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宗 務 所 便 り 
                                          2005 年 2 月 1 日発信     №．7 
 

                                         愛知西教区宗務所長 武山廣道 九拝 
謹啓上 新潟中越地震等の災害義援金に際しまして多大なるご協力･ご支援をいただきありが 
とうございました。また昨年の暮れのスマトラ島沖地震・同津波被害は連日テレビ等でご覧の 
ことと思いますが想像を絶する、歴史に残る大災害であります。被災者の皆様には心より御見 
舞い申し上げます。20数万とも 30万とも・・・・亡くなられました方々には心より哀悼の意 
を表します。事の重大さを勘案いたしますと前回同様に義援金募金をお願いしたく考えます。 
今回は各部、各寺院花園会単位で花園会本部宛ご送金賜ります様、ご協力をお願いいたします。 
「心のこもった助け合いをしましょう」を実践するおかげさまのこころに相応しい花園会活動 
と心得ます。料の多少は不問。会員に働きかけることが肝要であります。ご協力賜りますよう 
お願いいたします。 
                                        頓 首 

 
1月の報告 
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  教区報編集会議       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 

 26日     犬山 瑞泉寺開山忌 

27日～28日  全国花園会々長会             於、本山 

 28日     第49回  花園大学公開講演会        於、一宮市 おじま幼稚園 

 

2月の予定 
  2日          住職研修会(法階昇進) 2日～4日      於、本山 
  8日     住職研修会(住職・副住職)         於、本山 

  9日     詩偈研究会                 於、徳源寺 

 15日～16日  東海地区議員・所長会            於、蒲郡 

 16日     第3回教区寺院セミナー           於、吹上ホール 

 16日～18日  第2回梵唄講師養成講習会         於、本山 

22日     第17回「愛知同宗連」講演会         於、中村文化小劇場 

22日～25日  定期宗議会                於、本山 

 
3月 5日 午後6時 第4回教区寺院セミナー           於、吹上ホール 
 
＜報 告＞ 

 
◎ 中越地震等 義援金報告              宗務所長 
昨年 10 月 23 日におきました新潟県中越地震、その他の災害に対して、花園会を中心に義援金 

のお願いをいたしました。 誠に多くの皆様の御心を戴きまして、下記の如く多額の義援金が 



 2

寄せられました。 報告をさせていただき 厚く御礼を申し上げます。 

 

 義援金総額             1,832,190 円    

 

   新潟県災害対策本部へ    1,500,000 円 

   花園会本部へ             332,190 円 
      

上記の機関に送金をさせていただきました。 

 

             教区内 部別義援金表   (円) 
  部       部合計 義援金額   部    部合計 義援金額 
 1部     283,500   8部          51,000 
  2部        217,370   9部         150,517 
  3部         80,000  10部         215,000 
  4部         30,000  11部         441,303 
  5部         10,000  12部         100,500 
  6部         33,000  13部          70,000 
  7部         70,000  14部          80,000 
    合計     1,832,190 円 

     募金ありがとうございました 
  

 

◎ 部落解放同盟・愛知県連合会 荊冠旗開き      教区人権擁護推進員 
去る 1 月 12 日部落解放同盟・愛知県連合会 荊冠旗開きが、名古屋市西文化センターにて 

開催された。  

公職、企業、宗教その他の方面より、多数の参加者が有り 盛大に開催された。 

例により 来賓の挨拶は無く、県連委員長・吉田勝夫氏の挨拶が以下の内容であった。 

 

1、参議院議員選挙にて、部落解放同盟中央書記長・松岡とおる氏 当選のお礼。 

2、昨年の災害(台風・地震・津波等)共に助け合いを。義援金に協力下さい。 

3、人権保護法、未完成部分の成立に向けて活動を進めていくのでご協力を願う。 

 その後 交流会、懇親会が行われ 新年の旗開きが和やかに進められた。 

 

