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宗 務 所 便 り 
 

                                           2016年 10月 1日発信  No．52 

                                       愛知西教区宗務所長 山田英隆 九拝 
謹啓上 時下万葉吟秋之候 

 秋雨前線は 9 月中旬から日本列島に居座っております。その間に台風 16 号は東海地方を横断

して各地で大雨の被害を起こしております。お見舞い申し上げます。日照不足がおこり、お米、

野菜、海産物に大きな影響を与え、特に青果物の価格の高騰がおきております。自然の猛威は 

又、自然の恵みでもあります。自然に対して畏敬の念を持ち真摯に受け止めて、「自然と共に生

きる」対応していかねばならないと思います。 

 「天災がやってくるのではない、天災が来る処に住んでいるのです」（荒 了寛） 

                                    頓首敬白 

                                                                                  

9月の報告 
1日～2日 特別布教研究会      於、本山 

 5日    教区寺院セミナー準備会     於、宗務所 

 5日～6日 学徒研修会（成人）     於、本山 

 5日～7日 掛搭予定者学習会     於、本山 

 7日    第 2回教区寺院セミナー     於、名古屋都市センター 

 8日    名古屋禅センター座禅会     於、白林寺 

 8日～9日 無相教会住職副住職講習会    於、本山 

12日    教区連合会監査会      於、名古屋 

12日～13日 専門道場評席研修会     於、本山 

13日    東海地区議員所長会     於、名鉄ニューグランドホテル 

13日～15日 前堂職法階取得研修会     於、本山 

15日～16日 無相教会師範準師範研究会    於、本山 

18日～27日 特別布教       於、教区内 

22日    彼岸中日 

23日    教区花園会女性部研修会     於、白林寺 

24日    第 12部 瑞芳院住職 森 康正師 津送   於、クレストホール一宮 

26日～29日 定期宗議会      於、本山 

27日    教区連合会役員会      於、名古屋 

 

10月の予定 
 4日～5日  法式研修会      於、本山 

 5日    達磨忌 

12日～13日  定期宗務所長会      於、本山 

16日    微笑会総会      於、本山 

16日～22日  本派安居会      於、龍門寺 

18日    人権現地研修会      於、大阪 

26日    教区花園会運営委員会     於、名古屋都市センター 

26日～28日  無相教会全国奉詠本山大会    於、本山 

 

＜ 報告 ＞ 
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◎平成 28年度特別布教報告 

特別布教師 

  九州西教区 第 2部 台番 28・天叟寺住職 吉富弘道師 
 

   

★ 開教寺院様へ 

 

※「平成 28年度 特別布教報告書」の提出をお願いします。 

宗務支所にて取りまとめて、宗務所へ提出して下さい。 

※ 後日「開教助成金」を宗務支所より送付します。 

 

◎第 2回教区寺院セミナー                  セミナー委員 後藤彰仁 

平成２８年度 第２回教区寺院セミナーが９月７日、名古屋都市センターにて開催されました。 

講師に本派人権擁護推進委員会委員長・河合宗徹師を迎え、「人権について」のテーマでお話し

いただきました。 

 参加者をテーブルごとに各班にわかれ、ホームレス問題、同性愛問題、死刑制度、自殺、脳死

等々ディスカッション形式で意見交換を行い、河合先生にご意見をいただくというものでした。    

それぞれの問題は、今現在正しい答えが出るものではなく、５〜１０年社会の変化と共に変わっ

てくるものだと感じました。しかし我々は各問題を考え続けることが大事なことだと思います。

今回のようなセミナーの形も良かったと思います。 

                                           

