 

15日～30日  高等布教講習会                  於、本山 

20日     第12部 耕雲院本堂落慶法要・服部雅昭和尚晋山式  於、耕雲院 

23日     寺院セミナー準備会                於、宗務所 

24日     月授戒（凌雲寺 岡田至道師）           於、瑞泉寺 

24日     名古屋禅センター準備会              於、宗務所 

25日     第1回教区寺院セミナー               於、名古屋都市センター 
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＜報 告＞ 

 
◎ 平成 24・25 年度 教区寺院セミナー運営委員変更のお知らせ 

第 9 部寺院セミナー運営委員は、龍済寺・関 智宏師から清水寺・宮川尚友師に変更されま

したので報告いたします。 

 

◎ 平成 24 年度 花園会部会長会・支所長会の報告 
去る、4 月 20 日「平成 24 年度 宗務支所長会 及び 花園部会長会」が名古屋都市センタ 

ー14 階第 1・2 会議室にて開催されました。午前 10 時より花園会関係の協議。宗務所長挨拶、 

教区花園会会長の選出、「議事」①平成 23 年度花園会事業報告 ②平成 23 年度花園会 収入支

出決算報告 ③会計監査報告 ④平成 24 年度花園会 事業計画 ⑤平成 24 年度花園会 収入

支出予算 ⑥その他協議事項 （東日本大震災見舞金、奉仕団参・本山団参、花園会愛知西大会 

花園会女性部研修会、花園会平和祈念法要、奉詠大会・発展拡充講習会、無相教会全国奉詠大会、 

花園会報「おかげさま」、花園会寺院役員研修会）について協議がなされた。昼食。 

 午後 1 時より支所長会。①平成 23 年度 教区事業報告 ②平成 23 年度 教区収入支出決算

報告 ③会計監査報告 ④平成 24 年度 教区事業計画 ⑤平成 24 年度 教区収入支出予算 

⑥その他協議事項（定期御親化授戒会、教区寺院セミナー、宗務所長選挙について、報告（独居

対策委員、定期巡教・特別布教、人権擁護推進委員・愛知同宗連、教区報、梵唄講師養成講習、） 

諸会の報告（青年僧の会、布教師会、寺庭婦人の会） 午後 3 時 15 分終了。 

 

◎ 教化主事会報告 
去る、4月 26日から 27日 本山・宗務本所にて平成 24年度教化主事会が開催された。 

26日、午後 2時 30分より議場にて「教化主事会総会」その後、「全体協議会」。協議会は 2組に

分かれて、「教学部」の①教学所管の各種研修会について、②檀信徒と共に読めるお経について。 

「花園会本部」の①平成 24 年度花園会地方大会について、②長崎平和祈念法要について、③お

かげさま運動についての協議がされた。その後全体会にての発表にて終了。 

27日、午前 8時開山堂（微笑塔）拝塔。8時 30分微妙殿にて開会式。管長猊下の出頭をいただ

き「本尊・開山・開基回向」「管長猊下のお言葉」「四弘誓願」「総茶礼・記念写真」にて終了。 

9時 10分より議場にて「協議 1、教学部について」。10時より「協議 2、花園会本部について」 

11時より総長、全内局出向にての全体会議・質疑。11時 45分より閉会式。斎座の後分散。 

 

＜お願い お知らせ＞ 

 
◎ 宗務所長選挙 立候補届・立会人届 について 

来る 5 月 7 日（月）午前 9 時より午後 5 時までの間に、選挙所（第 2 部 龍珠寺）へ、候

補者の「立候補届」と「開票立会人届」を出して下さい。 

「推薦届出」は本人の承諾書を添えて文書で直接選挙長に推薦の届けをして下さい。  

立候補者は、届出と同時に「供託金 20 万円」を選挙長に供託して下さい。 

 

◎選挙対策委員会内規 
宗務所長・宗議会議員の選挙の時、立候補者が定員に満たない場合に限って委員会を開催し、

適任者の推挙に当たる。内規が施行されました。 

今回 5月 7日午後 5時の時点で立候補者が無い場合にこの委員が招集されます。 

この時再選挙となり改めて宣示発布（立候補日・選挙日）があります。 

尚、立候補者が１名の場合、無投票当選となり、２名以上の場合は選挙となります。 
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※ 5 月 7 日までに各部選挙対策委員を選出し報告ください。 

 

◎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 
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。 

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 

へ連絡下さい。 

 

◎心を磨く正眼セミナーのお知らせ 
 期 日  ６月１４日(木) 午後２時～３時半 

 会 場  白林寺 

 会 費  １０００円 

 講 師  正眼寺住職・正眼短大学長 山川宗玄老師 

 内 容  坐禅・遠羅天釜講話 
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 協 賛  名古屋禅センター 

 

URL http://www.aichi-west.jp/syumusyo/wforum.cgi?no=490&reno=488&oya=488&mode=msgview 

 

◎寺院運営セミナー in 名古屋 のお知らせ 
 期 日  ６月２９日(金) 午後１時３０分～４時４５分 

 会 場  TKP 名古屋ビジネスセンター７階大会議室   名古屋市中村区椿町 1-16 

JR 名古屋駅徒歩 1 分  TEL 052-459-5051 

 参加費  10,000 円(税込) 

 講 師  薄井秀夫(寺院デザイン代表取締役) 

 内 容  1.10 年後のお寺をデザインする。 2.住職退職金制度と宗教法人の資産管理 

      3.永代供養墓・納骨堂のつくり方―建立計画と運営ノウハウ 

 協 賛  名古屋禅センター 

 申込み  ＦＡＸ 075-341-4128 

 申込締切  ６月 15 日(金) 定員になり次第受付終了 

 

URL http://blog.goo.ne.jp/rhizomesara/e/45d1ebd2418682818eb747d7f12494da 

 

◎ 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 ≫ 

 

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

   場所 江南市民文化会館 

     

★ 第 2回教区寺院セミナー 

    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 

 

★ 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 

 

★ 定期親化授戒会 
 日時 平成２５年５月２８日～３０日 

http://www.aichi-west.jp/syumusyo/wforum.cgi?no=490&reno=488&oya=488&mode=msgview
http://blog.goo.ne.jp/rhizomesara/e/45d1ebd2418682818eb747d7f12494da
http://www.aichi-west.jp/
mailto:info@aichi-west.jp?subject=教区　メールアドレス

