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宗 務 所 便 り 
                                        2004 年 8 月 1 日発信    №．1 

 

                                       愛知西教区宗務所長 武山廣道 九拝 
 

 謹啓上 暑い暑い毎日が続きますが如何お過ごしでしょう。皆々様にはお盆モードに突入し 

お忙しい時期となってまいりました。所長として１ヶ月が過ぎましたが進達書類の事務処理など 

目に見えないところでの仕事は、大変な労苦であります。宗務所便りも続けて発行させて頂きま 

すのでご覧ください。 

                                        頓 首 

 
７月の報告 
 

２日     法式梵唄研修会  禅文化研究会主催      於、白林寺  

６日     愛知同宗連役員・担当者研修会・役員会議    於、立正佼成会中部教区   

７日     全国花園会会長会               於、本部   

１４日     詩偈研修会                  於、徳源寺 
１５日     部落解放講座   部落解放愛知県共闘会議主催    於、名古屋市公会堂 

１９日     花園地方大会準備会 第１ﾌﾞﾛｯｸ          於、吹上ホール 

 ２１日       本山参拝推進委員会                     於、本所 
２１日     連合会役員会                 於、白林寺 
２７日     連合会支部長会                於、江南市々民文化会館 
２９日～３０日 学徒研修会（集団得度式）  

 
８月の予定 
 

８日     宗務（本所・所・支所）盆休み  【１７日まで】  

２０日     本山安居会(３０日まで)              於、本山 

 ２０日       花園会夏期講座                       於、花園会館 
２８日～２９日 禅寺一日入門    青年僧の会主催      於、徳源寺 

9月 3日     研修会       禅文化研究会主催     於、デザイン工房 

 

＜報 告＞ 
 

◎ 法式梵唄研修会                                            
去る7月2日、白林寺において法式梵唄の研修会が行われた。青年僧以外のお方の参加もあり 

30名の参加は盛況であった。講師は、本山塔頭の玉龍寺様で前半は、日頃疑問に思っている法 

式に対してお答えいただいた。後半は、各経の始め方、特に施餓鬼（開甘露門）の梵唄を繰り 

返し研修した。江湖譜の読み方から懇切丁寧に指導を受け、実際に声を出しての研修は大変有 

意義であった。 

 

◎ 愛知同宗連役員・担当者研修会・役員会議 

去る 7月6日 名古屋市中区「立正佼成会・中部教区」名古屋教会にて愛知同宗連役員・担当 

者研修会が開催された。 
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人権ワークショップ(体験参画型学習) テーマ「偏見への気づき」講師に(社)大阪住吉人権協 

会 幸田英二氏を迎えて行われた。体験参加型学習は、 

①先生と生徒の一方的学習ではない 

②進行役と学習参加者が対等の立場、お互いが学び、啓発される双方の学習である。 

③頭と体を使った体験を通じて、気づきや発見、戸惑いや共感といった完成からの学びを 

大切にする。 

④決まった正解にたどり着こうとせず、自分の経験や感じ方を出発点としながら、より具 

体的な問題解決方法をさがそうとするものである。 

⑤学びを共有して一緒に問題解決のために考える。 

 

ワークショップ 1、 平等感覚の感情表現 

『金子みすゞ童話集より』「わたしと小鳥とすずめと」「大漁」を読んで、4～5名のグループ 

討議。 感じたことを話しあい、それぞれの意見や感じたことについて「みんなちがって、 

みんないい」尊重しあう。 

ワークショップ 2、 シュミレーション(擬似体験)  『威圧か? 暴力か?』  

① 車椅子に乗っている人と通勤客(駅のホームに車椅子の人、周りを忙しそうに歩き回る) 

車椅子の人の気持ち 通勤客の気持ち。 

②大人と子供(二人一組 一人がたち上がり 一人はしゃがみこんで目を合わせる)  

 見下ろされた気持ち、見下ろした気持ち。 

② 上司と部下(四人一組 一人が椅子に座り 残りの三人は腕を組み 心の中で「この人

は仕事も何もできない」とイメージする) 椅子に座った気持ち。 

③ 威圧と暴力 (一人が椅子に座り 十名ぐらいが座っている人の目を見る。立っている 

人は身体を斜め45度に傾けて、椅子の人に「変な人だ、付き合わない方がいいぞ(言葉 

にしない)」というイメージで斜め下方を指差す。 合図にて、一斉に椅子の人に対し 

て背をむける)座っている人の感想を聞く。 

 