◎花園会女性部研修会 報告             教化主事補 箕輪 義文 

９月２３日（金） 時より雨の降る中、白林寺本堂にて来賓に宗議会議員白林寺 武山廣道師にご

出席を戴き、６７名の参加者と般若心経をご唱和、今年度の花園会女性部研修会が開催されまし

た。 本年度より花園会女性部会長に就任されました、第６部林昌寺檀徒 堀尾俶子様のご挨拶、

山田宗務所長の挨拶と続き、午前の法話を特別布教師 天叟寺（てんそうじ）住職吉富弘道師よ

り年間テーマ「おかげさま 自然の恩 大自然の恵みの中で」と題し法話を戴きました。始めに

花園法皇様の御宸翰について、法皇さまのお人柄から内容をお話しされ御自坊での出来事に例え

ながら、大いなるいのちに支えられて今を生かされていることに気づき感謝をし、報恩の行を積

みましょうとお話を戴きました。 

昼食をはさんで午後からは、「にじいろ音楽隊」のコンサートを楽しみました。日頃は全国を

個々で活動しているメンバーが集結。 ヴァイオリン、クラリネット、マリンバそしてペルーの

月日(曜日) 部 台番 寺院名 開教時間 行事・対機・その他 
9 月 18 日(日) 3 1585 楽音寺 午後 3 時 第 3 部花園会代表者会 

19 日(月) 1 1557 寶林寺 午前 10 時 彼岸会 檀信徒 

20 日(火) 1 1547 禅隆寺 午前 10 時 彼岸会 檀信徒 

21 日(水) 1 1556 善昌寺 午前 10 時 彼岸会 檀信徒 

22 日(木) 

彼岸中日 
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1633 

1668 

永泉寺 

全徳寺 

午前 10 時 

午後 3 時 30 分 

彼岸会 檀信徒 

慈母観音供養 檀信徒 

23 日(金) 1 1555 白林寺 午前 10 時 教区「花園会女性部研修会」 

24 日(土) 9 

2 

1642 

1581 

瑞泉寺 

凌雲寺 

午前 10 時 

午後 3 時 

布薩会・月授戒、三帰戒 

彼岸施餓鬼会、檀信徒 

25 日(日) 1 1566 長松寺 午前 12 時 彼岸会 檀信徒 

26 日(月) 2 1576 総持院 午後 2 時 40 分 彼岸施餓鬼会、檀信徒 

27 日(火) 6 1618 泰岳寺 午前 10 時 達磨忌、檀信徒 
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民族楽器カホーンのカルテットでクラシック音楽や童謡そして体を楽器にしてボディパーカッ

ションと楽しく愉快に披露、ぐずついた天気を陽気に忘れさせてくれたひと時でした。 

 

部別参加状況 

部 参加人数  部 参加人数 

1 7 名  8 8 名 

2 4 名  9 2 名 

3 5 名  10 5 名 

4 1 名  11 6 名 

5 2 名  12 2 名 

6 5 名  13 5 名 

7 5 名  14 10 名 

                              合計  67 名 

 

＜お願い お知らせ ＞ 
 

◎第 61回花園会愛知西大会 案内状配布と参加者募集のお願い 
 来る、11月 4日(金)、名古屋市・徳源寺にて、「第 61回花園会愛知西大会」を開催致します。

各寺院に花園会員数のチラシを配布します。多くの会員様の参加を希望しております。各寺院様

にはチラシの配布と参加者募集を宜しくお願い申し上げます。 

担当は、第 1地区(第 1部・第 2部・第 3部・14部)。詳細なる質問は、1部支所長、教化主事、 

宗務所長にお尋ね下さい。 

 

◎教区寺院セミナー現地研修会の御案内 

下記の内容にて、平成 28年度「教区寺院セミナー現地研修会」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」 

  開催日  11月 22日(火) 

  場所   沼津市・松蔭寺、白隠禅師生誕地、その他 

  内容   「白隠禅師の足跡を訪ねて」(白隠禅師 250年遠諱記念) 

  参加費   3,000円  

※別紙にて案内状を発送いたしました。  

 

◎あいち人権啓発プラザ 企画展・講演会のお知らせ 

   企画展 「犯罪被害者・交通事故被害者の人権」 

          パネル展示 

  期間  平成 28年 10月 13日（木）～10月 21日（金） 

       午前 9時～午後 5時 15分 

  場所   愛知県東大手庁舎 3階（名古屋市中区三の丸 3-2-1 ） 

  内容   犯罪被害者の方に関するパネルの展示 

       交通事故被害者の方に関するパネルの展示 

 

          講演会 

開催日 平成 28年 10月 14日（金） 
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     午後 2時～午後 4時 

講演会 「もし、あなたが犯罪に巻き込まれたら～ 

犯罪被害者にやさしくつつむ社会づくりのために～」 

  講師   青木 聡子 （NPO法人犯罪被害当事者ネットワーク 緒あしす代表） 

  場所   愛知県東大手庁舎 地下 1階大会議室（名古屋市中区三の丸 3-2-1 ） 

 

◎花園会本部研修会・寺院役員研修会のご案内 
  来る、11月 10日（木）～11日（金）の 2日間、本山において花園会本部研修会・寺院役員

研修会が開催されます。新たに責任役員になられました方に本山へお出かけいただき、妙心寺派

の教え、寺院役員のあり方、花園会活動、人権学習などの研修をしていただきたいと思います。

新責任役員様（76 年度就任）には研修会に参加いただきたく、本部より該当寺院に案内状が発

信されました。 又、各寺院様にも責任役員任期中に一度は研修会に参加していただくように推

進を御願いします。 教区から参加補助をさせていただきます。（1名に 1万円） 

 

