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宗 務 所 便 り 
 

                                           2016年 3月 1日発信  No．45 

                                       愛知西教区宗務所長 山田英隆 九拝 
謹啓上 時下黄鳥出谷之候 

 昨年 3 月 14 日、北陸新幹線、長野・金沢間が開業しました。 先月 2 月 13 日には「第 2 

東名高速道路」豊田東 JCT・浜松いなさ JCT 間が開通しました。今月 26 日には北海道新幹線 

青森・新函館北斗間が開業します。交通の便がよくなり大変便利になりました。 

「光陰可惜 時不待人」時間は財産とも言われます。時間の余裕は誠に有難いのですが半面、ど

んどん仕事量が増えていくように感じます。「狭い日本 そんなに急いで どこへ行く」そんな

言葉を思い出しました。時間をどのように使うのかが問われてまいります。3 月は年度決算期。 

平成 27 年度は皆様にとって如何だったのでしょうか。振り返る時間も大切と思います。 

                                    頓首敬白 

                                                                                  

2月の報告 
1日    寺院セミナー準備会     於、宗務所 

1日～2日  定期布教研究会      於、本山 

3日    教区寺庭婦人会研修会                於、名古屋都市センター 

4日    第10部 台番1687 寳聚寺住職・前田宗舜和尚遷化 85歳 

5日    第3回教区寺院セミナー     於、キャッスルプラザ 

 5日    無相教会代表委員会     於、本山 

7日    法式梵唄講座(基礎講座)     於、本山 

 8日    愛知同宗連講演会     於、東別院ホール 

 8日    第10部 寳聚寺・前田宗舜和尚津送   於、寳聚寺 

 9日    花園会女性部会長会     於、本山 

11日    名古屋禅センター坐禅会     於、白林寺 

12日～14日 前堂職法階取得研修会     於、本山 

13日    花園会青壮年部会長会      於、本山 

15日    涅槃会 

15日    東海地区議員所長会     於、滋賀北陸教区 

16日～18日 本山住職研修会      於、本山 

18日～19日 無相教会称号取得研修会     於、本山 

22日～25日 定期宗議会      於、本山 

24日    月授戒（凌雲寺 岡田至道師）    於、瑞泉寺 

26日    教区連合会役員会     於、名古屋 

27日     第7部 台番1629 眞福寺晋山式    於、眞福寺 

29日～3月1日 無相教会師範・準師範研修会    於、本山 

 

3月の予定 
 2日   教区「おかげさま」「教区報」編集会議   於、林貞寺 

2日    寺庭婦人ステップアップ講座終了スクーリング  於、本山 

5日～6日 無相教会称号取得者講習会、階級試験   於、本山 

7日～9日 僧堂掛搭予定者学習会     於、本山  

 8日    教区布教師会総会                   
10日    臨済禅師1150年、白隠禅師250年遠諱会   於、東福寺 

10日    名古屋禅センター坐禅会     於、白林寺 
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14日～16日  定期宗務所長会      於、本山 

17日～27日 教区内定期巡教      於、教区内寺院 

20日    彼岸中日 

24日    月授戒（本山 巡教師）        於、瑞泉寺 

25日～29日 花園会本部少年少女研修会    於、本山 

31日～1日 教学、花園研修運営委員会    於、本山 

 

＜ 報 告 ＞ 

◎第13回 寺庭婦人会・禅寺レッスンの報告      禅寺レッスン担当 中島育子 

2月3日(水) 名古屋都市センター14階にて参加者39名。プリザーブドフラワー講座を開催しま

した。 プリザーブドは[保存された]と言う意味があり、生花に特殊な液体を吸わせて作られて

おり、花びらの柔らかさがいつまでも残り、生花と間違えてしまうほど自然な状態を長期間保つ

ことができるため、インテリア、贈り物、ウエディングブーケなどにぴったりのお花として、ま

た最近では、お供えの花にも使われる方もあるようです。 

参加された方のほとんどの方が、皆さん初めての方ばかりでしたが、材料にワイヤリングをし

たり、テーピングをしたり細かい作業に、楽しく取り組んでいらっしゃいました。 

参加された方からは、 

☆ご自身の作品に、[香]を入れて居間に飾りました。 

☆[無]になれました。我を忘れて。 

☆古典的な華道をしていますが、現代のお花には、全く関心がありませんでしたが、リボンや 

お花の扱いがわかり、短時間で作品ができて、感激です。 

などの感想をいただきました。 

日常の忙しい時間を忘れ、集中できる時間を体験していただけて良かったなと思います。 

又、お花を活け、お客様をお迎えすることの多い寺院だからこそ、保存の効くお花[プリザーブ 

ドフラワー]がお役に立てば幸いです。 

 

