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+宗 務 所 便 り                                    2019 年 10 月 1日発信  No．88 

愛知西教区宗務所長 山田英隆 九拝 
謹啓上 晴雲流碧之候 

 9 月には、第 2 回教区寺院セミナー、特別布教、教区花園会部会長研修会、教区花園会女性

部研修会、青年僧の会「やさしい坐禅体験」各寺院ではお彼岸の行事など多忙でありました。 

 10 月に入っても残暑が厳しく、夏衣装のままに過ごして居ります。地球温暖化の声は久しく

耳にしています。5 月から 10 月までの半年は夏衣装になり、確実に夏は 2 か月多くなりまし

た。春、秋の幸時節は減っております。 さて、地球温暖化は止めなければなりません。それ

では私達宗教者はどの様に社会に発信するのかを考えましょう。私達が作った「温暖化」です

は私達が止めなければなりません。 意識して速やかな対策をしなければ限りなく進みます。

皆様の英知に期待いたします。                      頓首敬白 

 

9 月の報告 
2日    教区寺院セミナー準備会     於、林貞寺 

2日～3日  無相教会住職副住職研修会    於、本山 

 3日～5日  定期監査会      於、本山 

 5日       第2回教区寺院セミナー     於、名古屋都市センター 

 5日～6日  特別布教研究会       於、本山 

7日～8日  学徒研修会（成人）     於、本山 

7日～9日  掛塔予定者学習会     於、本山 

 8日～9日  花園会青壮年部研修会     於、本山 

9日～10日 無相教会師範準師範研究会    於、本山 

12日    花園会館運営委員会     於、本山 

12日    名古屋禅センター坐禅会     於、名古屋禅センター 

13日    東海地区議員所長会     於、キャッスルプラザ 

16日～27日 特別布教       於、教区内寺院 

18日～20日 定期宗議会      於、本山 

19日    第10部 妙徳寺住職 光山秀雲和尚 津送  於、妙徳寺 

19日    教区花園会部会長研修会     於、林貞寺 

23日    彼岸中日 

24日     月授戒（本山・巡教師）      於、瑞泉寺 

26日    教区花園会女性部研修会     於、名古屋・白林寺 

26日～27日 専門道場評席研修会     於、本山 

28日（土） 青年僧の会「やさしい坐禅体験」   於、名古屋・徳源寺 

 

10 月の予定 
 3日    連合会監査会      於、名古屋 

5日    達磨忌 

10日    名古屋禅センター坐禅会     於、名古屋禅センター 

13日～19日 本派安居会      於、網干・龍門寺 

16日～17日 定期宗務所長会      於、本山 

18日    微笑会創立50周年記念大会    於、本山 

19日    第1部海福寺 落慶式     於、海福寺 

21日～23日 無相教会全国奉詠岐阜大会    於、岐阜・ 

24日     月授戒（西住院・鎌田博堂師）      於、瑞泉寺 

24日    教区寺庭婦人会研修会     於、徳川美術館 

25日    人権現地研修会(中部地区)    於、豊田市 
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28日～29日 教区寺院セミナー現地研修会    於、広島県・仏通寺他 

30日～31日 教区寺庭婦人会会長会     於、本山 

 

＜ 報告 ＞ 
 

◎無相教会住職副住職研修会            第 7部 眞福寺 桑原大輝 

 去る 9月 2日～3日に、本山に於いて無相教会（御詠歌）住職・副住職研修会が開催されまし

た。全国各教区から 38 名が参集し、上級・中級・初心者の 3 班に分かれての講習となりまし

た。一泊二日の日程で御詠歌について丁寧に指導を受けました。講師は詠監先生・副詠監先

生・年度指導員の方が 1時間ずつ交代で、2 日間で 6時間の講習でした。 

 私は初心者レベルの班でした。御詠歌の道具を今まで触ったことがないですし、同じ班でも

半分以上は初体験でしたので、まず道具の基本的な扱い方から教わりました。お年寄りの方が

やっているから簡単なものだろうと勝手に思っていましたが、予想以上に難儀してしまいまし

た。やはり実際に体験してみないとその奥深さは分かりませんでした。 

 御詠歌の節については、音程の上下を示す楽譜がありますし、先生が音階を機械で鳴らして

くれますので、なんとなく音を追っていくことができます。しかしながら、御詠歌のメロディ

ーに合わせて、左手の「鈴」と右手の「撞木」「鉦」をリズム良く鳴らすことはとても難しく

感じました。慣れてくると、回りの人の音を聞けるようになるので、合わせて上手くできると

嬉しいものです。 

 無相教会では会員数が毎年減少傾向にあり、何とか御詠歌の普及に取り組みたいとされてい

ます。確かに、御詠歌は難しくてハードルが高い印象を与えます。一方で、その音楽性が強み

でもありますから、布教活動にうまく役立てることもできると思います。 

 在家さんにとっては、意味難解な漢文の読経よりも、メロディー的な御詠歌の方が分かりや

すくメッセージ性もあり、親しみを持ってもらえるように思います。葬儀や法要において御詠

歌をうまく取り入れることができると、より発展できる可能性もあるのではないかと思いまし

た。 

 

