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宗 務 所 便 り 
 

                                           2016年 7月 1日発信  No．49 

                                       愛知西教区宗務所長 山田英隆 九拝 
謹啓上 時下大暑流金之候 

 イギリスでは 6月 23日に、世界中が注目していた EU(欧州連合)離脱か残留かを問う国民投票

がなされ僅差で離脱派が勝利をしました。離脱勝利の結果を受けて世界経済に激震が走ったと新

聞は報道しています。ユーロ安、ポンド安、円高になり輸出産業、製造業が多い東海地区は大き

な打撃が心配されます。焦点の一つに中欧・東欧からの移民問題があります。国民の中には「移

民が増えすぎて、福祉、医療、国民サービスが届かない」また「職がない、金がない、移民がす

べて奪っていく」(中日新聞より) 国民の生活苦が伺われます。 日本はヨーロッパから離れた

位置にありますが、今後日本への移民が多くなる可能性もあります。(移民は短期、長期の経済

的理由にての移住を言います)同じような状況におかれた時にどの様な判断をするのか。「将来の

政治的経済的を考えるのか、目前のことを重視するのか」慎重な判断が求められます。 また、

日本人が移民になる可能性も視野に入れて考える必要もあるかと思います。 

                                    頓首敬白 

                                                                                  

6月の報告 
1日    『愛知西教区・教区報 第46号』発行   於、宗務所 

2日    教区寺院セミナー準備会     於、宗務所 

 2日    無相教会師範会      於、本山 

 3日    無相教会称号試験     於、本山 

4日～5日  大衆禅堂大接心      於、本山 

7日    本山参拝推進本部会議     於、本山 

8日    第1回教区寺院セミナー(法階昇進対応・住職研修会) 於、瑞泉寺 

9日    名古屋禅センター坐禅会     於、白林寺 

10日    無相教会代表委員会議     於、本山 

14日～15日 法式研修講座      於、本山 

15日    第40期部落解放講座     於、名古屋市公会堂 

16日～17日 人権擁護推進合同研究会     於、本山 

17日～19日 瑞泉寺本派安居会     於、瑞泉寺 

21日～22日 無相教会称号取得講習会、階級試験   於、本山 

22日～24日 前堂職法階取得研修会     於、本山 

23日    教区連合会反省会     於、江南市 

24日     月授戒（徳授寺 澤田慈明師）       於、瑞泉寺 

24日    宗務所長任期満了     於、宗務所 

27日～7/1日 本山新亡供養 28日・愛知西教区該当日  於、本山 

 

7月の予定 
 5日    本山参拝推進委員会     於、本山 

 6日～7日  新任宗務所長研修会     於、本山 

 8日    花園会会長会      於、本山 

14日    名古屋禅センター坐禅会     於、白林寺 

17日～21日 中国臨済寺参拝の旅     於、中国 

20日～22日 社会事業従事者研修会     於、本山 

24日     月授戒（泰岳寺 泰丘良玄師）       於、瑞泉寺 
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25日    僧侶育成審議会      於、本山 

27日    本派集団得度式      於、本山 

27日～28日 本派学徒研修会      於、本山 

 

 

＜ 報 告 ＞ 

◎青年僧の会 総会報告              青年僧の会会長 中村建岳 
開催日   2016年 4月 11日（月） 

開催場所  徳源寺 

参加人数  教区役員の方 5名と会員 18名 

内容    ①平成 27年度総括と決算 

②平成 28年度活動方針と予算 

①②について討議と承認がされた。 

平成 28 年度の活動として、これまで行われてきた禅寺一日入門と歳末助け合い托鉢に加え、数

十年後を見据えた今に必要な青年僧の研修、研究、実践、交流などを行っていく。 

具体的には、愛知西教区青年僧の会や各寺院の自作ホームページ作成を行う研修、Facebook

利用による連絡の効率化を図り将来的にはペーパーレス化を目指すこと、寺院会計檀家管理シス

テムの研究など、今後避けて通ることのできない IT、SNS 活用などについて研鑽していくこと。

また、独身僧侶を対象とした僧侶の婚活企画を取り組んでいくことという案を提示しました。 

総会の中では、教区より、総会を一括にしたことへの疑義、新しい企画を試みることは良いが、

フェイスブックやテレビメディア露出などに際しては、檀信徒あるいは一般の方に常に見られて

いることを意識し、臨済宗妙心寺派の僧侶として相応しく、より襟を正して取り組んでいく必要

があるのではないかなどのご意見をいただきました。ご指摘を心に刻みながら、この 2年間、将

来を見据えていく取り組みをしていきたいと思います。 

 

