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宗 務 所 便 り 
                                        2005 年 11 月 1 日発信     №．16 
 

                                         愛知西教区宗務所長 武山廣道 九拝 
謹啓上 秋も深まり、ようやく朝夕肌寒さをおぼえるころと成りました。 

本年度の花園地方大会が第 2ブロック（3つの部宗務支所）で計画されております。昨年度は、 

第 1ブロック（8つの部宗務支所）で実施。例年各部の希望推進動員数が設定されるが、自ずと 

その数には不公平感がある。さてブロックの考え方を各寺院に相計って審議していただきたい。 

「やりたくない」との意見は、言語道断である。各ブロックが納得のゆく方向で収まることを期 
待します。 
                                        頓 首 

 
10月の報告 
5日        達磨忌 

  7日～11日 全国奉詠大会                  於、本山 

 11日    愛知同宗連 狭山事件現地研修会         於、埼玉県狭山市  

 12日    詩偈研究会                   於、徳源寺 

 13日～14日 人権擁護推進合同現地研修会           於、大阪四天王寺・悲田院 

 17日～18日 定期宗務所長会                 於、本山 

 19日    青年僧の会 研修会               於、名古屋・マナハウス 

 20日    教区花園会運営委員会              於、宗務所 

 21日～22日 第2部花園会 奉仕団参             於、本山 

 
11月の予定 
  1日    寺庭婦人会 現地研修会             於、馬篭・妻籠 

 1日～2日  教区寺庭婦人会 会長会             於、本山 

 3日～4日  妙心寺曝凉展（宝物展）             於、本山 

9日    詩偈研究会                   於、徳源寺  

10日    愛知同宗連 役員会               於、立正佼成会・中部教区 

10日～11日 第44回花園会本部研修会・寺院役員研修会     於、本山 

11日    花園法皇忌                   於、本山・法堂 

16日    研修会                     於、名古屋都市センター 

24日    第50回愛知西教区花園地方大会          於、江南市民文化会館 

 29日～30日 第16回花園会女性部研修会            於、花園大学、本山 

 

＜報 告＞ 
 

◎ 全国奉詠大会                    詠道部長 
去る、10 月 7 日より 11 日まで、第 55 回全国奉詠大会が本山妙心寺にて開催されました。 

当愛知西教区より 31 支部 524 名が参加されました。 全国からの参加者は 6000 人余り。 

始めは参加者が少なく、本山もご苦労があったそうです。 18 年度は静岡で全国大会が開か 

れます。 

愛知西教区でも また近いうちに全国大会を引き受けなければならないと思います。 その節 

にはよろしくお願いいたします。 
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◎ 愛知同宗連 狭山事件現地研修会           教区人権擁護推進員 
 去る、10月 11日午後 1時より、愛知同宗連主催の現地学習会が開催された。 
埼玉県狭山市にて「狭山事件」現地調査学習会（フィールドワーク）に参加し報告いたします。 
曇り空の下、西武新宿線・狭山市駅に集合、近くに在る「富士見集会所」にて開会式、愛知同 
宗連・石川議長の開会の挨拶があり、引き続き 部落解放同盟中央本部・安田聡氏の事件のあ 
らすじを説明され、狭山裁判内容の矛盾点を足取りを追いながら現地調査に入った。 先ず狭 
山市駅（入間川駅）①西口にて、当日の石川氏の行動の説明。 順次ポイント地点 ②荒神様 
③Ｘ字型十字路（出会い地点）④死体発見現場にて、裁判記録と証言の食い違いなどの説明を 
詳しく聞いた。近くの石川宅跡に事務所があり、当時の石川宅の台所と風呂場が復元され、裁 
判内容の矛盾点が一目瞭然に実証される。  
 
会場を富士見集会所に戻り、石川氏夫妻が迎えて懇談会を行なった。 石川氏は「犯人は兄で 
はないかとの思い込みから、家族との接見が許されず、また文字も書けない。そんな状況下の 
中での孤立にて、取調べの誘導にて自白をした。 文字が書けたら、兄に合えたらと思うと残 
念である。」と話された。 引き続き、裁判の証拠の件、家宅捜査の報告の矛盾点などの話を 
され、事件現場の近くに部落が有り、きっと部落の者の犯行であろうとの決めつけ捜査。 
狭山事件の問題は冤罪裁判ではなく、部落差別の権力闘争でもある。     
 
