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宗 務 所 便 り 
                                           2018年 12月 1日発信  No．78 

愛知西教区宗務所長 山田英隆 九拝 

謹啓上 歳律云暮之候 

暖かな師走を迎えております。例年より遅い紅葉にて美しい秋景色の中を過ごしております。 

歳暮れ、一年を振り返り教区行事など皆様のご協力にて無事に過ごすことができました。心より

御礼申し上げます。 年末に向けて寒さが厳しくなってまいりますが、本年は暖冬の予報が出さ

れております。しかしながら、結果はどの様になるのかは不明でございます。 

新年に向けてのご準備等ご多忙と思いますが、御尊体をご自愛いただきまして良き年をお迎え

下さい。                                 頓首敬白 

 

11月の報告 
1日    教区寺庭婦人会役員会     於、 

2日    微笑会総会      於、本山 

6日～7日  第14部 本山奉仕団参     於、本山 

7日    専門道場補佐員会議     於、本山 

8日    名古屋禅センター坐禅会     於、名古屋禅センター 

9日    同宗連現地学習会     於、名古屋中央卸売市場南部市場 

                                                  あま市人権ふれあいセンター 
9日    教区花園会運営委員会     於、名古屋都市センター 

10日～11日  花園会寺院役員研修会     於、本山 

11日    花園法皇忌      於、本山 

12日    花園会愛知西教区大会     於、江南市民文化会館 

16日～18日 本派安居会      於、瑞泉寺 

18日    第3部徳岩寺 本堂落慶式    於、徳岩寺 

22日    教区役員会、「おかげさま」編集会議   於、林貞寺 

24日    月授戒（西住院・鎌田博道師）     於、瑞泉寺 

26日～27日 無相教会称号取得者講習会（準講師）   於、本山 

27日    無相教会階級試験     於、本山 

30日～2日  前堂職法階取得研修会     於、本山 

 

12月の予定 
 3日    愛知県宗教法人研修会     於、ウィルあいち  

3日～5日  本山住職研修会      於、本山 

 5日    僧侶育成審議会      於、本山 

 6日    僧風刷新審議会      於、本山 

 8日    成道会 

12日    妙心寺開山忌      於、本山 

13日    名古屋禅センター坐禅会     於、名古屋禅センター 

21日    宗務本所・宗務所・宗務支所、御用納め 

       （御用始め 1月8日） 

24日    月授戒（耕雲院・服部雅昭師）     於、瑞泉寺 
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＜ 報告 ＞ 

◎第5回法式研修講座研修会報告書        大林寺  服部 智俊 

期日：平成３０年１０月 ４日～ ５日 

１０月 ４日 午後１時３０分 受付 

  午後２時    開講式 

  午後２時３０分 全体講習 

    斎会（九拝式）を第 3班の受講生によるモデル班に 

よる実演、習熟度チェック・講師による模範実技 

  午後５時 班別練習 

    班ごとで差定、斎会の流れに沿って通し練習 

１０月 ５日 午前８時 法堂での達磨忌半斎本威儀出頭、見学、荘厳の見学 

  午前９時３０分 梵唄講座 

    維那 全体で経首の練習 

    維那 班別大悲呪（真誦・迅誦）、半斎回向 

以上を行いました。 

斎会の流れを各自が導師、侍香、侍衣、侍真、維那、助役、小助役と分かれ、習熟度の 

チェックを受け受講生自身が見学の際に出来、不出来の判断ができるようになり良かった 

です。 

 

◎教区寺庭婦人会・秋の研修会         10部 徳林寺 小坂 玲子 

 10月 26日（金）27名の参加者で秋の研修へ出発しました。本年度は滋賀県大津市三井寺へバ

スで出掛け、その後近江八幡を散策するという行程でした。三井寺では各々自由に拝観し、時折

聞こえてくる「三井の晩鐘」の音に耳を傾けたり紅葉には少し早いものの少し色づき始めた木々

に癒されたりしながらまわることができました。午後には近江八幡を散策しました。近江商人屋

敷や八幡堀の風景を楽しみながら日牟禮八幡宮へ。途中参道にある「たねや」に立ち寄り、バス

ガイドさんお薦めの「つぶら餅」を美味しくいただきました。その後ラコリーナ近江八幡に立ち

寄りました。自然が豊かで物語に出てくるような建物にたいへん興味を引かれました。帰りのバ

スではビンゴゲームで盛り上がり、参加賞として全員に三井寺の弁慶引き釣り鐘饅頭が配られま

した。天気も気候も良くたいへん楽しい研修でした。 

 

