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宗 務 所 便 り 
                                        2005 年 1 月 1 日発信     №．6 
 

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

初春を寿ぎ新年のお慶びを申し上げます 

 昨年中は格別なご法愛を賜り法幸至極に存じ上げます。本年も倍旧の御指導御鞭撻の程 

よろしくお願い申し上げます。 

昨年は、まさしく災害の年でありました。自然環境のことなど他人事のように考えておりまし 

たが、切実に身に迫ってまいりました。本年は、教区としては特別な行事は予定されており 

ませんが自然の叡智をテーマに「愛･地球博」が開催されるということで何かと忙しくなる事 

が予想されます。教区･花園会行事にはご協力、ご法愛賜ります様お願いいたします。 
                                        頓 首 

 
12月の報告 
 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                   於、宗務本所  宗務所 

 

 

１月の予定 
 11日      御用始め                 於、宗務本所 宗務所 

 12日     部落解放同盟 愛知県連合 荊冠旗開き   於、名古屋西文化センター 

 13日     教区役員会                於、宗務所 

 19日      詩偈研究会                於、桃の花 

24日     愛知部落解放・人権研究会 第3回研究会   於、名古屋市中文化センター 

 25日     愛知同宗連 役員会            於、立正佼成会 名古屋教会 

 25日     禅文化研究会 研修会           於、ナディアパーク 

 28日     全国花園会長会              於、本山     

  
  

＜報 告＞ 
◎ 全国花園会女性部熱海大会を終えて      教区花園会 女性部会長 
第十五回全国花園会女性部熱海大会が十二月一日～二日に静岡東教区の皆々様のご協力にて 
開催されました。「女性部」に改名をして始めての大会です。晴天に二日間とも恵まれて、お 
手伝いの用もあり、私は予定より早い時間に参加をさせて頂きました。受付時間が近づくと全 
国より皆様が集まられ、お出迎えしている内に８５０名の大人数となり、広い会場もせまく感 
じられる程になりました。花園会の歌唱指導が式典の前に少しあり、開会宣言と共にいよいよ 
大会が始まりました。ピアノの伴奏により「花園会々歌」「ささぐみあかし」を女性部で合唱 
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し、妙心寺管長様入場され、お言葉を述べられ、大会が順次に進行しました。 
「慈悲のかけすぎ」の題で樹木希林さんの特別講演があり、女優をし乍らの子育てのご苦労話 
など伺い感銘を受けました。質問コーナーあり、パネルディスカッションあり「生きるという 
ことは」についての四人方のお話も（三好京三氏）（樹木希林さん）（上村和尚）（佐々木さん） 
とても為になりました。僻地の子供達を教えたお話など有り、私達の緊張も次第にほぐれてゆ 
きました。夕食、懇親会を皆様と仲好く集う事になり、アトラクションに二台のシンセサイザ 
ー演奏で七曲の音楽が流れ、ムードが盛り上がりその後、住職様達による御詠歌が佐久間、杉 
山女史のシンセサイザーの伴奏にてあり、一日目の中で一番味わいのある、とても印象深い催 
しでした。 
二日目は８時半から、鈴木本部長の「みんなで幸せになれる様 心のこもった助け合いをしま 
しょう」のお話のあと、全体会では、「助け合い～女性部として出来ること」各教区四人のお 
話（兵庫教区福田）（岐阜西教区鳥沢）（山陰東教区藤井）（岐阜東教区小池）禅の集い。 
坐禅会を続けているお話。災害ボランティアで大活躍されたお話など伺い、昨日に続き有意義 
な体験談を聞く事が出来ました。会議場「麗峰の間」には、義援箱が置かれ、一日目には七十 
四万円程が集まり、二日目終わり頃には百万円近く集まるのでは、と思いました。今年は水害、 
地震が各地を襲い、災害に遭われた方達には本当に大変だった事と心よりお見舞申し上げます。 
 