◎愛知県西教区青年僧の会 現地研修会      4部 漸東寺 高木 悠希 

愛知県西教区青年僧の会では参加者 11名によって 2月 8日から 9 日にかけて和歌山県において

現地研修会を実施しました。 

 一日目は高野山にて滋賀北陸教区の方と合同で、真言密教の瞑想法である阿字観を体験し、臨

済宗の坐禅とは一味違った瞑想方法に触れることができました。 さらに氷点下を超える気温の

中、金剛峯寺有志の方々と合同で、まだ雪が残る奥之院の玉川において「水行」を行い他宗派の

修行法や、その特質に触れるという貴重な体験もすることができました。 玉川に入った時には

想像以上の冷たさに身も心も凍る思いでしたが、水行を終えて玉川から出た時には不思議と体の

震えも治まり心も晴れやかなものになっていました。 

 二日目は和歌山県を観光し一同の親睦を深め、新義真言宗総本山である根来寺において伽藍や

庭園を拝観し見識を広めました。 

 今回の研修会において臨済宗という枠に囚われず、他宗派の修行方法や文化、歴史に触れるこ

とは自身の大きな糧になるということが分かりました。 

 

◎部落解放の実現を目指す学習会 

第２８回愛知同宗連講演会参加報告        第８部 常福寺 松本寛山 

 平成２８年２月８日（月）午後１時３０分開会 愛知同宗連議長の同宗連３０周年挨拶に続き、

来賓として来られた、部落解放同盟愛知県連合会副委員長、愛知県並びに名古屋市の人権問題担

当者、愛知人権啓発企業連絡会代表幹事、部落解放愛知県共闘会議議長がそれぞれ挨拶されまし

た。 
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 休憩後、愛知同宗連議長が映画解説されその後上映。 

映画『ある精肉店のはなし』は大阪のある牛の飼育から屠畜、解体、販売を行う精肉店の日常を

記録した作品であります。最初からハンマーの一撃で始まるショッキングな映像で始まり、皮を

剥ぎ、二つに割って枝肉に処理されます。牛の命を奪うというのではなく、命をいただくという

思いで取り組む家族の物語であります。 

家族４世代が食卓に集い、いつもにぎやか。しかしそこには被差別部落ゆえの差別を受けてきた

父親の姿があります。差別のない社会にしたいと部落解放運動に参加するうちに、自分たちの意

識も変わり、地域や家族も変わっていきました。 

１０２年の歴史で廃止になる屠畜場での最後の屠畜が終わって、新たな日が始まりました。 

はじめはショッキングだった屠畜も、この家族を取り巻く色々なことを知ってからは、私たちは

貴重な命をいただくための行為だと冷静に見ることができました。 

命をいただく大切さを考えさせられました。 

 