※偏見はどこから生まれるのか 

カテゴリー化(範疇、分類、人くくり、あてはめ)「特徴を持つものを他から区別して分類 

する」 

ステレオタイプ(過度の一般化、決めつけ、極端化、レッテル張り)「個人や特定グループ 

に現れている一部の現象を、証拠もなくさも 全体かの如く決め付けてしまうこと。 

思い込みの如くを見てしまい、判断してしまう考え方。」 

 

※差別はどこから生まれるのか 

個人的要因 「ウチ」集団と「ソト」集団 : 自己防衛反応「他者から身を守るには、生 

き抜く知恵と仲間で守りあうことが必要。アイデンティーを共有しあう「ウチ」集団の中 

に身を置けば安心し、見知らぬ「ソト」集団に対しては警戒心を保有する傾向がある。」 

社会的要因 力の強い側(多数派集団)から、弱い側(少数派集団)に向かって、常に一方的 

に、精神的・肉体的苦痛をあたえ続ける社会構造が存在する。 

 

※差別行為の現象形態 

・誹謗・中傷 →回避→隔離→身体的攻撃→絶滅 

・軽視、無視、無関心、回避、排除、放置、攻撃、抹殺など 
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※人権教育の緊急課題 

①偏見への気づき 

②社会的地位のへの気づき 

③混沌・自己中心主義の克服から統合へ 

④社会的、歴史的使命の自覚 

⑤学びの行動化   

 

◎ 梵唄講師養成講習会                                         
季節はずれの台風の中、６月２１日より２泊３日本山に於て第１回「妙心寺派梵唄講師養成講 

習会」が行われました。参加者は全国で８０名余、愛知西教区からは５名が参加いたしました。 

各お経の始め方から楞厳呪迅誦まで微妙殿に於いての全体講習に続き、６人の講師和尚様に 

それぞれ１３名程に分かれてのグループ実習を繰り返し行いました。 

３日間と短い日程ではありましたが、朝５時開静より夕刻まで実に内容の濃いもので、皆それ 

ぞれ大きな課題と成果が得られたのではないでしょうか。この講習会は３年を１期として、年 

２回計６回の講習が行われる予定でございます。梵唄というのはやはり難しいというのを改め 

て実感すると共に日頃より体を調え、基本の発声を反復し練習すること。そして、良い先生に 

指導を仰ぐことが必要不可欠であると感じました。また、今回のような講習会に参加させてい 

ただいた事に深く感謝し、尚一層の精進をいたす所存でございます。 

 

◎ 第 28 期 部落解放講座「部落解放をめざす愛知研修」報告 

去る 7 月 15 日（木）10：00～16：00 名古屋市公会堂大ホールにて第 28 期部落解放講座が行 

われ、当教区より 4名が参加した。 

（1部・2部・4部人権擁護推進委員、本派人権擁護推進委員 野田慈正師） 

基調講演「校正な採用選考にむけた三重の官民一体となった取り組み」 

  講師：鈴木英哉（三重県人権・同和教育研究協議会） 

分化会 1 「アイレディース宮殿黒川温泉ホテルの差別をめぐって」 

  講師：林 力 （九州大学非常勤講師・社会学博士） 

分化会 2 「すべての子に等しく教育を」 

    ～教科書無償化から高校奨学制度の創設へ～ 

  講師：谷本昭信（部落解放同盟中央執行委員） 

別紙にて報告がされます。人権問題は 人類の永遠のテーマと言われます。担当者のみが考え 

るのでは無く宗教家はもちろん、それぞれが考えなければならないことです。参加者からの報 

告を是非読んで下さい。 

           

◎ 花園会会長会          教区花園会会長 森宏之 
7月6・7日空梅雨の炎天の下、新会長6名を含む27名全員出席をもって、大本山妙心寺にて、16 

年度花園会会長会が開催されました。 

初日、懇親会では自己紹介から始まり、各教区の会長と会運営、士地柄の話題等初対面ながら 

お互い共通意識の立場か親しく懇談の時を持つことが出来ました。 

二日目は、開山堂拝塔、微妙殿にて管長貌下より、労いと期待のお言葉を頂き、新会長6名に 

は直々に輪袈裟を拝受し、厳粛の内にも心安らぐ雰囲気を昧わう貴重な体験を頂きました。 

後、会議では15年度事業及び会計報告が承認され、16年度中間報告を受け新会長に東北教区の 

高橋金兵衛氏が推薦就任され、新理事を含め新役員が承認決定されました。 

宗務より16年度事業として、花園会青壮年部の発展と会の新しい礎として、9月11・12日全国 

花園会青壮年部結成大会が開催されるにあたり、各教区より青壮年の参加要望があり、当愛知 
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西教区には3名の参加依頼を受けております。 