◎令和元年度 第 2 回教区寺院セミナー   ６部セミナー委員 真寶寺・中嶋彰典 
9 月 5 日午後 1 時半より、名古屋都市センターにて『ハラスメントを学ぶ』をテーマに桑野

里美氏(有限会社ビジネス・パートナー・オフィス)をお招きし、3 時間程の講義を 34 名が拝聴

致しました。 

始めに宗務所長様の挨拶内容に『ハラスメントを学ぶ』という事は我々、僧侶にとって緊急

課題でもあり、1 人 1 人がハラスメントをしているか、を気付く事が重要であると述べられま

した。桑野氏が先ず昨今のハラスメント実例を挙げて頂き、その上ご自身がハラスメント問題

の相談受けている事実を踏まえ、ハラスメントの種類とハラスメント問題への対処、という内

容でお話を頂きました。ハラスメントが起こる原因は多々有るのかもしれませんが、第 1 にボ

タンの掛け違いから始まると桑野氏が述べられていました。少しのズレが大きなズレになって

行く途中、そのズレを気付ければ大きなズレにならないのではないかと思います。 

今のご時世ハラスメントを知らないという事では済まされない世の中で有るからこそ、『ハ

ラスメントを学ぶ』という事は大切な事では無いかと、重々に感じ取ったセミナーだったと思

いました。 

 

◎教区花園会部会長研修会            教区花園会会頭 山田英隆 
 9月 19日(木)午後 3時より、名古屋・林貞寺にて教区花園会部会長研修会を開催した。14 

名の部会長であるが、初回の開催と任期最終年度もあるのか 6名の参加であった。呈茶の後、 

本堂にて般若心経を諷経して、本尊・開山開基回向。 次に教区花園会会長・宮木郡二氏の挨 

拶、宗務所長挨拶。会場を 2階広間に移動して、特別布教師 観音寺住職・山崎忠司師の法話 
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「解」―歩むべき道筋の発見―と題して 60 分の法話。 休息を挟んで、特別布教師、宗務所 

長、教化主事、花園会部会長にて討論会「お寺を護り支えていくには」と題して話が進められ 

た。 討論会と言うより座談会形式になった。宗務所長から、現在の教区寺院数の現況が報告 

され、無住寺院の増加がすすんでいる旨の報告があり、どの様にお寺を維持していくと良い 

のかの意見が出された。 結論は出ないが、寺へ人が来るようにするのが大切。それには親子 

孫もともに行事、お盆、お彼岸、正月などに家族でお寺に行く習慣を作る。そうしてお寺側も

子供達が来たら楽しみを与える努力をする。接待に力を入れ檀信徒、地域の人々との繫がりを

大切にしなければならない。住職、寺族のやる気が無くして檀信徒は支えてくれない。イベン

ト等を通じて「人の輪」を作り、寺の新たな交流こそが発展に繋がると考えます。 

 

◎教区花園会女性部研修会            教区花園会会頭 山田英隆 
９月２６日(木) 名古屋市栄・白林寺本堂にて、令和元年度の花園会女性部研修会が開催され

ました。85 名の参加者と般若心経をご唱和、花園会女性部会長・堀尾淑子様挨拶、来賓・教区

花園会会長・宮木郡二様ご挨拶、教区花園会会頭・山田英隆宗務所長の挨拶。式典終了後、法

話、特別布教師・観音寺住職 山﨑忠司師より、『解』―歩むべき道筋の発見―と題し法話を戴

きました。 

昼食をはさんで、午後 0 時 40 分から「よしもと芸人お笑いライブ」として「お笑いステー

ジ」を楽しみました。1 番目に「絵になる小木曽さん」、2 番目に「トラッシュスター」、3 番目

に「シンポジュウム R」の出演。若手お笑い芸人さんの快適なテンポの話術に本堂内は笑い渦

と変身。しっかりと笑っていただきました。最後にジャンケンゲームをして「よしもとグッ

ズ」のお土産をゲットされた方も大満足気でした。 

お笑い(滑稽話)等は寺院との縁も深く、笑いを求める人が多いと言うことは、笑いの少ない

社会の中に居るのかと考えています。 若手芸人さんの益々の御活躍を期待しております。 

各部参加状況 
 

 

 

 

 

 

 

 

★ 教区花園会女性部参加者        85 名 

★ 引率者、教区スタッフ、出演者、その他 15名 

 