◎花園会女性部研修会・東北義援金の報告       天台宗 福島教区 泉 智仁 

 臨済宗妙心寺派愛知西教区  様 

花園会 女性部研修会    様 

 この度、臨済宗妙心寺派愛知西教区様よりお預かりをしていた義援金、 72,850 円を全額 

「福島町立双葉南小学校」「同双葉北小学校」へ届けることができました。大変遅くなり申し訳

ありませんでした。大きな行政機関へ届けることも可能でしたが自分自身が多くの皆様の「想い」 

がつまった義援金を「自分のこの手で届けたい」と思いから、私の判断で双葉南小学校、北小学

校へ直接にこの手でとどけることができました。ありがとうございます。 

 私が、なぜこの双葉南小学校、北小学校へ届けたのには理由があります。 この二つの小学校 

は「双葉町」と言う東日本大震災の時、福島第 1 原子力発電所があった町です。   

南小学校は原発から距離 3.5 ㎞。北小学校は距離 5 ㎞。 平成 23 年 3 月、原発事故の影響に

より双葉町自体が「帰還困難区域」に指定され、現在も町民は帰ることは許されません。その中

で双葉南、北小学校 ２校は平成 23 年 3 月から 26 年 4 月までの 3 年間の休校を余儀なくされ

ました。双葉町の教育を取り戻し、未来へ繋げたいと言う思い、強い思いから平成 26 年 4 月よ

り、避難先の双葉町から 50 ㎞離れた距離にあります「いわき市錦町」仮校舎として「双葉南小

学校、北小学校」合同で再開することができました。その他にも同じ校舎内に「双葉町立ふたば

幼稚園」「双葉町立双葉中学校」と双葉町の教育の中心が同じ場所であります。双葉町民の子供

たちがほとんどですが、今では、「いわき市」からも子供たちが在籍しています。皆いろいろな

思いを持ってここへ来た子供たちです。 

 ◦ 避難先の小学校になじめなかった 

 ◦ 友達と離れたくなかった。 

 ◦ 双葉町が好きだから・・・ 

 生徒数は同封させていただいた資料に書かれている通り少数です。その中で私は決断し、小学

校へ支援させていただくことに致しました。 

 私は双葉町の「復興」は、これからの未来を進む子供たちだと考えています。この先の誰もわ

からない未来を今の子供たちが、日本、福島県、双葉町を作り、支えてすばらしい未来を切り開

くと思っています。「未来へ託す思い」として、そんな気持ちを届けさせていただきました。 

 これから先、双葉町には難しい問題がたくさんあります。でも、今の子供たちが大人になった

時に日本、東北、福島、双葉町を誇れる大人になってくれることを願っています。 

 私を信じ義援金を預けて下さった一人一人の「想い」を泉にとどけてもらった！！ そう思っ

て頂けたらこれほど嬉しいことはありません。 

私自身を温かく迎え入れて下さった臨済宗妙心寺派愛知西教区の皆様、本当に嬉しく感謝しか

ありません。 花園会女性部研修会の皆様にも私の話を聞いて下さり心より感謝いたします。心

から深く感謝申し上げます。  
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 また、双葉幼稚園、小学校、中学校、福島へこられることがありましたら是非ご案内させて頂

きたいです。誠にありがとうございました。              合掌 

平成 28 年 吉日                   泉 智仁 拝 

 

 

愛知西教区宗務所 御中 

謹啓 

 早春の候、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

 このたびの東日本大震災に際しましては、心温まる義援金をお寄せいただき、誠にありがとう

ございました。 

 本小学校は、原子力発電所の事故に伴い、避難を余儀なくされ、5 年経った現在でも双葉町 

の校舎に戻ることはできない状況にあります。それでも、平成 26 年 4 月に、いわき市にて学校

を再開し同年 8 月には仮校舎が完成し、10 名の児童で何とか教育活動を続けているところです。 

 お寄せいただいた義援金は、双葉の子ども達のために大切に役立たせていただきます。 

 本校としましては、子ども達が力強く未来へ歩んでいけるよう全職員で力を合わせて取り組ん

でまいりますので、今後ともご理解とご支援を賜りますようお願いいたします。 

 このたびのご厚情に際しまして略儀ながら書中をもって御礼申し上げますとともに、皆様方の

益々のご発展とご健勝をお祈り申し上げます。   

敬具 

平成 28 年 2 月 17 日 

                       双葉町立双葉南小学校校長 菊池 泰高 

                       双葉町立双葉北小学校校長 渡邊由起子 

 

 

＜お願い お知らせ ＞ 

 

◎花園会部会長、女性部会長の改選申請願い         宗務所 
 任期満了により、新花園会部会長、女性部会長の申請をお願いします。申請書類は各支所へ 

発信しました。各部より選出いただき、必要事項を本人に記載いただき宗務支所へ提出願います。 

3月 10日までに宗務支所へ提出、15日までに宗務所へ提出願います。 

任期は 4年(平成 28年 4月～32年 3月) 

 

◎宗務支所長会、花園会部会長会の御案内          宗務所 

 下記の内容にて、「宗務支所長会、花園会部会長会」を開催いたします。支所長様、花園会 

部会長様、各会代表の皆様にはご出席をお願い致します。 

 日時  平成 28年 4月 26日（火）午前 10時～午後 3時頃まで 

 場所  名古屋都市センター 14階会議室 

★ 新部会長様には改選されましたらご案内をいたします。支所長様は確認をお願いします。 

 

◎部花園会行事活動報告書の提出について            宗務所 

 各支所長様には平成 27 年度「部主催 花園会行事及び活動報告書」の提出をお願いします。 

専用用紙を送付しましたので必要項目を記載して宗務所へ提出して下さい。 行事内容によって

花園会本部より助成金が交付されます。尚、行事が無い場合は「行事なし」と記載して宗務所へ

必ず提出をして下さい。 

(14 支所すべてまとめて、宗務所より花園会本部への提出になります) 

    ★締め切り日 3 月 15 日までに宗務所へ送付して下さい。 
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◎平成 28年度 第 1回教区寺院セミナーの御案内        教化本部 

 下記の内容にて、平成 28年度「第 1回教区寺院セミナー」を開催します。多くの皆様の 

ご参加をお待ちしております。 

    年間テーマ「脚下照顧 3」法階昇進対応研修 

  開催日  平成 28年 6月 8日(火) 午前 10時～4時頃まで 

  場所   瑞泉寺(犬山市犬山字瑞泉寺) 

