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宗 務 所 便 り 
                                          2012 年 6 月 1日発信   №．95 
 

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

謹啓上  初夏の候  皆様にはご清祥のこととお慶び申し上げます。 
  さて、２４日任期満了となります。次期宗務所長も決まり何とも言われぬ解放感を感じつつあります。

８年間ご法愛を賜りありがとうございました。教区の行政は滞りなく今後も引続き発展していかねばな

りません。皆様のご協力ご法愛を切にお願いし、最後まで気を抜かず役員一同精進してまいります。 

頓首 
 

5月の報告 
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 

14日     宗務所長選挙 選挙対策委員会           於、選挙所 

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

16日     宗務所長 再選挙宣示発布             於、選挙所 

16日     教区報編集会議                  於、龍珠寺 

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 

21日     第13部 台番1759 圓光寺先住職寺庭 山田きみ様 逝去 82歳 

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

23日     教区報編集会議                  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 

28日     宗務所長選挙 立候補届出日            於、選挙所 

 

6月の予定 
 1日     愛知西教区「教区報」発行 1500部         於、宗務所 

5日～6日   人権擁護推進委員・教区人権擁護推進員合同研究会  於、本山 

6日～7日   無相教会師範会                  於、本山 

6日     教区連合会 発展拡充講習会             於、江南市民文化会館 

7日      教区連合会 奉詠大会                於、江南市民文化会館 

7日     本山参拝推進本部会議               於、本山 

12日～13日  仏教講座中間スクーリング             於、本山 

13日～14日  東日本大震災対応策検討会議            於、本山 

15日     無相教会代表委員会                於、本山 

18日     名古屋禅センター運営委員会            於、宗務所 

19日～20日  第1部 本山奉仕団参                於、本山 

20日～21日  無相教会称号取得者講習会             於、本山 

20日～22日  前堂職法階取得研修会               於、本山 

24日     月授戒（徳林寺 小坂雅俊師）           於、瑞泉寺 

24日     宗務所長 任期満了                於、宗務所 

29日     本山新亡供養                   於、本山 
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＜報 告＞ 

 
◎ 平成 24 寺庭婦人会総会・研修会の報告       書記 林昌寺 野田孝子 

去る 5 月 14 日（月）、犬山市の日峰禅師開山青龍山瑞泉寺様で平成 24 年度愛知西教区 

寺庭婦人会総会を無事に行うことが出来ました。若葉薫る境内は清浄な空気に包まれて、60 名

の集う会員様にも新年度の始まりの清々しい風を感じて頂けたことでしょう。 
 

 午前 9 時半の集合とともに書院にて到着茶礼を頂戴し、10 時には本堂で瑞泉寺僧堂師家・ 

小倉宗俊老大師をお迎えし、昨年度の寺庭会員物故者と東日本大震災でお亡くなりになった方々

の先亡供養のお経を上げて頂き会員一堂でお参りいたしました。 
 

 その後、老師様からご法話を頂戴し「四弘誓願」の意味を改めてうかがい、当たり前の事が出

来ない愚かさを知ると同時にあたりまえの事をあたりまえにできるように精進してゆく大切さ

を知りました。来賓には宗議会議員・林 冏成様、宮川禅磨様、宗務所長・武山廣道様、教化主

事・山田英隆様をお迎えし、ご祝辞を頂戴いたしました。事業報告ならびに会計報告を恙なくお

え、書院で斎座（須田さんのお弁当）を美味しく頂いた後、午後からは本堂でゼンデラレッスン

を行いました。今回はかねてからリクエストの多かった「掛け軸の読み解きと扱い」について勉

強しました。 
 

 お軸の扱いや保管の仕方を翆林堂様に、観賞法を玄玄庵老師様に教えていただき数々の驚きと

新たな発見があり、大変勉強になりました。 自坊で役立てたいと存じます。 

 最後になりましたが、私どもの総会準備や当日に大変ご尽力下さいました、瑞泉寺の雲水様 

方に寺庭一同御礼申し上げます。私達も、来てよかったと言われるお寺を目指し、生涯をかけて

素敵な寺庭婦人になっていきたいものです。 

 

