
宗 務 所 便 り 
                                          2004 年 12 月 1 日発信     №．5 

 

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

謹啓上 師走の声を聞いてやっと寒さが募ってまいりました。 

ここ数日、乗用車内でインターネットで知り合った者同志で集団自殺が相次いでいる。「死に 
たい」「消えてしまいたい」との共通意識で道連れの友を誘い、自らのいのちを共に絶つ。 
なぜだ！何故死に急ぐのだろうか！我々は、宗教者として悩める青壮年に対し耳を傾けているで 
しょうか。積極的に働きかけているでしょうか。先祖供養だけの、待ちの活動では寺院は衰退の 
一途だと思います。近隣社会に対し今こそ出てゆきましょう。僧侶として恥じないよう・・・ 
                                        頓 首 

 
11月の報告 
   2日     愛知同宗連 現地学習会         於、奈良 水平社など 

   10日          詩偈講習会               於、徳源寺 

10日～11日  花園会本部研修会 寺院役員研修会    於、本山  

11日     寺院セミナー 準備会          於、宗務所  

16日     支所長会                於、吹上ホール   

  16日     第2回教区寺院セミナー          於、吹上ホール    

  17日     教区寺庭婦人会 研修会         於、ノリタケの森  

  22日     教区花園地方大会            於、吹上ホール 

  24日     愛知同宗連 役員会           於、立正佼成会 名古屋教会  

  24日     禅文化研究会 研修会          於、ナディアパーク 

  27日～30日  微笑会地方大会             於、静岡  

 

12月の予定 
1日～ 2日    花園会女性部大会                於、熱海ニューフジヤホテル 

 4日      青年僧の会 餅つき             於、名古屋市 港斎園  

   7日       2004年「人権週間」記念集会        於、中区役所ホール 

   8日      成道会 

   8日      詩偈研究会               於、徳源寺 

 10日      青年僧の会 托鉢            於、名古屋市 港斎園 

 11日～12日   開山忌高齢者招待            於、本山 

 12日      妙心寺開山忌              於、本山 

 24日      御用納め (御用始め 1月11日)        於、宗務本所   

  

＜報 告＞ 
◎ 愛知同宗連 現地学習会の報告          教区人権擁護推進員 

愛知同宗連・現地学習会が、11 月 2 日 奈良・水平社歴史館等にて開催された。 

 10 時 30 分、奈良県御所市柏原「水平社博物館」に集合。 11 時より 職員の方に博物館内を 

案内、説明を受けた。 隣にある柏原解放センターにて昼食、 午後 1時よりフィールドワー 

ク解放運動の場となった西光寺・燕神社・神武天皇神社・坂本清一郎宅跡・水平社宣言記念碑 

の見学、説明を受けた。 
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 1922 年(大正 11 年)3 月 3 日、京都・岡崎公会堂に全国各地から部落民 2000 人余らが参集して 

創設した。「水平社」は近世以来の封建的身分差別にもとづく部落差別の解消を目的とした部 

落民の手による全国組織である。  

「水平社宣言」は、同・岡崎公会堂で採択されたものが、「宣言」であり、日本の歴史上初め 

ての被差別者自身が、自主的な運動で解放を勝ち取ることを宣言した歴史的文章である。筆者 

は西光万吉という御所市柏原の被差別部落の青年であった。 

 

 1986 年、水平社発祥の地、柏原で地区改良事業が着手され景観が変貌するにつれ、水平社 

魂が希薄化が危惧されてきた。 柏原に闘いの歴史を永遠に残し、多くの名も無き諸先輩が差 

別に抗していきてきた事実を掘り起こし、足跡を保存していくことの重要性を感じ「水平社歴 

史館」が建設された。1999 年 4 月より名称を博物館に変更。 1F には、人権ふるさとマップ、 

映像で紹介する全国水平社の活動家。 2F には、プロローグ、水平社創立前史、ファンタジ 

ーシアター、全国水平社の展開、全国水平社を支えた人びと、ビデオコーナー、エピローグと 

資料などが展示してある。 プロローグ (坂本清一郎『回想録』より) の一説が原書、パネ 

ル、朗読されている。  

 