又、女性部会長より実践目標として、発表された「食のこころ」「食のねがい」を合掌をもっ 

て「いただきます」「ごちそうさま」を教区にて、周知徹底し実践するよう指導がありました。 

特に宗務総長より寺院、檀信徒においては法務のみにあらず、花園会行事に参加することによ 

り、禅の教えを会得し宗教を学ぶことに尽きる、危機意織、問題意識を持ち、諦めず、常に一 

歩前に出る発想をすることが肝要であると強調され、参加者も昨今の年少者の犯罪の増加に社 

会不安を思い、寺院の存在また花園会として何が出来、どう有るべきかなど意見の交換が行わ 

れた。 

 総じて、各教区とも共通の問題を抱えながらも、宗務、寺院の指導の下、会の拡充と充実に努 

められているが、やはり日頃の寺院と檀信徒の関係が、形式に流されることなく、行事に参加 

して見聞し実感することが、現状の自己の殻を破る道ではなかろうかと思います。花園会員と、 

寺院住職との関孫をより身近なものにするためにも、常に会の動向が分かるよう、教示、指導 

を頂き、実践することが求められています。 

           

◎ 愛知西教区連合会支部長会 
 去る２７日江南市民文化会館に於て支部長会が開催された。発展拡充講習会･奉詠大会の決算 

報告、反省点・来年度の準備など話し合われた。また、詠道部･事務局の新役員が推薦され、 

新しく委嘱された。 

  

詠道部長  １４部 種德寺 仙石智演 

 副詠道部長  ９部 宗榮寺 日坂宜祥 ・ 副詠道部長 １３部 国分寺 小川正元 

 事務局長  １０部 顯寳寺 橋本大智   

    庶務  １０部 全徳寺 吉田玄哲 ・ 会計  ４部 太清寺 田口宗純 

     

 

 

＜お願い＞ 
 

◎ 「禅寺一日入門」参加者募集 
 ８月２８･２９日青年僧の会主催により、名古屋 徳源寺で開催予定です。 

 締め切りは２３日です。ご縁のある方にご案内ください。  

 
◎ 花園会青壮年部結成大会 
 ９月 11.12 日本山に於て開催されます。当教区は未だ青壮年部が結成されていませんが 3 名の 
 参加要請を受けています。3 名は参加しなければなりません。参加者を募集していますが無い 
場合は、各ブロックで各 1 名の参加を要請いたします。どうかご協力の程お願いいたします。 

 
◎ 秋季特別巡教 
  巡教師は、先の本山常任布教師であった 正法寺 栗原正雄師（広島県福山市）です。 

 近年、部の「特別巡教」だけでなく、春季巡教のごとく各寺院での巡教も可能でございますの 

 で開教希望寺院は、至急お申し出下さい。尚、開教の部（寺院）には助成があります。 

 

◎ 研修会のご案内 
「浄土宗西山派」の和尚様方の参加も得て、相互理解を深め、現在に活きる宗教家としての在 

り方を確認し、明日の布教に結びつけていきたいと思います。 
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 テーマ ：コラボレーション（collaboration） 

日 時 ：平成 16 年 9 月 3 日（金・友引前） 午後 5時 30 分より 

会 場 ：ナディアパーク・デザインセンタービル 6Ｆ デザイン工房 

       名古屋市中区栄三丁目 18－1  電話番号 ： 052-265-2001 

講 師 ：想念寺（浄土宗西山派・熱田区旗屋町）住職   渡辺 観立 師 
浄土宗西山禅林寺派の宗会議員、愛知県支所長を経て、現在愛知県布教師会の会長。 

会 費 ：3,000 円    企画・主催：禅文化研究会 

研修会終了後、懇親会（希望者のみ、別会費）を開きます。準備の都合上、懇親会参加希望者 

は 8 月末日までにお申し出下さい。申し込み・ご意見ご質問は、info@zenbunka.com まで。 

 

 