◎第 2 回 やさしい坐禅体験 in 名古屋報告     2部 妙安寺副住職 石黒成宏 

 9月 28日（土）10時より、第２回やさしい坐禅体験が徳源寺において開催されました。受付

予定時刻９時半よりも前に既に参加者の方が訪ねてこられて、参加される方々も楽しみされて

いたのが伝わり、企画側として大変うれしく思いました。 

 当日、体調不良などの理由でキャンセルされる方もおみえになりましたが、５１名（昨年以

前からのリピーターは２２名、新規の方は２９名）の参加者の方が１０時から１７時までの半

日の日程を過ごしていただけました。 

 小学生以下のお子様は連鶴、大人の参加者は乾徳寺副住職 木下招胤師の法話の午後２時か

らのプログラム、そしてグループに分かれて和菓子と抹茶を楽しみながらの青年僧との座談会

も楽しんでいただけた御様子でした。 

 昨年同様、名城大学、徳川美術館、桜屋菓舗に加えて、今年は二葉館、種木館、餅文総本店

の各店舗など外部の企業・施設・店舗に広告物を配置させていただき、中日新聞朝刊（８月１

６日）に掲載いただくことができました。こうした数々の御縁を賜ることができたのも愛知西
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教区の諸先輩方が作ってくださった伝統や信頼が大きな要因と思います。信頼というものは一

日にして成り立ちません。1年 1年の積み重ねが築き上げたものだと思います。 

そのような文化・歴史を汚すことなく、これからも未来に紡いでいけるように一人の禅僧と

して精進していきたいと思います。荷担の和尚様方、徳源寺の雲水の方に、とても良く助けて

いただき、大きな問題もなく無事、円成したことを厚く御礼申し上げます。 

加えて、日ごろ青年僧の会の活動に御理解ご協力下さる方々に、この場を借りて御礼申し上

げます。また今後とも、より一層の御指導賜ります様、宜しくお願いいたします。 

 

＜お願い お知らせ ＞ 
 

◎教区寺院セミナー現地研修会のご案内              教化本部 

       テーマ「開山禅師の足跡を訪ねて」 

 日 時 ： 令和 1 年 10 月 28 日（月）～29 日(火) 

場 所 :   広島県三原市・佛通寺、広島平和記念館、大和ミュージアムその他 

皆様のご参加をお願いいたします。 

※  別紙にてご案内を発信いたしました。 

 

◎花園会本部・寺院役員研修会のご案内 
  来る、11 月 10 日（日）から 11 日（月）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は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（元年度就任）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） 

 申し込み締切り  10 月 18 日（花園会本部に必着） 

※申し込み方法 寺院→宗務支所→宗務所→花園会本部 

※ 申し込みは、参加申込書をご利用下さい。（宗務支所にございます） 

 

◎令和元年度（2019）前堂職法階取得研修会のお知らせ 
日時   2019年 11 月 29日（金）～12月 1日（日） 

 申込期間 2019年 11月 1日（木）（教学部必着） 

 会場   妙心寺、研修センター 

 対象   前堂職の法階請願が可能な者（法臈 3年を満たしている者） 

定員   30名 

参加費  2万円 

 出願方法 宗務本所・教学部へ問い合わせ下さい。 

 

◎教区花園会運営委員会のお知らせ 

教区花園会運営委員会を開催します。部花園会長、部花園会女性部会長員、宗務支所長様、 

教区役員様に参加をお願いします。 

日時 11 月 19 日（火）午後 1 時 30 分より、 

場所 名古屋都市センタ― 第 1・2 会議室にて、 

内容 教区花園会について 

★ 別途、該当各位には案内状を送らせていただきました。 
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◎令和元年度「愛知県宗教法人実務研修会」開催について 

期間   令和元年 11月 5日(火) 14:00～16:30 

会場   ウィルあいち 3F 大会議室 

      電話 052-962-2511 

  

 提出期限 10月 15日  

 送付先  愛知県県民生活部学事振興課 宗教法人・学事グループ 

      電話  052-954-6185 

      ＦＡＸ 052-971-9889 

 内容   講義 1、宗教法人の役割について 

         2、宗教法人の税務について 

         

 

＜＜令和元年度予定＞＞ 
10 月 28 日～29 日 教区寺院セミナー現地研修会   於、広島県、佛通寺・他 

11 月 19 日（火） 教区花園会運営委員会    於、名古屋都市センター 

11 月 30 日（土） 宗務支所長任期満了 

12 月  1 日（日） 新宗務支所長就任 

12 月  6 日（金） 新宗務支所長研修会、新旧宗務支所長交替茶礼 於、キャッスルプラザ 

 令和 2 年 

2 月  7 日（金）    第 3 回教区寺院セミナー    於、 未定 

3 月 31 日（火）   花園会部会長、女性部会長・任期満了 