「私は始めて穢多と云う語を覚へ、自分は穢多に生まれたと云うことは、ちょうど 七・八才 

の小学校入学してから間もない時であった。 一般(外村)の上級生からは云うまでもなく、信 

頼している先生さえも差別の目を持っていた。 学校から帰ると常に母に質した。 穢多と云 

う事はどんな事か。 なぜ私等の者丈けがキラワレタリ、井ジメラレタリスルのか。 それハ 

自分等の先祖は穢多であったからだ。 皆因縁事だ。 勉強さへしてエラクなったら、そんな 

事はなくなるのであるのか、全々解せなかった。」このように説明が始まる。  

是非一度はこの博物館を訪れていただきたいと感じた。 

 

 自分には 差別は関係ないと思ってみえる方があるかもしれないが、無意識の中で 今まで 

の習慣と思ってやっている事が差別を起しているかもしれない。 無知は差別を生む要素でも 

ある。研修会に参加して切実に感じる。 

 詳細な資料は  

   http://www1.mahoroba.ne.jp/~suihei/message.html を参照下さい。 

  

◎ 花園会本部研修会・寺院役員研修会に出席して  教区花園会会長 森 宏之 

晩秋としては暖かい陽気の中、11月10・11日第43回本部研修会、第11回寺院役員研修会に参加 

し、今回は、170名という多数の出席者で開催されました。 

1日目、微妙殿にて、花園大学芳井敬郎先生より「花園法皇と宮廷文化」についての講義を、 

興味深く聞かせて頂きました。 12才で帝位に就かれ、22才で9才年上の後醍醐天皇に譲位を 

された、花園天皇は、真言、天台宗も理解され,浄土宗にも興味を持たれた、仏教へ、帰依の 

厚い天皇であります。先生の文献によりますと、後伏見・後二条上皇の影響を受け、矢の催促 

で譲位を責められた天皇は、既に10年を在位し、天意であると悟り、人を恨まず、後醍醐天皇 

を兄のように慕われ、譲位をされた誠に寛容で慈悲深い天皇であられたそうです。 

先生の講義を聞き、法皇の仏法への熱い思いが、禅の心として、受け継がれ、今ある思いを強 

くしました。 
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開会式には、管長貌下より「住職だけで無く,役員の皆様の力無くしては出来ない、自他共に 

思う心で、お寺に尽くして欲しい」と寺院と役員双方の自覚と貴任を示して頂いたお言葉でし 

た。 

「寺院役員のあり方」を、松井総務部長様より、妙心寺派の寺院数、檀信徒数、花園会員世帯 

数の説明があり、兼務寺院、青空寺院の現状と運営維持の課題のあること －仏の教えを通し 

て、心の安らぎを得る人間形成がお寺の目的活動であること －寺院の運営は、住職も含め貴 

任役員会は、宗教法人である寺院の事務決定機関であることなど、分かりやすい説明に、参加 

役員もお寺を再認識し、今後の活動に大変参考になったとの大方の評でした。 

 

2日目は早朝、開扉された清浄な、法堂にて座禅を行いました。龍の眼は立っ位置、見る角度 

によって変化すると言われる天井雲竜図の下、姿勢を調え「数息観の呼吸を繰り返し、最初は 

息苦しさを覚えますが、心身の調和を得る呼吸の大切さを教わりました。 

全体討議には、前日170名が5班に分かれ討議された意見を、1班よりそれぞれ議長が発表され 

た。主な内容を列記しますと、 

 

①寺院と檀信徒との関連行事－座禅、写経、月見の会、仏画の会、ゴルフ・スキー、釋迦甘茶 

祭り、水子供養を行ない親睦、交流を図っている。 

寺院の会計、運営をオープンにすることで、寺院に対する意識が高く、協力的である。 

②寺院の運営と課題－墓地の造成と分譲により、資金調達をしている。檀家が少なく運営が困 

難である。由緒ある寺院なので保存会が世話をしている。又有志が会を作り運営のお手伝い 

をしている。役員の若返りが必要である。 

③寺院への要望－お経の内容、写経の意義を知りたい。住職が熱意を持って先頭にたって活動 

し、檀家の意見も聞いて欲しい。 本山から寺院への指導を徹底してもらいたい。 

 