引き続き、妻・早智子さんが「膨大に調査資料を検察側は開示しておらず、沢山の矛盾点があ 
る。 資料の開示がされれば不当判決は明白になる。 来年には第 3次控訴審が始められる 
と考え、無罪判決獲得に向けて戦うので、皆様のご支援を切にお願いいたします。」と話され 
た。 運動の一貫として、緑のリボン運動が展開されている。 
午後 4時 20分 閉会にあたり、愛知同宗連・有路副議長が閉会の挨拶をされ散会となった。 

 
◎ 青年僧の会 研修会                     平成１７年１０月１９日 
名古屋中区 マナハウス会議室に於いて名古屋市 中消防署の予防課予防係から講師を招き 
【防災】をテーマに青年僧の会会員、２５名の参加のなか実施致しました。 
一年前の新潟中越地震の際、地震の強さを表すM（マグニチュウード）の数字で 6.7であり 
稀に無い大きな地震災害でした。過去にはM8以上の大地震は１００年から１５０年間隔で起 
きているもようですが、近年既にその時期が来ている現在も日本では大地震は観測されてはい 
ません。その大地震の可能性で筆頭にあげられるこの愛知県。東海、東南海、南海地震。中部 
圏への影響は計り知れないものと考えられています。 
 
地震災難を考えると、災害時には消防や警察、自衛隊などの機関が救助活動をするのが当然と 
思われていますが実際には、大型地震後の救援はほとんど不可能であると知らされました。 
というのも普段の火災や事故などには、即対応可能ですが自然災害となると別だそうです。 
過去の経験から判断すると地震等、災害が最も起こりうる時間帯は夜。機関の職員には夜勤時 
間にあたり待機人数は極少、従って地震災害となり広域となると消防職員だけでは当然、救助 
活動は行き届かない現状を聞きました。 
実際過去の地震での災害救助活動では、約 35,000人中、機関の救助 7,900人。その内、生存 
者半数以下。近隣の一般者が約 27,000人救助した中で 80％以上の生存者があり、救援機関の 
到着する前に一般市民の活動の有効さが明らかであったとの事。 
米国でもハリケーンによる災難など、世界中の災害が絶え間ない昨今、日本の消防機関で今一 
番気にかけている話題、震災について触れていただきました。 
災害に対して地元の自治能力の必要性を感じ、寺院の境内等の提供など、日頃から地域との関 
連性を考慮しておかなければならない実情を改めて認識しました。 
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◎ 定期宗務所長会 
去る 17.18 日に開催。報告は、部支所長様に配布してありますので回覧してください。ご不明

な点があればおたずね下さい。 

 ○ 教区開山遠諱法要（花園地方大会）は、平成 20 年 10 月後期予定。 

 ○ 花園会員祝品申請に際し、年齢の証明は必要なし。本部へ直接申請のこと。 

 ○ 妙心寺展が名古屋市立博物館にて開催予定です。 

 

◎ 教区花園会運営委員会 
 去る 10 月 20 日午後 1時 30 分より、宗務所において 平成 17 年度花園会教区運営委員会が開 

催された。 本尊・本派開山・本派開基諷経の後、教区花園会会長の開会挨拶、宗務所長挨拶、

座長の選出を行い協議事項に入った。 

  ① 第 50 回愛知西教区花園地方大会について （第 2ブロック長） 

  ② 平成 18 年度・花園会女性部全国大会について  

愛知西教区にて開催の依頼   （花園会本部 横山課長） 

    ③ 教区花園会たより「おかげさま」について （教化主事） 

  ④ 本山団参、奉仕団参について       （本山参拝推進委員） 

  ⑤ 教区花園会女性部研修会の報告      （女性部会長、教化主事） 

  ⑥ 定期巡教、特別布教について       （宗務所長） 

  ⑦ 無相教会について            （詠道部長） 

    ⑧ 花園会会計について           （教区会計） 

  ⑨ 教区青壮年部結成について        （宗務所長） 

以上の協議がなされ、教区花園会会長の閉会の挨拶にて終了した。 

 詳細な議事録は、後日 各支所長様に発送いたします。 

 
◎ 支所長会の報告 
去る 10月 20日 教区花園会運営委員会の後、支所長会が開催された。最初に宮川議員より 
第 108次定期宗議会の報告がなされた。続いて、宗務所長から 定期宗務所長会の報告がさ 
れた。続いて、第 1ブロック長から「教区花園地方大会」開催に関し、ブロック単位の開 
催について変更の提案がなされた。 協議を進めたが各部に持ち帰り検討する事になった。 