皆様と、お経を唱え 回向挨拶、のち閉会式となりました。エンディングセレモニーは、アコ 
ーディオンで「おかげさまの歌」「幸せなら手をたたこう」を全員で歌い、カラフルな風船を 
上げて、夢を飛ばせとばかり、明るく終わり団体さんから順に会場を去る事になり、混雑する 
ことなく静かに皆、退場をしまして大変良かったです。 妙心寺の役員様はもとより、静岡東 
教区の役員様他 ＪＴＢの若い方達のお骨折りのおかげで 女性部全国大会が無事に終了す 
ることが出来、亦音楽入りで各場面が盛り上がり、新しい時代のセレモニーのあり方に、と  

も感じ入りました。 今回、女性部会長の笠原様が欠席で大変に残念でしたが、一日も早くご

病気が快復されます様お祈り申し上げます。 
 

◎ 青年僧の会 托鉢・餅つきの報告      青年僧の会会長 地蔵院 野村和弘 
１２月４日 午前１０時より午後２時過ぎまで、名古屋市港区知多にある南陽商店街振興組合 

の皆さんとの共同企画にて『餅つき』を行いました。  昨年行われた、昭和区の養護施設での 

『餅つき』が、子供達をはじめ在家の方々との触れ合う、良い機会であった事にうけて 今年 

度も企画を致しました。 この地域は名古屋市の西南端ではありますが、住人数は福田学区、 

南陽学区として 市内最大級の地区であります。  この地域には臨済宗の寺院が無く、ビニ 

ール製の紐を使用しての 『わらじ作り』 をとり入れて、地元住民との交流をはかりました。 

 

また同月１０日には、恒例である『（歳末たすけあい募金）托鉢』を、『餅つき』を実施した場 

所の近辺にて実施しました。 今回は、『餅つき』を開催した折に『わらじ作り』をしていた 

事で、その実演をしたかたちになったかと思います。 ただし、予想どおり、地元での『托鉢』 

の慣習が皆無であった現実を実感できました。 

両日、御多忙の最中、遠方にも関わらず、御随喜していただいた青年僧の会会員方々には、こ 

の場をお借りして御礼申し上げます。 ありがとうございました。 

 
◎ 2004 年「人権週間」記念集会の報告 

 去る 12 月 7 日 中区役所ホールで開催されました、2004 年「人権週間」記念集会。  

記念講演と感想を報告します。 

1、2004年「人権週間」記念集会に参加して 
講演 『報道と人権』を聴いて  
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     第 5部人権擁護推進委員  林昌寺 武内祐介 
 去る 12月 7日に中区役所ホールで行われた、2004年「人権週間」記念集会に参加させてい 
ただき講演『報道と人権』を聴かせていただきました。 中京大学教授である平川宗信氏の講 
演はまことに興味深いものであり感銘をうけました。 その感想をのべさせていただきます。 

 
 講演はマスコミによる人権侵害とその危機的状況、犯罪等の実名報道の問題点に主眼を傾けら 
れたものでありました。 私が講演を聴き終わりまして感じたことは、いまだに報道被害が深 
刻に論じられねばならないのか、十数年前と何ら状況が変化していないのかといったことであ 
りました。 非常な驚きでありました。 

 
 マスコミはマス・コミュニケーションの略であり、マスメディアと同義語であり 一般的には 
新聞、テレビをさします。 このマスコミによる実名報道による人権被害、被害者は勿論のこ 
と加害者であっても実名を公表されることによっておこされる、人権被害は様々であると教え 
られました。 
 なぜ事件報道等に実名が必要とされるかを考えてみますに 情報を構成する六要素、一般に 

5W1Hの原則といわれますが、その中に個人名が「誰が」が存在するからであります。また 
マスコミとは社会の公器とよばれはしますが、その実像はほとんどが大企業であり その商品 
は情報であります。 宿命的に、実名報道に向かう仕組みが存在していることを承知すること 
が大切と感じます。 
  
それをふまえた上での実名報道による報道被害を考えてみますと、ここには普段 私達は新聞、 
テレビなどの情報の消費者としてのみ存在しておりますが、いざその被害者の立場にたってし 
まった場合の苦痛は想像を絶するものであろうと思われます。 平川氏は被害実例として、長 
野県松本サリン事件で第一通報者が ほぼ犯人と特定されるかたちでのマスヒステリックは 
報道被害にあわれたことは記憶に新しいことであります。 その反省が マスメディアにある 
かとふりかえると、無いと感じざるをえないのが私達のいきる日本社会の現状であります。 