◎ 愛知部落解放・人権研究会 第 3 回研究会      教区人権擁護推進員 
去る 1月 24 日 名古屋市中文化センターにて「愛知部落解放・人権研究会 第 3回研修会」 

が開催され、参加した。 講師に 伊藤智佳子(江南短期大学社会福祉学科・専任講師)による 

「見えない差別に目をむける(マイノリティー《少数、少数民族》女性から見た名古屋市男女平 

等参画審議会答申)」の講演があった。 

  

2004 年 11 月 5 日 名古屋市は「男女平等先進都市をめざして」の答申を出し、審議会委員の 

同講師が審議内容について、詳細に講演をされた。 

1、同 答申の構成 

2、同 審議会の経過のまとめ 
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3、見えない差別に目をむける   (主に詳しく話された) 

 

①「見えない差別」を受けてきた、あるいは受けているのは誰か 

 

②「見えない差別に目をむけるために」という項目が名古屋市男女平等参画審議会答申の 

中にどのように位置づくのか 

 

③なぜ答申に「同 項目」を組み込んだのか 

1) 遅れる少数女性の課題 
2) 「女性」の中にも含まれてこなかった少数女性たち 
3) 「○○一般」にも解消できない独自の困難 

   

④どうしたら少数女性が抱える問題を顕在化させ、必要な支援策を作っていけるのか 

(1)少数女性の実態調査を企画・実施すること 

(2)自助活動への支援を行う 

(3)少数女性のネットワークを促進すること 

 

少数の女性とは 障害をもつ女性、被差別部落出身の女性、在日コリアンの女性、アイヌ民族 

の女性、外国人女性などといった「劣勢」とみなされている少数女性である。 女性の中でも 

少数が抱える問題は以前から存在したが 問題が顕在化されること無く、少数女性への支援・ 

援助を遅らせることになっていた。 絶対数が少ないためか。 

 男女の差別の中にあって、少数の女性は二重のハンディキャップをもっていた。 そのような 

視点から見た講演であった。 

 

◎ 禅文化研究会 研修会 
去る 25 日ナディアパークにおいて篠田暢之先生をお招きして「仏教文化の周辺」―「竹」と 

日本文化と仏教―をテ－マにお話いただきました。竹にまつわるお話から人権問題、呪力霊力、 

竹取物語、千利休など興味深くお聞きした。 

毎度 20 名程度の参加を得て研修を続けております。 

 

◎ 愛知同宗連 役員会               教区人権擁護推進員   
去る 1月 25 日 名古屋市中区、立正佼成会・中部教区(名古屋教会)にて 愛知同宗連役員会 

が開催、協議された。 

  

報告事項 

① 2004 年「人権週間」記念集会    12 月 7 日 於、中区役所ホール 「報道と人権」 
② 2005 年 部落解放同盟 荊冠旗開き 1 月 12 日 於、西文化センター 
③ 愛知部落解放・人権研究会         1 月 24 日  於、中文化センター  

「見えない差別に目をむける」 

   協議事項 

  ① 第 17 回「愛知同宗連」講演会    2 月 22 日 於、中村文化小劇場 

  ② 2005 年 「愛知同宗連」総会     4 月 20 日 於、立正佼成会・中部教区 

  ③ 同宗連 役員会           3 月 10 日 於、  〃 

   

今後の予定  

  ① 人権を考える企業者の集い     2 月 16 日 於、電気文化会館 



 4

                                    

◎ 全国花園会長会の報告            教区花園会会長 森 宏之 
厳寒の一服か春陽を感じる暖かい、１月２７・２８日１６年度第２回花園会会長会に出席致し 

ました。 

 ２７日懇親会では、半年ぶり再会の他教区会長さんとの話題は、記録的な台風の上陸に続き新 

 潟中越地震等の自然災害に、影響の無い教区の無い程その爪痕は全国を覆ったようです。 

 ２８日早朝開山堂にて、開山様へ般若心経の読経と焼香をさせて頂きました。 

  

