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宗 務 所 便 り 
                                         2005 年 8 月 1 日発信     №．13 

 

                                         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、お見舞い申し上げます。 

盆施餓鬼、棚経と盆行事が続く一番忙しい季節となりました。裏を返せば檀信徒とふれあう絶好

の布教機会でもあります。会報・寺報などの配布を通じ日頃の活動を周知徹底する機会を無爲に

する手はありません。顔を合わせる機会でもあり、この場をどう生かしてゆくか！どのようにア

ピールするかで花園会員との信頼関係が緊密になるのではないでしょうか。各寺院環境にあわせ

て教化に工夫をしてゆきたいものです。何もしないモノには発展はありません。 
お身体たいせつにご精進下さい。 
                                        頓 首 

 
7月の報告 
4日     法式梵唄研修会（禅文化研究会）        於、白林寺 

 5日     教区連合会 会議               於、江南市民文化会館 

 5日     涅槃堂運営委員会               於、本山 

7日     部落解放講座                 於、愛知勤労会館 

8日     花園会会長会                 於、本山  

18日     13部 台番1759 円光寺閑栖  山田省念和尚遷化 81歳 

20日         愛知同宗連役員・担当者研修会         於、立正佼成会・中部教区 

20日     本山参拝推進委員会              於、本山 

23日     ５部 台番1601 少林寺閑栖 山田義宣和尚遷化 92歳 

27日     詩偈研究会                  於、徳源寺 

28日     本山集団得度式                於、本山 

28日～29日  本山学徒研修会                於、本山  

      

8月の予定 
8日～17日  宗務本所・宗務所・支所 盆休み        於、宗務本所（所・支所） 

20日～30日   本山安居会                  於、本山  

26日～28日   花園会夏季講座                於、本山・花園大学 

27日～28日   禅寺一日入門（青年僧の会）          於、妙興寺  

       

 

＜報 告＞ 

 
◎ 法式梵唄研修会（主催 禅文化研究会）の報告 
去る 7 月 5 日白林寺において 30 余名が集い研修会が行われた。基本節に則った各お経の始め

方(発声法)を繰り返し実習し教わった。これは単純なことであるが大変意義あることであろう。

また、斉会の回向を中心に読み方、奉じ方など、他の質問事項にもお答えいただいた。 
講師は、斉会には立ち維那をたてて行って欲しい旨希望された。 
 

◎ 部落解放講座の報告              各部人権擁護推進委員 
基調講演「人権のステージ 部落問題解決に向けて」講師：奥田 均（近畿大学教授） 
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7 部推進委員  新徳寺 熊谷秀道 

今回の講演で、部落差別の現実を改めて知らされた。若い世代には無い事と思い、何気なく雑

談のつもりでも、自分達がその当事者と間違われると考えるらしい。普通の声で話す事も憚られ

る、勉強の題材にはしてはいけない事のように考えられているようである。このように部落問題

は出身の外で起こっている。出身者のいないところで差別が起こっている。社会全体で差別を残

しているのである。部落差別は被差別の現実だけでなく、加差別の現実も見るべきである。 

 

例えば、子供の進学時に学区内に地区があるか気にしたり、特に結婚時に気にしたり、その時に

なると顕れてくる事がある。これが最後の越えがたい壁の存在なのである。 

とはいえ現在、部落外の通婚は拡大している。このことからこの問題は取り組めば変わる事が証

明された。 

しかし 5組中 1組に差別体験がある。結婚反対、結婚式出席拒否、親族付合拒否、新居の場所ま

で指定されたりと、若い世代ほど被差別体験が多い。 

 

何故なら以前は見合いが主流で、部落出身者は既に排除されていたのである。差別を体験すら出

来ない差別があったからである。それが今では自由恋愛に移行し、壁の存在が顕在化してきてい

る。壁による破談の 3割前後は同和地区が問題である。結婚相手として本人自身ではなく、住ん

でいる土地で判断して選んでいるのだ。この問題はいじめと同じで、報道されて始めて判る事が

多い。覆い隠されてしまうからである。 

差別は被差別の人達に見えない心の傷を負わせているのである。問題解決するには我々市民一人

一人が当事者なのである。 
 
 