総代、責任役員が寺院への関わり合いを、生々しく語られ、生活の中にある寺院との関係を強 

く感じました。 それだけに、来るべき次世代へ継ぐ役員が寺院への関心と、交流が持てるか 

どうかを思うとき、現総代、役員が積極的に行事の呼びかけを行ない、共に運営に参加するよ 

う勧める責務があると思います。 

１１月１１日は、花園法皇様の命日により法堂にて、須弥壇上に法皇様の掛け軸が祀られ、 

管長猊下直々、僧侶一同の読経をもって、厳粛に法要が執り行われました。法要後、信徒によ 

るご詠歌が奉詠され、鈴鉦の音色に合わせ、詠えるご詠歌は、心の安らぎと解放感を、味わう 

至福の時であります。 

 

そして、今回は石笛演奏家、横沢和也先生による、竹笛と石笛を聞かして頂いた。横笛は、人 

間の都合に合わせて作り吹く笛に比べ、直径１０mm深さ２５mmの穴のあいた、自然石の石笛は、 

人間が歩みより、息吹を吹き込む笛であり、発せられる音色は、法堂一杯に響き高く澄んだ音 

は、心に強く印象をのこす、不思議な魅力ある音色でした。 

横沢先生は海外での演奏活動も多数され、独自の作品を創り、高い評価を受けた演奏家だそう 

です。 

2日間を通じ、寺院役員の現状の活動、課題、要望等を聞き、色々の問題を持ちながらも、人 

と人との交流の場を作り、寺院を大切に思う心が、活動を止めることなく継続させている原動 

力であること、又各地区役員の在り方を知る事の出来た有意義な研修、勉強会でした。 

  

◎ 支所長会報告                     教化主事 

去る、11 月 16 日 名古屋中小企業振興会館 4F 第 7 会議室にて、支所長会が開催された。 

議題は 度重なる災害(新潟県中越地震、その他の災害)に対しての義援金について。 
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 妙心寺派宗務本所、花園会本部をはじめ 多方面から今年起きた災害に義援金の援助が伝え 

られている。 当教区としても 罹災者に義援金の援助を審議していただき 義援金を送るこ 

とになった。 各寺院単位として、1 ヶ寺 一口 5,000 円を目標とし、各寺院が宗務所に振 

込み用紙を使って送金をする。 期日は年内とし、委託先は中日新聞(社会にアピールは必要 

である)とする。 この活動は、花園会の活動として、花園会員に協力いただくことを目的と 

する。 支所長様は「振込み用紙」「義援金のお願い」を配布していただく。 義援金はあく 

までも任意であり、強制するものではありません。 切にご協力をお願いいたします。 

 

◎ 第 2 回教区寺院セミナー報告           寺院セミナー運営委員 
平成１６年度 第２回教区寺院セミナー テーマ「見極める」。  
11 月１６日（火）吹上ホール ４階第７会議室に於いて 第２回教区寺院セミナーが開催さ 
れました。 住職、副住職の方々以外にも 他宗派の方や、寺庭様も多数御参加いただき 無 
事円成いたす事ができました。 
 

 第一部では、日本テンプルヴァン社長・井上文夫師の講演 少子高齢化社会から予想した５０ 
年先の葬儀について、今までのように仏式の葬儀がどんどん減少していく事や、歯止めのかか 
らない少子化現象と、それによる無縁墓地増加の問題について警鐘を鳴らされていました。 

 第二部では、前回台風６号の影響で無念の中止となりました、立命館大学国際関係学部教授 
安斎郁郎師の講演が今回は無事にとり行われました。 「人はなぜ騙されるのか」というテー 
マに基づき、スプーン曲げのカラクリを実際に披露したり、日本の近年のオカルト事情を非常 
に危惧されていました。 ユーモアも交えて大変な盛り上がりを見せていました。 

 

◎ 愛知西教区寺庭婦人会 研修会報告      寺庭婦人会会長 木下道子 
 雲一つない青天の 11 月 17 日、寺庭婦人会研修会を 44 名の参加で「ノリタケの森」にて行い 

ました。 
 初めに、クラフトセンターに於いて、絵付けの体験をしました。 それぞれに思い思いの絵柄 
をプレート もしくはカップに描きました。 皆さん期待以上の出来映えに作品を作り上げ、 
今頃は毎日愛用してみえる事と思います。 自分の作品というのは 一層の愛着が湧くものだ 
と思います。 

