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宗 務 所 便 り                                    2019 年 11 月 1日発信  No．89 

愛知西教区宗務所長 山田英隆 九拝 
謹啓上 風林脱葉之候 

 秋風爽やかな幸時節、過ごしやすい気候になりました。しかしながら、10 月 12 日に伊豆半

島に上陸し関東・東北地方に甚大な被害をもたらした、台風 19 号は多くの災害を起こしまし

た。長野県、関東全域、東北地方に記録的な大雨を降らせて、河川の氾濫、決壊を起こして過

去に無い大災害を起こしました。被害に会われました皆様に心よりお見舞い申し上げます。 

 全国各地で災害が起きております。東海地方は現時点で被害はございませんが、何時起きる

か分からない状態です。災害に会った時の対応を事前に準備する必要があります。「先ずは命

を守る」それが一番大切な事です。過去の教訓を生かして、少しでも犠牲を少なくしなければ

なりません。妙心寺派は「令和元年自然災害対策本部」が設置されました。皆様の「救援金」

をお受けしております。 ご協力をお願い申し上げます。 

                                     頓首敬白 

 

 

10 月の報告 
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 

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 

 

11 月の予定 
4日    第2部 泰雲寺本堂・諸堂落慶式    於、泰雲寺 

5日    連合会役員会      於、名古屋市内 

6日    平和・復興の祈り     於、神戸市 

8日    愛知同宗連 現地研修会     於、大阪人権博物館 

10日    第7部 長福寺晋山式     於、長福寺 

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 

11日    妙興寺開山忌      於、妙興寺 

14日    名古屋禅センター坐禅会     於、名古屋禅センター 

19日    教区花園会運営委員会      於、名古屋都市センター 

19日    教区役員会       〃 

24日     月授戒（乾徳寺・木下紹真師）      於、瑞泉寺 

25日    青年僧の会・托鉢     於、扶桑町・東漸寺 

29日～12/1日 前同職法階取得研修会     於、本山 

30日    宗務支所長任期満了、推進委員任期満了   於、本派、教区 
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＜ 報告 ＞ 
◎第 9 部奉仕団体参拝の報告           教区花園会会長 宮木郡司 
 令和元年 10 月６日、7 日奉仕団参の報告をいたします。瑞泉寺原田径宗副司寮様、加山正則

様、その他、多くの方々の御協力をいただき無事に奉仕活動が出来ました。 

 妙心寺本山では日程表に元付き草取り奉仕をさせていただき、昼食・夕食では食事作法を学

ばせていただき、皆様感激されておられました。また、夕食での懇親会には管長様を囲んで楽

しく歓談出来ました。このことは、私達一生の思い出になったと思います。「この次にも是非

参加させて下さい」と言っていただきました。有難いことだと思っております。 

 

◎新宗務支所長 名簿 
任期・令和 1年 12月 1日～令和 5年 11月 30日 

部 台番 寺院名 氏名 備考 

1 1558 地蔵院 野村 和弘  

2 1581 凌雲寺 岡田 至道  

3 1584 總見院 戸崎 知則  

4 1590 永弘院 丸毛 俊宏 再任 

5 1605 太平寺 水野 峯仙  

6 1610 龍降寺 浅野 義弘  

7 1631 瑞應寺 梶川 久幸  

8 1635 常福寺 松本 寛山  

9 1653 大泉寺 鈴木 秀峰  

10 1668 全徳寺 吉田 玄哲  

11 1705 寶光寺 六鹿 正紀  

12 1740 西住院 鎌田 博堂  

13 1747 観音寺 梅田 宗孝  

14 1774 大仙寺 後藤 彰仁  

 

◎教区寺院セミナー 現地研修会            宗務所長 山田英隆 
 本年度の教区寺院セミナー現地研修会は『佛徳大通禅師の足跡を訪ねて』というテーマで、

広島県へ参りました。 現地研修会・各本山の開山堂諷経も終盤に差し掛かり、名古屋から一

番遠方の広島県三原市を訪ねることができました。 

10月28日（月）今回は時間節約のため新幹線利用にて参加料が高額にはなりましたが18名の

参加を得ての研修会。晴天に恵まれの意義深く中身の濃い研修になりました。 

 福山駅から貸し切りバスにて昼食会場、午後1時に佛通寺駐車場に到着、佛通寺職員が開山

堂の入口までお出迎え下さり、開山堂への階段を上り、出迎えの職員様に準備頂いて開山・佛

徳大通禅師に諷経。続いて隣の地蔵堂を参拝。下りて諸堂拝観、方丈にて本尊諷経。当日は社

員研修中でありましたが、禅堂を外から拝観して佛通寺を出発しました。 

続いて呉市海上自衛隊呉歴史館「てつのくじら館」では潜水艦の活動、掃海艇の活躍、海上

自衛隊の歴史の展示と展示用潜水艦「あきしお」の見学をしました。続いて呉市海事歴史科学

館「大和ミュージアム」の見学。目玉の全長26,3ｍもある1/10 戦艦「大和」の模型を見て

後、呉の歴史、大型資料の展示、船を作る技術の展示を見てミュージアムを後にして宿泊ホテ

ルに到着しました。 

 2日目、バスにて平和公園北入口より公園に入り、広島出身のバスガイドさんが原爆投下当

時の詳細に説明を聞きながら、「原爆供養塔」にて慰霊諷経。原爆の子塔、「原爆死没者慰霊

碑」にて慰霊供養をしました。続いて広島平和記念資料館の見学。2019年春にリニュアルオー

プンされて、現実資料を中心に展示替えが成されて見やすく明るい感がありました。されど、
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1つの原子力爆弾の惨さは言葉にならない悲惨なものでした。 見学後、バスにて福山・神勝