◎平成 28 年度「第 1 回教区寺院セミナー」報告 
                         セミナー委員 11部 寳光寺 六鹿正紀 

 去る 6月 8日、犬山瑞泉寺にて本年度の第 1回目となる教区寺院セミナーが開催されました。 

今回のテーマは「住職研修会」ということで法階昇進の為の履修を兼ね、教区内の若い尊宿を中

心に 50名近い参加があり、活況を呈しました。 

 まず午前の部では、瑞泉寺専門道場師家、玄玄庵老大師による「臘八示衆第五夜」の提唱を講

座形式にて拝聴致しました。凛とした空気の中、プロの禅僧として自覚、また日常底における研

鑽の大切さをご教示賜り、老大師の威厳がありながらも温かく諭すようなその提唱に、参加者一

同が完全に引き込まれている様子がとても印象に残りました。 

 また午後の部では、妙心寺塔頭・慧照院住職の吹田良忠師による梵唄と法式の講義を実習形式

にて行いました。梵唄の講義では、維那として楞厳呪と回向の実演、またその実習。 

法式の講義では今回は「津送」をテーマに、主に導師・直歳・侍真の動き、立ち回りの手ほどき

をご指南賜りました。 

いずれの講義も、各僧堂や地方によって所作法式が多少の違いがあろうとも師曰く「基礎を正し

く知った上での応用が肝要」ということで、大変勉強になる講義でありました。 

 恥ずかしながら、小生自身大変久しぶりの寺院セミナーへの参加でありましたが、研鑽の継続

の大切さを再認識させられる一日でありました。 

末筆乍ら、ご多忙ご遠方にも関わらず講義を賜りました、瑞泉寺玄玄庵老大師、慧照院・吹田

良忠師、そして一日会所をご提供頂きました瑞泉寺専門道場雲衲各位には、この場をお借りし改

めまして深謝申し上げます。 

 



 

3 

 

◎「部落解放をめざす愛知県研修会」報告  第 2部推進委員 凌雲寺 岡田至道 

 去る 6月 15日、鶴舞の名古屋市公会堂にて第 40期部落解放講座が行われました。当日、 

公会堂の 800名収容の大ホールはいっぱいに埋まっていました。その中で「女性差別撤廃条約と

わたしたち」というテーマで講演が行われました。 講座を通じて一番心に残ったのが「法律や

条約を作るのは差別を被った自分たち、作る側に携わらなければ何時までたっても差別はなくな

らない」という言葉でした。 例えば民法の結婚規程に男子は 18歳以上、女子 16歳以上という

規定があります。男性の目線では、自分たちは 18歳からしか結婚はできないのに女性は 16歳か

ら結婚できるからいいじゃないかと思います。しかし、これが女性の立場からだと、 

16歳から結婚させられるということになります。この 16歳から結婚させられる女性の気持ちに 

寄り添い理解することが、差別を受けた人の立場になることだと深く考えさせられました。 

 今回は宗教関係者だけではなく、企業関係者も沢山来られていました。皆さん熱心に講座に 

耳を傾けておられ大変充実した研修会でありましたことを報告させていただきます。 

 

◎平成 28 年度 人権擁護推進委員・教区人権擁護推進員合同研究会報告 
人権擁護推進員副員 楽音寺 杉村陽介 

今年も 6月 16日から 17日にかけて妙心寺・花園会館において「本派人権擁護推進員合同研究

会」が開催されました。 

講義１では同志社大学神学部教授の小原克博氏をお招きして、「21世紀の戦争論、一神教と日

本宗教の間から見える課題」というテーマのもとでお話をしていただきました。戦争は様々なフ

ァクターが複雑に絡みあって起きるものであって、宗教が原因となった戦争など存在しないとい

うお話には大変驚きました。IS のテロや様々な紛争などは宗教、特に一神教が原因となってい

るのだと私自身考えていたので大変興味深いお話でした。原因ではなく、対立の要因の一つとし

て利用されている。言われてみれば納得でありました。 

講義２では、東京医療保健大学大学院客員教授の菅原伸郎氏をお招きして、「智慧・慈悲・方

便―――カルト宗教を超えて」というテーマのもとでお話をしていただきました。「方便」とい

うものは、まさに「嘘も方便」という言葉からもわかるように偽りと知りつつ、愛情や思いやり

の気持ちを感じて心の安らぎを得る。これは仏教のすばらしい教えの一つであるということでし

た。偽った者も、偽られた者も相手を思いやる心を持っているということ。人権を考える上でと

ても大切なことであると感じました。 

その他にも様々な討論を行なったりして、大変有意義な研究会であったと思います。 本来、

人権を最も大事にすべき宗教が戦争やカルトに利用されている現代社会において、我々宗教家は

もっと宗教の本質、つまり相手を思いやる心を説いていくべきであると思いました。 

 

◎本山新亡供養の報告                         宗務所長 

去る 6月 28日(火) 午前 11時より、本山・法堂にて、花園会本部主催「新亡供養」が行われ

た。当日は山陰西、山陰東、愛知西、愛知東、東京、北関東教区花園会員の供養。総数 576名の

参加。愛知西教区からは 427名(洗心会 296名)参加。 御詠歌奉詠、献笛(尺八の演奏) 

江松軒管長猊下導師のもと、新亡供養、管長猊下の御挨拶、常任布教師の法話の後に、大方丈・

花園会館に分かれて昼食を済ませ下山した。 

 

◎第 38回臨黄合同高等布教講習会 妙心寺派布教師適任者 
 去る 5 月 16 日～30 日、妙心寺にて開催されました「第 38 回臨黄合同高等布教講習会」にて