 
＜お願い お知らせ＞ 
 

◎ 第 16回花園会女性部研修会 
来る11月 29日(火)午後 1時より 30日正午まで、花園大学、花園会館等におきまして「第 16 
回花園会女性部研修会」が開催されます。 花園大学・山崎イチ子教授の特別講演と福祉介護 
実習。懇親会には、つづらの あつし・日比野千晶コンサート。翌日は 花園会本部長の講演 
が行なわれます。 参加推進をお願いいたします。 締め切り日、11月 20日。    
申し込みは、支所長様 → 宗務所長 → 花園会本部へ。 
 

◎ 第 50回教区花園地方大会の開催 
来る11月 24日(木)午後 1時より、江南市民文化会館におきまして「第 50回 愛知西教区花 
園地方大会」を開催いたします。 記念講演は「40半ばからの第二の青春は畑違いの芸能界」 
と題して、辻 イト子さん(タレント・漫才師)にお話をしていただきます。 
今回は、第 2ブロックの皆様にお引き回しをしていただきますので、宜しくお願いいたしま 
す。 また、各支所長様、部花園会会長様、部花園会女性部会長様にはご出席・ご荷担をお願 
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いいたします。  
参加ご希望の方は、申込み書に記入の上、参加費 1000円を添えて、9部支所長・吸江寺様へ 
申し込み下さい。 満席になり次第 受付を修了させて頂きます。 
 
※花園中学高等学校 教育支援墨蹟展のご案内 
 大会当日、妙心寺派管長様はじめ各派管長、御老師様方の教育支援墨蹟展が併修されます。 
ご協力ご支援賜れば幸甚に存じます。 
 

◎ 各部・寺院セミナー運営委員の改選、選出のお願い 
各部の寺院セミナー運営委員が来春 3月で 2年間の任期が修了いたします。各部にて次期 
運営委員をご推薦下さい。 平成 18年 4月より 2年間。 再任は妨げません。 

希望要綱「運営委員として意識を持って働いていただける方」 
 
追伸：各部、平成 18 年 1 月 20 日までに、宗務所へ報告をお願い致します。 

 
◎ 研修会のご案内              禅文化研究会主催 
 本派の開山様（関山慧玄）は遺誡で「私のことは忘れても、應燈二祖の深恩を忘却するよう 

な者は、私の弟子ではない」と言っておられます。今日の臨済禅は、白隠禪師の法系が嗣がれ 

展開しております。その法系をさかのぼると大應・大燈・関山の門流となります。この門流の 

基本的な思想とは如何なるものなのでしょうか？ 

私達は、それをどのように受け継ぎ、次代にどのように伝えていくべきなのでしょうか？禅僧 

としての根本を考えてみたいと思います。 

お誘いあわせの上ご参加いただきますようご案内いたします。 
                記 
テーマ : 「應燈関の流れ」 

日 時 : 平成 17 年 11 月 16 日(水) 午後 3時から 5時まで 

会 場 : 名古屋都市センター 第 1会議室 

名古屋市中区金山町 1丁目 1番 1号 ［金山南ビル］ TEL:052-678-2200 

会 費 : 3,000 円 

講 師 : 花園大学教授 竹貫 元勝 先生 

企画・主催 : 禅文化研究会    http://www.zenbunka.com

協 賛 ： 愛知西教区青年僧の会  http：//aichi-west.jp//young/wforum.cgi

申込先 : 禅文化研究会企画室   mail: info@zenbunka.com  

1 部 白林寺 TEL: 052-241-5200 FAX: 052-241-5207 

2 部 総持院 TEL: 052-682-3568 FAX: 052-671-8269 

13 部 圓光寺 TEL: 0587-36-2560 FAX: 0587-34-4840 

 
◎ 報告書の提出 
  秋特別布教の開教寺院様には報告書を提出くださるようお願い致します。部宗務支所長様には

回収いただきますよう願います。 

  

教区助成のある事業には必ず報告書を提出いただきますよう徹底してゆきますのでご協力願

います。  

http://www.zenbunka.com/
http://aichi-west.jp/young/wforum.cgi
mailto:info@zenbunka.com