  講師   玄玄庵老大師、慧照院住職・吹田良忠師 

  内容   「提唱と法式梵唄」 

  ※ セミナー参加者は、「事前に参加申し込み」をして下さい。  

(弁当を用意します。参加費は無料です)      

※  別紙にて案内状を発送いたします。  

 

◎花園会・全国女性部東京大会 参加者募集         花園会本部 
日時   平成 28年 5月 9日（月） 

 会場   舞浜・ヒルトン東京ベイ 

 対象   女性花園会員、その他 

募集定員  700名 

 申込期間 平成 28年 3月 31日（木） 

 参加費  22,000円（大会参加費、宿泊費）※ 大会参加のみは、12,000円 

申込方法 専用用紙にて JTB西日本へ 

★ 教区より助成をいたします。※ 1名 10,000円 ※ 定員 15名 

 

◎第 38回臨黄合同布教講習会のお知らせ             教学部                                                             

 開催日 平成 28年 5月 1日(日)～15日(日) 自坊にて課題研究および原稿作成 

          5月 16日(月)～30日(月) 会所(妙心寺)において講習 

 申込方法 願書に申し込む 

 提出期限 平成 28年４月 1日 教学部必着 

 受講料  6万円   

※  詳細は、「正法輪」28年 3月 1日発行 第 66巻 第 2・3号 Ｐ10を参照。 

 

◎本山法式研修講座開講のお知らせ             法務部 

 ○各教区から住職・副住職 1～2 名 

 ○教区推薦者以外は受講を認めません 

 ○開催回数 年間 2 回のみ。「6 月 14 日～15 日、」「10 月 4 日～5 日」 

 〇期 間  3 ケ年 (6 回) 

 ○参加費  各 5000 円 

 ○締切日  平成 28 年 3 月 31 日 

★ 希望者の内から、2 名を選出します。 

 

◎平成 28 年度前堂職法階取得研修会 開催日程         教学部 

期間   第 1回目 平成 28年 6月 22日(水)～24日(金) 

     第 2回目 平成 28年 9月 13日(火)～15日(木) 

     第 3回目 平成 29年 2月 10日(金)～12日(日) 

 出願方法 履修願(進達用紙)に必要事項を記載し、宗務支所・宗務所・教学部へ提出 

 提出期限 第 1回目 5月 20日  教学部必着 

      第 2回目 8月 1日  教学部必着 
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      第 3回目 12月 16日 教学部必着 

 定員   30名 

 費用   受講料 2万円(当日持参) 

 受講資格 前堂職の請願が可能な者。(法臈 3年を満たしている者) 

※  詳細は、「正法輪」28年 3月 1日発行 第 66巻 第 2・3号 Ｐ11を参照。 

 

◎第 10 回本山本派安居会                     教学部 

期間   平成 27年 8月 27日(土)～30日(火) 

 出願方法 履修願に必要事項を記載し、宗務支所・宗務所へ提出 

 提出期限 4月 1日(水)～30日(木)教学部必着 

 定員   35名 

 会場   妙心寺、研修センター 

 費用   受講料 5万円 (当日持参) 

 受講資格 知客職以上の法階、満 18歳以上、本派学徒、僧堂掛塔が不可能な者。 

※ 詳細は、「正法輪」28年 3月 1日発行 第 66巻 第 2・3号 Ｐ11を参照。 

 

◎寺庭婦人ステップアップ講座開講のお知らせ          教学部 

期間   平成 28年 5月 31日～29年 3月 31日 

 出願方法 履修願に必要事項を記載し、宗務支所・宗務所・教学部へ提出 

 受講資格 寺庭婦人研修会を終了した寺庭婦人 

 提出期限 平成 28年 5月 9日まで  

 定員   30名 

 費用   受講料 3万円 

(但し、各スクーリングは別途費用が必要) 

※  詳細は、「正法輪」28年 3月 1日発行 第 66巻 第 2・3号 Ｐ10を参照。 

 

 

＜＜平成 28年度予定＞＞ 
 4月 20 日 (水)   地区長会、監査会      於、林貞寺 

4 月 26日（火）  教区花園会部会長会・宗務支所長会    於、名古屋都市センター 

 5月 19 日（木）  教区連合会・発展拡充講習会       於、江南市民文化会館 

 5月 20 日（金）  教区連合会・奉詠大会          於、江南市民文化会館 

 6月 8日  (水) 第 1回教区寺院セミナー(法階昇進対応)  於、犬山・瑞泉寺 

 

 

 