分科会「愛・地球博 地球市民村からの発信」 
 「①アジアおはなしの家（秦辰也氏）」講演から  8 部推進委員 関無院 篠田宗徹 
 
 ｢地球の英知・環境｣がテーマの「愛・地球博」では各国のユニークなテーマで 11 のパビリオンが出展され

ているが、そんな中で手作りの目立たぬ「人権・環境」の地球的問題を提起しているのが「遊びと参加ゾーン」

としての｢地球市民村｣。ここは世界中から30ユニットのNPO/NGOが毎月交代で紹介・展示を実施している。

7 月は「平和」がテーマで、「アジアおはなしの家」と「みんなでなくそう・対人地雷館」の２つの団体が中

心に出展している。午後の講演では｢アジアおはなしの家｣を中心に傾聴することになった。 
 
国内の NPO 法人数は現在 2 万団体以上を数えるが、国際協力関係 NGO は 4～500 団体（2.5％弱）で、政

府の OED 予算のうちわずか１％程の拠出予算。欧米各国の NGO が 10％から 40％という予算配分があり国

連や各国政府と肩を並べて堂々と世界各地で活躍しているのと比べれば、殆んどが予算が無しか手弁当に近い

苦しい予算の中で運営されている。国際協力は政府まかせという国民感情の強いなかで、国際空港セントエレ

アが開港し、在日外国人数も多い愛知県民はもっと国際協力について考えるべき時期にあろうか。「アジアお

はなしの家」はシャンティア国際ボランティア会（略称 SVA）が運営するものである。 
 
おもにおはなしを中心に国際協力活動をしている NGO。絵本を難民キャンプに届けたり、移動図書館活動

や常設図書館をつくって現地スタッフと共に、ろくに学校への行けない子どもたちに本の読み聞かせをしたり、

学校を建て子どもたちの教育や奨学の援助をしたり、民話を素材に絵本を作ったり伝統文化を掘り起こして差

別や貧困を乗り越える力を出し合う交流をしたりとその活動は幅広い。もともと SVA の「シャンティ」とは｢平

和・寂静｣を意味するサンスクリット語からきたもので、世界の人々と「共に生き、共に学ぶ」ことを通じて、

心の平安に根ざした平和な社会作りをめざしたもの。 
 
1980 年、タイのカンボジア難民キャンプで「曹洞宗東南アジア難民救済会議」として活動をスタートさせ

たものが、現在ではタイ、ラオス、カンボジア、アフガニスタンに事務所を置き、子どもの教育、文化の支援

活動や昨年 12 月 26 日に発生したスマトラ沖大地震と津波災害など、国内外の緊急災害支援や復興支援にも

取組むなど年々活動の幅を広げている。 
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今回講師の秦辰也氏は大学時代に米国留学をし、帰国後は一般企業から SVA 活動に出会い、以来 22 年うち

17 年間はタイのバンコクを活動の拠点に活動してきた大ベテラン。タイ国境には約 15 万人からのカンボジア

難民があふれ、医療・食糧・シェルター（仮設テント）の援助からはじまり様々な援助が求められているが、

資金無しの日本の NGO としてまず始めたのが、将来の国づくりに役立つ人々のためになること、キャンプの

中で生まれ育ち、貧困と偏見と差別の中でレッテルを貼られている子どもたちにまず絵本を届けることから始

めたという。当時のカンボジアでは焚書政策で本が無いため、国境の寺院に辛うじて残っていた本をガリ版で

復刻したりして届けた。カンボジア語を知らないために日本語の絵本に貼るシールが逆さであったりと、当初

は散々の苦労があったと云々。 
 
移動図書館で本を届けると子どもばかりか母親や老人までが、砲撃の音が響く中で移動車を取り囲み、貪るよ

うに読むなど予期以上に喜ばれ、戦場で本当に必要なものは本であり心の平安の渇望だと教えられたとも。こ

うした活動は国連機関でも次第に認められ、タイ、カンボジア、ミャンマー（旧ビルマ）の難民キャンプや貧

困の村々、都市スラムにも根をおろし、常設の図書館も設けられて地域活動の中心になってきている。因みに

秦氏の奥様はタイの難民の中から苦労して勉学し、読み書きができないために騙されてしまう子どもたちを救

おうとして 16 歳から学校を立ち上げ 1 日 1 バーツをとり、それで水を買い、子どもの身体を洗い、鉛筆を 4
本に切って渡して勉強させてきた女性。以来 1 バーツ学校を 10 年間かけて小学校・中学校を立ち上げ、政府