 
 本来マスコミは多分に欧米的な成り立ちの影響は日本でもあるとはいえ、社会の公器として市 
民の側から権力をチェックしていくことこその使命であります。 そのマスコミがなぜ実名報 
道を繰り返し、匿名報道の原則すら実現できていないのか、市民にたいしての暴力装置と化す 
のかを考えてみますに 現代日本のマスコミ関係の誤ったエリート意識、使命感がみえてくる 
と思われます。 
 第二次大戦の反省の裏返しとして 近年まで日本の言論界はとりわけ、マスコミにおいて左翼 
主義的主張が主流となっておりました。 社会の公器として原則として校正中立を標榜するも 
ののありかたとしては問題があったと思われます。 敗戦によって権力は誤った、その権力を 
批判、チェックする自分達こそが正しい、自分たちは間違わないといったことであります。  
とりわけ進歩的文化人等が荷担した問題は現代においても影響をおよぼしております。 その 
反省が無い、そこにはやはり自分たちの主張こそが正しいとの誤った、ゆがんだエリート意識 
の存在がみえます。 少なくとも以前まで実名報道の根拠として犯罪抑止論的な考えがありま 
した、いわゆる 「さらし者」の論理であります。 
 
そもそも最初からマスコミには一般市民の人権を侵害する権利はないのであって ここには 
権力化するマスコミの実像がみえてくると思います。 
 この問題はいわゆる 知る権利とプライバシー権の対立といった繊細な問題の存在がありま 
すが、 本来知る権利であって 個人名を知る権利ではありません。 ここには、情報消費者 
たる私達市民の側の未熟さもありますが、企業であるマスコミの確信犯的姿勢がみえてきます。 
日本では新聞において イエローペーパーと高級紙の差別化が存在しないのに加えて、テレビ 
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ではワイドショーと報道番組を地上波ではいまだにどの民放もあわせて行っている嘆かわし 
い現状であります。 
 現在この権力化するマスコミにたいしてメディア規制 3法案が論議されました。 中身はど 
うあれ権力による法規制は本来ありうべからざるものであり 私達市民はもっと深刻にかん 
がえる重大事であります。 情報統制こそ権力が本質的に望むことであり それを許すきっか 
けを与えたマスコミの罪はきわめて重いと言わざるをえません。 
  
マスコミの問題点は 第一には、結局情報の一方的な垂れ流しであり、双方向のマスコミニケ 
ーションが新聞であれ、テレビであれ実現できない点にあります。 現在インターネット等の 
多様な双方向のコミュニケーションの発達は 彼らを時代遅れの過去の遺物にする可能性が 
あるかもしねません。  
第二には、新聞等では記事に対する署名の未徹底があります。 結局いまだに情報に対する責 
任をマスコミ内では誰が負っているのかすら明確ではないのです。 

 
平川氏は本年度より、報道被害者支援ネットワーク・東海代表につかれたとのことでありまし 
た。万が一 報道被害にあった時、そこには非力な一市民と巨大な暴力装置であるマスコミと 
いった構図が浮かびあがります。 私達市民のためマスコミに対する制御は けして権力によ 
る法規制で実現できる、またしていいものではないと思います。 報道被害支援ネットワーク 
といった組織こそが マスコミに対する制御・圧力装置として機能する社会の実現が 最も望 
まれることを講演を聴き強く思いました。 
 

２.「報道と人権」平川宗信講師 講演を聞いて 

                     6 部 人権擁護推進委員 桂林寺 浅井玄真 

 報道が人権を護る側面と、人権を侵害する側面を合わせ持つ機能として さまざまな問題が起 

きている事を知る事が出来、そのバランスの難しさを改めて感じた。 

 いつの時代も弱者に不利な歴史の流れの中で、今、真に民主国家として市民一人一人が大切に 

されるべく、報道被害から市民を守るために、単に学問研究のみに留まらず「報道被害ネット 

東海」の立ち上げは頼もしい活動と期待したい。 

 

◎ 中越地震等 義援金中間報告 
新潟中越地震の義援金をお願いいたしておりますが、12 月 30 日時点での合計金額は、 

￥1,365,075 です。有住寺院 177 ヶ寺中 118 ヶ寺（平均￥11,568）のご協力を頂いており 

ます。 

 