愛知西教区から 3名の「妙心寺派布教師適任者」が発表されました。お祝い申し上げます。 

  台番 1584  第 3部 總見院副住職 戸崎祥之師 

  台番 1614  第 6部 林昌寺副住職 野田普明師 

  台番 1618  第 6部 泰岳寺副住職 泰丘良玄師 
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＜お願い お知らせ ＞ 
 

◎『教区報』配布のお願い                   教化本部 

※平成 28 年度 愛知西教区『教区報 46 号』を発行し、宗務支所へ配布をいたしました。 

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、有住寺院は 5 冊 

被兼務寺院は 3 冊といたします。尚、寺族の居られる被兼務寺院には 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。 

※ 編集の都合で発送が遅れております事、お詫び申し上げます。 

 
◎熊本地震災害見舞金のお願い                 教化本部 

 去る 4月 14日 21時 25分発生した「熊本地震」から２ケ月半を過ぎておりますが、仮設住

宅建設途中、今でも避難所の不自由な生活が続いています。心よりお見舞い申し上げます。 

 教区花園会として災害見舞金を送り、被災された花園会会員の復興のお手伝いをしたいと考

えて教区花園会員様に御協力をお願いします。 各御寺院単位にて募金をお願いし妙心寺派特

別災害対策本部「平成 28年熊本地震災害連絡室」への見舞金送付をお願いします。 

★「見舞金専用振込用紙」にて送金して下さい。宗務本所・特別災害対策本部へお尋ね下さい。 

 郵便局 

  口座名義  臨済宗妙心寺派特別災害対策本部 

  口座番号  00900-0-217200 

 郵便局以外の金融機関から入金の場合は 

  店番 099 当座 0217200 

 

◎熊本地震ボランティア募集について                花園会本部 

 妙心寺派花園会本部では熊本県および大分県にて被災されました妙心寺派寺院・花園会員の方

へのボランティアを募集しております。花園会本部にて参加者を募り、現地の宗務所・寺院様と 

調整をさせていただきます。ボランティアに参加いただけます方は、花園会本部までご連絡下さ

い。 ℡075-463-3121(代表) 平日:9:00 ～ 17:00 

 ※現地までの交通・宿泊などの手配及び費用の負担はご自身でお願いします。 

 

◎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 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 2回目 8月 5日  教学部必着 

      第 3回目 12月 21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。 

 

◎「僧堂掛搭予定者学習会」開催のお知らせ           教学部 
期 日  平成 28年 9月 5日(月)～7日(水) 

 出願方法 教学部に連絡し、受講願を取り寄せて必要事項を記載して、直接教学部へ送付 

 提出期限 7月 1日(水)～8月 18日(木)   教学部必着 
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 費用   受講料 2万円(当日持参) 

 受講資格 平成 28年度中に専門道場へ掛搭を予定している者 

※ 次回は、平成 29年 3月 6日(月)～8日(水)の予定 

 

◎「部落解放・人権大学 愛知講座 2016年度」お知らせ    教区人権推進員 
期間   2016年 9月 28日～12月 21日 (7日間) 

① 9月 28日 ②③10月 12日～13日 ④10月 26日 ⑤11月 9日 

⑥11月 30日 ⑦12月 21日 

 出願方法 別紙「受講申込書」に必要事項を記入の上、下記の申し込み先へ送付 

 申込先  NPO法人部落開放・人権研究所   

部落解放・人権大学愛知講座事務局 

       〒451－0065 名古屋市西区天神山 1－3 

             ℡ 052-618-9251  fax 052-532-5177 

 提出期限 2016年 4月 1日～8月 15日  

 会場   名古屋市西文化センター 

        名古屋市西区栄生 1-3-20 ℡052-561-5391 

 費用   受講料 55,000円 

※ 詳細のお尋ねは「講座事務局」へ連絡して下さい。 

 

◎「お寺で婚活」チラシ配布のお願い        第 10部 龍泉寺 山中豊龍 

 「吉縁会」主催、お寺で婚活のチラシを各寺院へ送付いたしました。 教区内有志寺院の企画

運営にてお寺に興味持っていただき、吉縁を結んでいただきたいと思います。ご縁を頂けそうな

方に配布をお願い申し上げます。 

 

 

 

＜＜平成 28年度予定＞＞ 
  

 9月 7日 (水)   第2回教区寺院セミナー   於、名古屋都市センター 

 9月 23 日 (金)   教区花園会女性部研修会   於、名古屋・白林寺 

10月 26 日 (水)   教区花園会運営委員会    於、名古屋都市センター 

11月 4日 (金)   第 61 回花園会愛知西教区大会   於、名古屋・徳源寺 

11月 22 日 (火)   寺院セミナー現地研修会   於、静岡県沼津市原 

 

平成 29年 

2 月 16日(木)   第 3回教区寺院セミナー   於、 未定 

 

★ 愛知西教区 「定期御親化授戒会」 
開催日  平成 29年 5 月 22日～24日   

会 場  名古屋・徳源寺 