もこれを認知して公立学校に格上げしたほど。タイのスラム住民が作った NPO を立ち上げた最も初期の人物

の一人であるとのこと。 
 
 個々の SVA の活動ぶりは「愛・地球博」向けに作られた DVD 作品（10 分間）を使って補足説明がなされ

た。2004 年までに「子どもたちの心の栄養」とも言える絵本をカンボジア、ラオスなどに 58,700 冊送ってい

る。また、タイでは 96 タイトルの地元民話を出版し、図書館員を通じて読み聞かせなどを実施している。さ

らにパワーポイントを利用しながら昨年末のスマトラ沖大地震の緊急救済活動の生々しい様子として、タイの

プーケット島近くパンガー県ナムケム村の実情を報告された。ここでも SVA は図書館や移動図書館を居場所

として活躍し、不法滞在者や少数民族のコミュニティ作りに貢献している様子を語られた。災害地の子どもた

ちの心の傷はなかなか癒えないが、傍に居て互いに支えあう関係こそが一番必要であることや、「災害大国日

本」に蓄積された災害防止ノウハウを持ってもっと助け合う必要性を強調された。例えば安政元年に起こった

安政東海地震に和歌山県広川町にあった実話「稲村の火」の絵本を、タイ語に翻訳して近々2,000 部出版する

予定と云々。 
小さな一冊の本がひょっとしたらその人の人生を変えてしまう力を持っている。7,000 世帯ほどのスラム街

に 20 年前に足を踏み入れた中での経験の一つとして、家に居れないで図書館に足を運んだオラタイちゃんと

いう少女が「大きなカブ」というロシア童話に夢中になり、大きくなってタイの名門大学に入学し、在学中に

早くも外交官試験に合格し、ロシア語のできる彼女はロシアとの架け橋になりたいと考えている例。また、少

数民族モン族の男の子は法律家になって小数民族の人権を守ってゆきたいと頑張っている例など、具体的な難

民スラムの人々の目を瞠るような成長ぶりを報告された。また、日本の新潟地震災害では、日給 200～300 円

に満たない人々から、災害ではお互いの協力のしあいこそ大切だと言って、ラオス、カンボジアの人々から

10 円、20 円と募金が集まり、何と 450 万円もの大金を日本に届けてくれと集めてくれたと云々。災害時には

同じ人間として「共に生き、共に学ぶ」と言う原点からの発想が最も大切だと締めくくられた。 
 
 
分科会「愛・地球博 地球市民村からの発信」 
 「②地雷廃絶日本キャンペーン」講演から  9 部推進委員 福昌寺 羽澄直樹 
        ＪＣＢＬ 水谷勝彦氏 

  対人地雷は悪魔の兵器とも言われる。 次のような特色がある。 

 ① 無差別性 

   兵士、民間人、男女、子供、動物の区別なく踏んだ者すべてを傷つける。 

 ② 残虐性 

   地雷を踏んだ為に、泥や草まで身体に食い込み、人間をボロボロにしてしまう。速やかに

取りことは少なく、８５％の人が障害を持って生き残り、永久的な治療が必要となり国力

の低下と精神的苦痛を抱えることを目的としている。 

 ③残存性 
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   一度 埋設されると、半永久的に効力を保ち、戦争が終わっても誰かが踏むまで待ち続け

るのである。 

  地雷の製造量費は 3～10 ドル。 撤去費用は 100～1000 ドル。 

 保有国は ①中国 ②ロシア ③アメリカ ④パキスタン ⑤インド ⑥ブラジル ⑦韓国  

約 14，000 万個 

 埋設国は ①エジプト ②イラン ③アンゴラ ④アフガニスタン ⑤中国 ⑥イラク  

⑦カンボジア        他 全世界に 7000 万個 

 持っている国による撤去費用の支出は無く、誠に遺憾なことであると思う。 100 円の義援金

で、1㎡の地雷の撤去と、6，000 円～18，000 円で被害者の義足が出来ることを知って、協力

して頂きたいものである。 

 
 