◎ 本山開山忌(高齢者)の招待を受けて        13 部 寶勝寺閑栖 塚本文雄 
    『鐘百打笙に始まる開山忌』 

高齢の本派僧侶として開山忌にご招待をうけて、12 月 11 日より 2日間 参詣させていただき 

ました。 内局の諸老宿のご臨席のもと、随伴者を含む約 80 名が、花園会館での「晩炊」の 

供応を受け 心身ともに和む思いが募りました。 

 翌 12 日は開山堂での「献粥」の儀、法堂での「半斎」の儀が行われました。 その厳粛な雰 

囲気に息をのむ思いでした。 特に老師方々の揃いの烏帽子や九条袈裟の装束、来賓の管長方 

の独特の大格子、妙心寺流といわれる節回しの楞厳呪の誦経など幽玄の境に入る思いで、改め 

て妙心寺の法灯の輝きと凄さに大きな誇りを持つことができました。 

 

 平成 16 年は拙僧にとりましては、傘寿・金婚、そして年末には本山開山忌ご招待と素晴らし 
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いことが重なり、余生短い身にとって偉大なる金字塔となりました。 この思い出を活力とし 

て、命ある限り、報恩感謝の真を尽くし本派発展に寄与したいと存じます。 

 また、高齢の身を考慮しての付き添いの配慮、さらには事後の上山随喜のお礼の書状まで賜り 

まして恐縮至極に存じました。 

 ところで、こうした崇高な開山忌に随喜させて頂いたにつけても残り少ない高齢者よりも、む 

しろ現役の住職の一部ずつにでも参列の機会が与えられるならば、より有意義とも思いますの 

で、今後の検討課題として頂ければ幸甚に存じます。 

 

 

＜お願い お知らせ＞ 

 
◎ 第 49 回花園大学公開講演会のお知らせ     花園大学同窓会、後援会 
 来る 1 月 28 日(金) 午前 9時より、一宮市北神明町 3-68 おじま幼稚園に於いて、第 49 
回花園大学公開講演会が開催されます。 午前 9時より 講演 1、花園大学学長・西村恵信 

先生の｢大いなるものへの開眼｣。 講演 2、百マス計算・生みの親 岸本裕史氏の「遊び大 

好き、仕事大好き、本大好きっ子に」の講演があります。 また、おじま幼稚園児による「ハ 

ンドベル演奏会」も行なわれます。 ご参加をお待ちいたしております。 

   詳細は 花園大学へ  www.//hanazono.ac.jp

   会場、おじま幼稚園 (一宮市北神明町 3－68  ℡0856－72－5053) 

 

◎ 第 3 回教区寺院セミナーのご案内        教化本部 
来る 2 月 16 日(水)午後 1時より 名古屋市千種区吹上の 吹上ホール会議室にて、第 3回 

「教区寺院セミナー」が開催されます。 テーマは「いのちのケア」 講師には、講座 1、真 

言宗 千光寺住職 大下大圓師。 講座 2、前佛通寺派管長 帝京大学医学生 対本宗訓老師 

に講演をいただきます。 

 お誘いあわせてお出かけ下さい。  

 

◎ 愛知同宗連講演会にご参加下さい       教区人権擁護推進員 
来る 2 月 22 日(火)午後 1時 30 分より 第 17 回「愛知同宗連」講演会が開催されます。 

ビデオ学習と講演。 演題は「ハンセン病 人権問題」(仮称)、 講師に(全寮協・事務局長) 

神 美知宏氏。 

各部・人権擁護推進委員様、教区役員様には、後日案内をいたしますのでご予定下さい。   

  

◎ 禅文化研究会主催 研修会 
 知っているようで、案外、知られていない、「日本文化」と「仏教」の関係、を具体的な事例 

を挙げて、楽しく・聞いてためになるようなお話をしていただきます。ご参加下さい。 

期 日 1 月 25 日 午後 5時 30 分より 

会 場 ナディアパーク 6Ｆ セミナールーム 1 

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

講 師 学術博士  篠田 暢之先生 

演 題 『仏教文化の周辺、あれこれ その① 』 

http://www.//hanazono.ac.jp