◎白隠禅師 250年遠諱特別展 ―白隠―のお知らせ 
  花園学園・花園大学歴史博物館との協催 

 第 1回  平成 28年 10月 10日～12月 10日 

  「正受老人と白隠禅師―正受庵関連資料し信濃の白隠」(仮称) 

 第 2回  平成 29年 4月 1日～6月 3日 

  「原の白隠さんー大衆教化のすがたー」(仮称) 

 第 3回  平成 29年 10月 2日～11月 25日 

  「白隠禅とその流れ」(仮称) 

 

◎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 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 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。 

 

◎花園会本部研修会・寺院役員研修会のご案内           花園会本部 

  来る、11月 10日（木）14時から 11日（金）正午の 2日間、本山において花園会本部研修

会・寺院役員研修会が開催されます。新たに責任役員になられました方に本山へお出かけいただ

き、妙心寺派の教え、寺院役員のあり方、花園会活動、人権学習などの研修をしていただきたい

と思います。新責任役員様（27 年度就任）には研修会に参加いただきたく、本部より該当寺院

に案内状が発信されました。 又、各寺院様にも責任役員任期中に一度は研修会に参加していた

だくように推進を御願いします。 教区から参加補助をさせていただきます。（1名に 1万円） 

 締め切り 10月 21日（金）花園会本部必着 

 申込方法  寺院 → 宗務支所 → 宗務所 → 花園会本部 

※  参加申込書に記載して提出して下さい。 
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◎「タイ・コムローイ祭りとアユタヤ５日間の研修会   名古屋禅センター 
 タイで行われる仏教のお祭り、コムローイ祭。お釈迦様への感謝の意味を込めてみんなで一斉

にランタンを打ち上げる様は息をのむ美しさです。 ディズニー不朽の名作、「塔の上のラプンツ

ェル」の灯籠をあげるシーンはここがモデルになったとも言われていますが、このランタン打上

げの体験をして頂き、併せまして約 400年間、タイの中心でありました世界三大仏教遺跡の一つ

でもございますアユタヤ遺跡を視察する研修旅行です。この機会に幻想的な夢の中にいるような

ランタン打上げ体験及び当時の繁栄を偲ばせる遺跡を視察研修するツアーを企画しました。 

        詳細をご希望のお方は hakurinji@gmail.comまでお問合せください。 

〇期 間：平成２８年１１月１３日(日)午後 10時 30分～１１月１７日(木) ５日間、 申込締切 ９月末日 

〇旅 費：お一人様１７９，０００円【中部空港発着・全食付・添乗員同行】 

○申込先：TEL 090-3455-9500  eメール：bsnagoya@navy.plala.or.jp 

     ファックス：052-613-8649 

 

◎「臨床宗教と葬式仏教」セミナーの御案内       名古屋禅センター 
ここ数年、仏教会では臨床宗教師という新しい宗教者のあり方が話題となっています。 

東日本大震災で被災地に入った宗教者たちが、宗派にとらわれず公共性ある立場から専門的な心

のケアが必要ではないかと考え、死をめぐる悩みに寄り添っていく臨床宗教師という考え方が生

まれました。東北大学の主任教授である鈴木岩弓先生をお呼びして、臨床宗教について語ってい

ただきます。一方、薄井氏は、葬式仏教についての講義を行い、その後のディスカッションで、

臨床宗教という考え方を、どう現代の葬式仏教と呼ばれる宗教の中で活かしていけるかについて

議論したいと思います。 

             記 

 期 日 １０月５日(水) 午後 1 時 30 分～4 時 45 分 

 会 場 ガーデンシティ名古屋新幹線口 4 階カンファレンスホール４Ａ 

      名古屋市中村区椿町 1－16  ＴＥＬ052－459－5051 

 講義内容 １．現代宗教における臨床の現場 鈴木岩弓氏 東北大学教授 

      ２．葬式仏教を再構築する    薄井秀夫氏 寺院デザイン代表 

 申 込  TEL 075-341-4121 FAX 075-341-4128 e-mail info@kobori.co.jp 

 参加費 10,000 円(税込み)   申込み受付後、請求書が送付されてきます。 

 

 

＜＜平成 28年度予定＞＞ 
  

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、名古屋都市センター 

 

★ 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 

mailto:詳細をご希望のお方はhakurinji@gmail.com
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