分科会「住民基本台帳閲覧問題と個人情報保護法」 10 部推進委員 文永寺 野呂全法 
個人情報保護法とは（プライバシー）を完全に保護出来えるか疑問である。 今日の様にコン

ピーター中心の社会に於いて、情報の漏れる事は容易であるが、一般社会に対して、如何に基本

的人権の線を引くか問題であろう。 また、住基ネットに於ける情報の閲覧、取引は、第三者に

よって行なわれる事が多く、犯罪の温床になりえる。 犯罪のみならず思想的、宗教的等の差別

問題に発展する恐れがある。 何れにしても、公共機関における閲覧は、厳しい審査の上、公開

される様に配慮されたいが厳しい現状である。 
 
 
◎ 愛知同宗連役員・担当者研修会の報告  教区人権擁護推進副員 泰雲寺 龍山正純 

７月 20 日、立正佼成会中部教区にて平成 17 年度愛知同宗連役員、担当研修会が行われた。講

師に加藤敏明氏を迎えて「個人情報保護と人権～加害者にも被害者にもならないために～」をテ

ーマとしてビデオ学習と研修が進められた。 

 

講演の内容 

この世の中、個人情報が行政機関だけでなく民間業者など至る所に大量に集積され、それが様々

な形で利用され、時に外部に流出し、売買されているという現実がある。 また、結婚や就職の

際に行われている部落差別調査に典型的にみられるようにセンシティブ情報（繊細な情報）の流

出によって深刻な人権侵害が起こっている。 

情報社会が到来する中で、個人情報保護の方針と計画を策定し、実施、監査、見直しを繰り返し

ながら、個人情報保護の取り組みを徹底する必要がある。 

         
 
◎ 連合会会議   
去る７月５日の連合会会議について 参加者 役員５名、参加者 14 名。 

事務局長 橋本大智師の司会により、詠道部長 仙石智演師の開会挨拶があり、引き続き議題に

入りました。  
  
１、第１９回御詠歌奉詠大会の会計報告が行われ、全員の了承を受けました。 

 ２、第１９回御詠歌奉詠大会の運営については 
   ・役配について適材適所ではなかった 
   ・御詠歌用の机・椅子のセットは全員が持ってくる 
   ・役配に名前があっても来ない人間がいるなど批判や建設的な意見を頂きました。 
 ３、当分副詠道部長は１人でいき、事務局にもう一人の増員をする。  



 5

 ４、第２０回御詠歌奉詠大会の日にちは５月２５・２６日を第１希望として予約し、記念大会

としていろいろな企画を考える。 
などが協議されました。最後は副詠道部長 日坂宜祥師の閉会挨拶で終わりました。 

 
 