◎全国寺庭婦人会長会報告書            寺庭婦人会会長 森口由紀 

10月 29日、30日と、本山の全国寺庭婦人会長会に出席して参りました。 

メインテーマは昨年に引き続き、「各寺院における寺庭婦人の役割」 

サブテーマは 「どうなる、、、、お寺の老後」 この 2点について 意見がなされました。 

1 日目はグループに分かれて 各寺院の現状と、昨年の、サブテーマの、檀家さんとの架け橋

になるにあたり、一歩前に出た行動について話合いました。 

各教区にて、アンケートをとった意見を伺いました。愛知西教区でも、多くの方が、アンケート

にご回答を下さいました。その中でもっとも多かったのがお寺にみえた方に積極的にお声掛けを

し、会話をするように心がけたという回答でした。そして、その会話の中から色んな話に繋がり、

檀家さんとの距離が縮まったという方もたくさんみえました。 

2日目には各グループで話し合われた意見が集約され、お寺の老後、、、それは、寺庭の立場か

らなのか?又寺院そのものの老後なのか？サブテーマが漠然としすぎているとの指摘もありまし

た。その、両方からみた老後は、不安で仕方ない、寺庭の将来を保証してほしいとの意見が出ま

したが、寺庭婦人の身分保障の一つとして 「寺庭看護職」の職制の設置により住職が死亡して

も寺庭婦人が兼務住職のもとで寺務を行うことにより立場が保証されると説明がありましたが、

将来の生活に対する不安については自ら対策を考えてほしいとのことでした。 
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2回目の会長会に参加させて頂き各寺院の抱える問題はそれぞれでありますが、他教区の方の

意見等を伺う事ができ大変勉強になり有意義な時間を過ごさせて頂きました。 

 

 

◎教区花園会運営委員会 
去る、11月 9日（金）午後 1時 30分より、名古屋都市センター第 1・2会議室にて 

「花園会教区運営委員会」を開催しました。 

教区花園会会長挨拶、宗務所長挨拶、宗議会議員挨拶、座長選出、 

協議事項 

1，第 63回「花園会愛知西教区大会」について 

2，教区花園会女性部研修会について 

3，教区花園会たより「おかげさま 15号」について 

4，花園会会計（中間報告） 

5，奉仕団参について 

6，定期巡教、特別布教について 

7，第 64回「花園会愛知西教区大会」について 

8,その他 

 教区花園会会長 閉会の挨拶 

★ 次回の花園会会議予定 日時 平成 31年 4月 22日（月）午前 10時より 

           場所 名古屋都市センター 会議室 

 

◎愛知同宗連・現地研修会          教化主事補 真福寺 桑原大輝  

去る 11月 9日に同宗連現地学習会がありました。長文で読みづらいと思いますが皆さまと 

研修内容を共有して頂ければ幸いです。 

①南部市場（名古屋市港区）食肉解体の現場を見学 

 南部市場は牛と豚の屠畜解体が行われる、県内で流通量が最多の市場です。ガラス越しに見学

できる通路が整備されており、屠殺されて血抜きが終わった牛・豚を解体する現場、解体された

枝肉の競りをする部屋、枝肉から部分ごとの肉に捌いて包装する工場を見学することができまし

た。（一般個人でも予約すると見学できます。） 

 ほとんどの解体作業が人の手で行われていたことが、実際の現場を見学して驚いたことです。

毎日、牛 100頭、豚 800頭が解体されますが、流れ作業で淡々と、ものすごいスピードで進んで

いました。背骨・頭部の切断は大型カッターが使われますが、基本的に内臓を取り出すことは人

がナイフで行いますし、部分肉の加工も大きな包丁で行います。大きな肉を扱うのでかなりの力

作業ですし、的確にナイフを扱えるまで数年かかるそうで、職員の方は高いプライドを持って食

肉と向き合っておられました。 

 また、南部市場も 10年前に移転された場所で、かなり衛生環境が良い印象でした。動物性の

生っぽい臭気はありますが、血まみれになったような作業員は見られず、食肉解体は野蛮で汚れ

た仕事ではありません。 

②レンダリング（不可食部位の加工）の現場を見学 

 あま市（旧甚目寺町）の工場では南部市場で解体された牛・豚のレンダリング（不可食部位の

加工）が行われます。今回見学したのは、牛・豚の皮を塩漬けにして皮革製品の原料にする作業、

不可食の脂肪・内臓から飼料・肥料を製造する工程です。 

 こちらの工場は、動物性の独特の臭気が工場内だけでなく屋外まで充満していたことが印象的

でした。地面のアスファルトは皮革の脂肪分などでネバついており、こうした機会でなければ近

付きにくい環境だと思いました。 

 一般的な仕事とは異なる環境ですが、大変な作業をされている職員の存在があるからこそ、不

可食部位を再利用するという命を無駄にしない循環ができていることを感じました。 
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③総括 

 誤った情報・先入観によって差別につながることもあります。実際に食肉工場からレンダリン

グ工場まで一貫して見学することで、「命をいただく」事だけでなく、現場に携わる労働者が謂

れのない差別をされないよう「知らないでは済まされない」同和問題を学ぶ研修でした。きちん

と現状を知った上で、出身や職業によって偏見が起こらないよう、僧侶として同和問題を考える

良い機会となりました。 

 