寺に移動。神勝寺内の五観堂にて「神勝寺うどん」の昼食。専門道場のうどん供養形式。極太

うどんを食べて後、案内の和尚様について山内の拝観。荘厳堂にて白隠コレクションの見学、

本堂にて本尊諷経、続いて諸堂拝観、引き続きアートパビリオン「洸庭」(禅と庭のミュージ

アム)の見学、建物内に入ると真っ暗な闇の中から「目の前に広がるのは静かなさざ波の寄せ

る水辺。濃密な闇の中で、水、波、そこにさすかすかな光を近くする全感覚体験ができまし

た。禅の教えに従い、その核心へ近づこうとする道呈で経験ができる。」との内容を現代美術

の思考、手法で解釈/表現した作品が25分間上映された。 下山後は福山駅隣にある福山城見

学を予定しておりましたが、神勝寺の見学が長引き、福山城見学は自由見学としました。予定

の新幹線にて乗り名古屋へ向かい、名古屋駅にて解散。 無事に意義深い研修が出来たと思っ

ております。 参加者の反応はアンケート結果をご覧ください。 

 
                                          

＜お願い お知らせ ＞ 
◎部教化・人権擁護推進委員の選出 
 宗務支所長交代に合わせて、各部の推進委員の交代になります。現支所長様には 11月 20日 

までに、同封「部推進委員名簿」を宗務所長に提出をお願いいたします。 

 

◎「令和元年自然災害対策本部」設置のお知らせ 
 妙心寺派宗務本所内に「令和元年自然災害対策本部」が設置されました。この度の台風 19号 

をはじめとする自然災害により、本派寺院及び花園会員も被災されております。被災された

方々には心よりお見舞い申し上げます。一日も早い復興をお祈り申し上げます。この災害によ

り、宗務本所内に「令和元年自然災害対策本部」が設置し、花園会本部を通じて皆様からの救

援金をお願いすることになりました。つきましては御繁忙中に恐縮ながら、教区内・部内にご

協力のご要請をいただきますようにお願い申し上げます。救援金のお申し出がありましたら、

振り込み用紙にて取りまとめて、ご送金くださいますようお願い申し上げます。なお、救援金

お願いについては、被災された方々には、くれぐれもご配慮いただきますようにお願い申し上

げます。また、被災地へのボランティアを教区内でご計画の際は、対策本部までご一報くださ

い。               

 令和 1年 11月 1日      自然災害対策本部 本部長 栗原正雄 

※ 送金の「払込取扱票」は、災害対策本部にございますのでお取り寄せ下さい。 

 

★   送金先   郵便局 

      払込取扱票 

     00900-0-217200  臨済宗妙心寺派特別災害対策本部 

 

◎ あいち人権啓発プラザ 企画展のお知らせ 

  第 6回「外国人県民との共生を考える～多文化共生社会をめざして～」 

       「子どもを虐待から守るために」 

★ パネル展示 

期間  2019年 11 月 1日（金）～11月 29 日（金） 

     午前 9時～午後 5時 15分 

  場所  愛知県東大手庁舎 地下 1階大会議室 

  内容 ・2019年度外国人児童生徒等による多文化日本語スピーチコンテストのビデオ上映 

     ・あいち多文化共生作文コンクール入賞作品の展示、多文化共生に関する啓発パネ 

ルの展示 
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     ・自動虐待防止推進月間ポスターの展示 

★ 講演会 

日時  2019年 11 月 19日(火) 14:00～16:00 

場所  あいち人権啓発プラザ（名古屋市中区三の丸 3-2-1 愛知県東大手庁舎 3階） 

  内容  講演 「子どもの命を守り、育て、つなぐ 

           ～増え続ける子供虐待、私たちにできることは～」 

      講師 萬家育子氏 認定 NPO 法人 CAPNA(子どもの虐待防止ネットワーク)理事 

  参加方法  参加無料 先着順(定員 80 名) 事前申し込み不要 

 

◎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。 

 

◎ 第 40 回臨黄合同高等布教講習会のお知らせ 

日時 令和 2年 5月 1日(金)～5 月 15日(金) 自坊にて課題研究および原稿作成 

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

  参加募集  正法輪 2・3合併号を参照下さい。 

  ★ 我こそはと思われる方、是非とも参究下さい。 

 

 

＜＜令和元年度予定＞＞ 
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、名古屋都市センター 

3 月 31 日 (火）   花園会部会長、女性部会長・任期満了 

4 月 27 日 (月)   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 