◎ 花園会会長会に出席して             教区花園会会長  森 宏之 
７月７・８日平成１７年度第１回会長会が開催され出席致しました。 

第３次細川内局の発足に伴い、松井総務部長、池上常任布教師様が留任となり、教学・財務・花

園・法務各部長様が新部長として就任され、特に我が教区より花園会本部長として、前教区宗務

所長である大興寺一色宏襄住職様の就任には、愛知西教区の誇りであり花園会活動発展に一層の

ご指導ご教示を頂ける物と確信しております。 
 
 ５名の新会長を迎え全国２７教区全員の出席をもって、微妙殿で開会式が行われ、管長猊下よ

り「お寺は檀信徒あってのお寺であり、檀信徒はお寺あっての檀信徒である正に車の両輪である、

その関係を繋ぐのが会長の務めである」両者の関係が希薄に成りやすい現状を強く諭され、意識

をもっての活動の重要性を指摘されました。 
 
 細川宗務総長より「現社会は物を得て心を失った、昨今の世相は目にあまる状況である、最近、

二宮金次郎が注目されているが、親孝行と勤勉の心である古来の心を取り戻すことが社会を変え

る事になる、まず妙心寺の檀家から心を取り戻そう、それには組織力が求められ、禅の素晴らし

さを分かりやすく説き広める事が日本を救う道である。」 
昨年の国内外の災害に際し、多くの寺院、信徒の方々からの多額の義援金に対し、総長はこの心

こそ求める心であると感銘された。       
 
  一色本部長挨拶において「釈尊は共存共栄を説かれ、全てに仏が宿り『おかげさま』の共生

の心を持って生きていくこと、人類の幸福と世界の平和を『おかげさま』の教えを生かし、未来

に伝えていくことを世界に発信する。 
宗教者が悪い目で見られる現実のあることには、僧侶の自覚が大切であり、研修会で資質の向上

を図り社会に受けられるよう努める。 
教区の配布物は全ての檀信徒に配り、会員に伝える使命がある、又本部研修の寺院役員研修会に

は、責任役員は本山で研修を受けて頂き、英知を借り花園会の発展と多くの人々に教えを広め伝

えて行きたい」 
人間一人では生きていけないことの生活信条の大切さと、僧侶、役員共に日々の研鑽に努めるこ

とが花園会発展に繋がると教示されました。 
 
  審議に入り、平成１６年度花園会事業報告及び決算・１７年度事業中間報告を受け、全員の承

認をもって可決され、特におかげさま献金一覧表として災害義援金名簿が８ページに亘って報告

がありました。 
 質疑応答において、花園会員数の正確な把握についてー申請により正確な人員と心得ているが、

住職の意識の問題もある。又役員研修会の指導内容と菩提寺の運営とが乖離している（会計公開）

ー本山と末寺の考えの違いはある、研修をもって現状の教育をする。 
 
率直な意見の交換が行われたが、総意として、本山と寺院・住職と信徒がお互い意思の疎通を図

ることが肝要で、その結果円滑な運営と檀信徒との交流を深める事になるようです。 
本年のテーマ「人の身になって尽くしましょう」今求められている心が示されているようです。 
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＜お願い お知らせ＞ 
 

◎ 秋特別布教 
当教区への巡教師は、四国西教区 台番 0281 愛媛県大州市 城願寺住職 五葉 光鐵 師。 

開教希望寺院は早めにお申しで下さい。 
 
 
◎ 花園会女性部研修会 参加者の募集を 
来る 9 月 26 日（月）午前 10 時より午後 3時頃まで、宗務所（白林寺）に於いて、花園会女

性部研修会を行ないます。 

各部より 女性部会長様を含めて 5 名 の参加者募集をお願いいたします。 内容等につきま

しては別紙にてご案内をいたします。 

支所長様には お盆のお忙しい時にて恐縮ですが、8 月末までに各部でまとめて、参加者氏名、

住所を宗務所まで報告下さいます様にお願いいたします。 
 

 
◎ 禅寺一日入門の参加者募集 
 恒例の「禅寺一日入門」が開催されます、参加者募集にご協力下さい。 

 

日時：平成 17 年 8 月 27 日(土)午後 1時集合～28 日(日)午後 1時解散 

会場：妙興寺(臨済宗妙心寺派) 一宮市大和町妙興寺 2438 

電話番号： 0586-45-1973 

費用  ：5,000 円  ※当日受付にてお納め下さい。 

募集人員：定員 50 名 

申込先 ：〒493-OOO1 一宮市木曾川町黒田字宝光寺 38 宝光寺 六鹿正紀 

        電話番号 ： 0586-86-2240・FAX 番号 ： 0586-86-2314 

申込方法：葉書・FAX で住所、氏名、性別、年齢、電話番号を記入してお申込下さい。 

申込締切：8月 22 日(月) 

服装  ：坐禅のできる服装(トレーニングウェアーなど) 

持参品 ：タオル、洗面用具、運動靴、常備薬 

主催  ：臨済宗妙心寺派愛知西教区青年僧の会  後援  ：妙興寺 

 
 
◎ 新涅槃堂の運営について 
 妙心寺の新涅槃堂が来春には新しく運営されることと思います。納骨・永代祠堂供養につい

てご意見がありましたら何なりとお聞かせ下さい。愛知県から改築志納金が 1690 万余寄せられ

ており全国でトップの実績です。委員会での協議・決定事項が議会で承認実施されてゆくことに

なります。愛知西教区の実態（貢献度）からすれば大きく意見が反映されます。 
忌憚のないご意見を宗務所までお寄せ下さい。 
 
 
 
 