 その後 レストラン「キルン」で美味しい食事をいただきながら日頃の自坊での様子や活躍を 
語らい交流を深め、正に、反省もし、為にもなり 勉強になりと研修の豊かな時間に身(お腹) 
と心は充実したことでした。 

 

◎ 第 49 回花園地方大会報告               第 1 ブロック長  

秋晴れの好天に恵まれ、僧俗あわせて約三百名が会場に足を運んだ。 
午後一時 花園会会長森宏之氏の開会の辞にはじまり、宗務所長挨拶、般若心経、生活信条、 
信心のことば唱和、花園会本部長の挨拶と続き、記念講演では講師のジョン・ギャスライト氏 
が民族衣装にて登場し、聴衆のド肝を抜いた。 
  
講演内容は、自分の生立ちから、現在の生活環境や活動内容をスクリーンを使い画像と共に話 
は、続きました。 休憩をはさんで、唄と踊りと津軽三味線の熱演に幾度となく拍手がわき起 
こった。 最後に、花園会副会長西川豊長氏により、大会宣言決議が読みあげられ、午後四時 
散場。 出席者一同、感動の裡に会場をあとにした。  
当日募金をいただきました義援金総額は 210,792 円でした。 ご協力いただき有難う御座い 

ました。                                    
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◎ 愛知同宗連 役員会報告            教区人権擁護推進委員 

去る 11 月 24 日、名古屋市中区、立正佼成会・中部教区(名古屋教会)にて役員会が行われた。 

報告事項は  

１．部落解放・人権政策確立要求 第 2次中央集会 9 月 8 日 東京・星陵会館 

 ２．部落解放・人権政策確立要求 第 3次中央集会 10 月 28 日 東京・日本教育会館 

３．部落解放・人権研究会 第 2回研究会 9 月 30 日 名古屋市中文化センター 

４．部落解放研究 第 38 回全国集会 10 月 6～8 日 三重県伊勢市 県営サンアリーナ 

 

５．「人権侵害救済法」の早期制定をめざす研修会 10 月 26 日 名鉄組合会館ホール 

６．「愛知同宗連」現地学習会 11 月 2 日 奈良・水平社 

７．第 19 回都府県「同宗連」と「同宗連」との交流会 11 月 11 日京都・真宗大谷派宗務所 

８．部落解放愛知県共闘会議 第 29 回定期総会 

９．第 2 回人権啓発研修会  11 月 18 日 名古屋市公会堂 

     

協議事項 

１．第 17 回「愛知同宗連」講演会について 平成 17 年 2 月 22 日 名古屋市中村文化小劇場 

    ハンセン病について  

２．役員会の予定  平成 17 年 1 月 25 日、3月 10 日の開催予定 

３．平成 17 年度「同宗連」総会の予定  平成 17 年 4 月 20 日 午後 2時 30 分 立正佼成会 

 

今後の予定 

１．2004 年「人権週間」記念集会 12 月 7 日 午後 6時 30 分より 名古屋市中区役所ホール 

 

◎ 禅文化研究会 研修会報告 
去る 24 日、デザインセンターに於て禅文化研究会の研修会が 20 名余の参加を得て行われた。 

竹貫元勝先生の「日峰宗舜と妙心寺」と題し、宗舜の生涯、妙心寺復興活動など面白くうかが 

った。特に地元である美濃･尾張の行跡には興味深いものがあった。犬山瑞泉寺を開創する時 

代背景を聞き始めたところで時間となり、「続く」と相成った。 

 

＜お願い＞ 

 
◎  本山寺庭婦人研修会 
平成 17 年 3 月 2～4 日の 2泊 3日で、参加費 12、000 円。本山での研修会受講は義務制であり 

ます。寺庭婦人で未履修の方は是非受講下さい。 

履修希望者は、1 月末日までに宗務所へ申し込みください。 

◎  春季定期巡教 開教希望の取りまとめ                     
平成17年 春季定期巡教に開教頂きたく１月２０日までには 各部取りまとめご連絡下さい。 

開教希望寺院は、開教日・時間を申し出で下さい。同じ日に希望が集まれば調整しますが、

それでもダメなら 教区布教師会より派遣いただけます。 

本年の教区報に掲載の日時(例年ほぼ同じ開教です）を参考に計画下さい。 

 