◎花園会寺院役員研修会 
去る 11月 10日・11日の 2日間開催されました。教区から 7名の寺院役員様が参加し研修を

されました。10日は講義等の研修、11日は法皇忌に参拝されました。 

部 寺 名 参加人数 役 職 

3 法源寺 2 責任役員 

8 永泉寺 2 責任役員・総代 

9 陽徳寺 1 責任役員 

9 臥龍寺 1 教区花園会会長 

12 瑞芳院 1 責任役員 

 

 

◎第６３回花園会愛知西教区大会           教化主事   大野浩宗       

１１月１２日、江南市民文化会館にて第６３回花園会愛知西教区大会が開催されました。 

６５０ 名を超える教区内御寺院、花園会員様に御参加頂き厚く御礼申し上げます。 

開式に先立ち、教区内無相教会会員の皆様による御詠歌の奉詠がありました。御詠歌の流れる

中で開演を待っている皆様は、心静かに唱えられる詠歌に耳を傾けておられました。 

妙心寺派管長 玄玄庵老大師総裁猊下にお迎えして、『おかげさまの心』―いつでもどこでも仏

さま―をテーマに大会は開会致しました。般若心経により本尊・開基・開山回向引き続き、白隠

禅師坐禅和讃で花園会員先祖代々・日本国内被災物故者回向を終え、教区花園会女性部会長・堀

尾氏による生活信条唱和。総裁猊下・玄玄庵老大師の挨拶、教区花園会会長・宮木氏、宗務所長

の挨拶で開会式が終わりました。 

花園会本部長・古山敬光師の御挨拶、基調講演「おかげさまの心」をテーマにお話をして頂き

ました。休憩の後に、コーラスユニット『ココロニ』による日本の唱歌・童謡・抒情歌をコーラ

スとピアノ手で歌い上げられました。音響設備を整えての舞台上では、演奏者に優しく力強い歌

声は、親しみのある歌など心に沁みる歌声に聴衆の中には、一緒に口ずさむ方もおられました。 

教区花園会会長による大会宣言、教区花園会女性部副会長・串田氏による信心のことば唱和、四

弘誓願文唱和して閉会となり、皆々様の御尽力により盛大裡に無事圓成しました事を報告いたし

ます。 

各部支所長様、荷擔和尚様、各部花園会部会長様、各部女性部部会長様には、お手伝いを頂き

厚く御礼申し上げます。 

おかげさま献金  １００，７２６円 花園会本部に送金致しました。 

 

第 63回 愛知西教区花園大会  宣言文 

私たち花園会員は、妙心寺派のテーマである「おかげさまの心 －いつでもどこでも仏さまー」

の御教えを学びました。どんな境遇にあっても、きちんと主体性を保ち、いつでもどこでも正し

い答えを出して生活をするように努めます。 

   右 宣言する    

平成 30年 11月 12日     愛知西教区花園会 
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＜お願い お知らせ ＞ 

◎年末年始・進達書類提出について 
 来る、12月 21日～1月 8日まで、宗務本所、宗務所、宗務支所は年末年始の休みになります。

進達書類は 12月 15日までに宗務所に提出して下さい。 それ以後は、1月 9日から宗務支所で

受付します。休みの間に提出された進達書類は、宗務本所・受付に止め置かれて事務処理はなさ

れません。ご注意下さい。 

 

◎第 3回教区寺院セミナーのご案内               教化本部 

テーマ「保護司活動に学ぶ」（僧侶の社会貢献） 

日 時 ： 平成 31年 2月 6日（水） 

場 所 :   名古屋都市センター 14階  第 1・2会議室  

名古屋市中区金山 1丁目 1-1  TEL 052-678-2200 

 講 師 :  名古屋保護観察所職員、教区内保護司 

 

◎平成 31年度・教区住職研修会（巡回住職研修会）のお知らせ 

 本派巡回住職研修会を開催します。住職・副住職各位にはご参加下さい。 

 

日時 2019（平成 31年）6月 12日（水）午前 10時～午後 4時 

内容 午前・布教法話、 午後・内局巡回住職研修会 

場所   調整中  

講師 宗務総長、教学部長、財務部長、教区布教師会会長 

 

◎平成 31年度定期巡教 巡教師のお知らせ 

  岐阜西教区 台番 2143 陽徳寺 松久宗心師 70歳 

  北関東教区 台番 3166 圓光寺 小林秀嶽師 43歳  

 上記の 2名にて、教区内を巡教して戴きます。 

 

◎平成 30年度 春期僧堂掛塔予定者学習会開催のお知らせ     教学部 

 期間   平成 31年 3月 6日(水)～8日(金) 

 対象   専門道場へ掛搭予定の学徒 

 申し込み 規程の用紙を教学部より取り寄せて、直接送付下さい。 

 申込期限 平成 30年 12月 3日～2月 8日 必着 

 費用   2万円  

★詳細は宗務本所・教学部へ問い合わせ下さい。 

 

 

＜＜平成 30・31年度予定＞＞ 
2月 6日（水） 第 3回教区寺院セミナー    於、名古屋都市センター 

4月 22日（月） 教区花園部会長会、宗務支所長会   於、名古屋都市センター 

6月 12日（水） 教区住職研修会（巡回住職研修会）   於、調整中 