◎ 第 1 回教区寺院セミナー報告           セミナー委員 江岩寺 柴澤随謙 

 去る、5月 25日 名古屋市都市センター第 1・2会議室にて第 1回教区寺院セミナーが開催さ

れました。柳生新陰流宗家の第 22世柳生耕一氏は講演で「他人ではなく、今日の自分が昨日の

自分に勝つように修練する。自分と他人の区別を乗り越えるという家憲であって、さらにその奥

には自分と他人という区別を乗り越えろという教えがある」と、力説しておられました。自分と

他人の区別を乗り越えるとそこには、山川草木悉皆の世界です。先日、ＮＨＫ日曜日「心の時代」

の番組の中で、「ブータンの宗教を研究」していた本林靖久教授が次のように話しています。 
 

「ブータンの人たちには・おれが・おれが・という気持ちが希薄で、生活の節々に周りの環境と

の一体感があって、交流していると何だか平和な気持にもなる」と述懐しておられました。 

生活の信条の中に輪廻転生観が基盤になっているから、あの魚・鳥・牛の生まれ変わりかもしれ

ないということで、人間も他の生物と同列であるということにまで信心がゆきわたっている。他

の動物対する虐待はありせん。そのブータンのある村で必要な電気を導入するか否かで、問題が

起きたことがあります。「電気を導入すると電信柱を建てて電線を引かねばならない。 
 

そうすると中国からヒマラヤを越えて渡ってくる鶴にとっては、迷惑な話で足を引っ掛けて怪我

をすることがあるだろう」。住民投票となって電気不要となったけれども、政府は電気の必要性

を考えて多額の投資をして、村全体に太陽パネルの発電機を設置したそうです。 
 

 原発を再稼働するかどうかで今日本は揉めに揉めていますが、数値の高さや数量の大きさだけ

を求めていては、充実した幸福感は得られません。そろそろ日本も東日本大震災を契機に考え方、

生き方を変える時期に来ているのではないでしようか。 
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◎ 宗務所長再選挙の報告 
 去る、5 月 28 日 愛知西教区宗務所長選挙・選挙長 藤田宗祝師より教区内各寺院に宗務所

長当選人の報告が発送されました。 無投票当選にて下記の方に決定いたしましたのでご報告申

し上げます。 

    〒492‐8342 稲沢市矢合町 3424 番地 

    台番 1759  1 等地 1 級 

     圓光寺住職 山田 英隆 師 

 

＜お願い お知らせ＞ 

 
◎『教区報』配付のお願い 

平成 24 年度 愛知西教区『教区報 42 号』を間もなく発行し、支所へ配布をいたします。 

1,500 部印刷。 支所長様には各寺院に配付をお願いいたします。配付数は、有住寺院 5 冊、

兼務寺院 3 冊といたします。尚、寺族のおられます兼務寺院は 5 冊といたします。支所長様に

は、各寺院内で閑栖様、副住職様にも各自 1 冊保存いただきますようにご指導下さい。 

各寺院の責任役員様にも必ず配付をして下さるようにご指導下さい。 

 

◎ 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す。 

 

◎ 平成 24年度 新亡供養参加の御願い 
 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

は新亡供養参加推進にご協力を御願いいたします。 

 

◎ 前堂職法階取得研修会実施について 
1、会場  本山妙心寺 

  2、履修資格 前堂職の請願が出来る方 

  3、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） 

  4、定員  30名（先着順） 

  5、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。 

   第 2回目 平成 24年 9月 12日～14日（申し込み期限 8月 3日必着） 

第 3回目 平成 25年 2月 22日～24日（申し込み期限 1月 19日必着） 

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。 
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◎ 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 担当へ連絡下さい。 

 

◎ 初掛搭届 

平成 23年度雪安居、平成 24年度雨安居に専門道場へ初掛搭された子弟がありましたら「初掛

搭届」を提出ください。8月に在錫者名簿を確認後、助成金２０万円が出ます。 

 

◎ 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 

 協 賛  名古屋禅センター 

 

◎ 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 

 

 

 

 ≪ 24年度 行事予定 ≫ 

★ 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 
 

≪ 25年度 行事予定 ≫ 

★ 定期親化授戒会 
  日 時 平成２５年５月２８日～３０日 

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