微妙殿において、管長猊下より「花園役員は車の両輪の一輪である大切な存在である。昨今の 

世相を見るとき人心の荒廃には、目に余るものがある日本古来の精神を無くしてはいけない」 

と心の戒めを諭されました。 

 続き、細川宗務総長からは、「権威の上に胡座をかいている伝統宗教はいつか荒廃する、一人 

一人が何をすべきかを考える事が教団の発展につながる」と示された。 

  

 審議事項で文書の伝道において、寺に積んだままで会員の手元に届いていない寺院は必ず渡す 

よう指示があり、地方大会を全く行っていない教区は実行するように、２１年の遠諱に向け 

１８年～２０年の地方大会は是非開催すること、 又１７年度予算案の中で写経収入が前年比 

１００万円減少している、納経の無い教区へは写経運動推進を要請された。 

  

 その他事項として、３月９・１０日宗務所長と花園会長の合同会議を開催し、所長と会長の意 

志の疎通を図る会議とする。 

 ５月１４・１５日には、第２回全国青壮年部越前大仏大会に３００名の参加を予定され、当教 

区は１０名の参加割当になっております。 

 先般、新潟中越地震の義援金については、本部経由分３００万円が新潟に送金された。今回の 

活動は、今後の救済活動の試金石にもなり、既にマニュアルとネットワーク作成の重要性が求 

められた。 

 

 続き、スマトラ沖地震に対しても、教区の割当負担の感覚でなく義援金の募金活動として、広 

く檀信徒に協力を求め、青壮年部、女性部においては街頭での募金活動も運動の一環としてい 

く実践目標が示された。 

  特に、２１年の開山様遠諱に向け教区の地方大会においては、開山様への理解を深める内容 

の大会にすることが求められております。 

 

◎ 第 49 回花園大学公開講演会の報告         花園大学同窓生 
 １月２８日（金）午前９時から、１１部宝珠寺に隣接するおじま幼稚園において 花園大学公 

開講演会が開催されました。 住職・寺庭、檀信徒および園児の保護者など１００名を超す参 

加者で盛況でした。  

 

第１部は花園大学学長西村恵信先生が「大いなるものへの開眼」と題して講演をされました。 

人間には三つの人生があるという。  人は第３の人生に差し掛かりそこでつまずき始めて 

自己の尊さに気がつく＝退歩就己。 大切なのは自分であり、どう生きるかが問題。 誰も出 

発点（生まれたときのこと）をしらない。 そして終わり（死）もわからない。 たった今が、 

まさに人生の最前線にあるのだということをわかっていただきたい。 

 

そしてわかろうとする「私」は決してエゴの自己ではないということも。 無文老師の「大い 

なるものにいだかれあることを けさふく風のすずしさにしる」という うたの意味を学長は 
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最近やっとわかるようになったという。 皆さんはどこまで進みましたか。 なお、学長は小 

学館から「いい子に育つ仏のことば」という本を出版されました。 女優の竹下景子さんも絶 

賛されております。 一読されることをお薦めいたします。 

  

第２部は百マス計算生みの親である 岸本裕史先生が「遊び大好き、仕事大好き、本大好きっ 

子に」と題して講演されました。 子供にとって大切なことは、できるだけ多くのこどもと遊 

ばせること。 また、毎日少しの時間でいいから家のお手伝いをさせること。 そして、読書 

をすることが子供の成長にとって不可欠であるという。 百マス計算は子供や小学生だけでは 

なく 大人もぜひ挑戦してみてください。  

 

たて・よこに０から９までの数字を適当にならべ、たての数字をよこにどんどん足していくだ 

けです。引き算やかけ算にしてもかまいません。集中力の養成や老化防止にも役立つと思いま 

す。（毎日２問を目標に頑張りましょう） 

  

第１部の講演のあとにはおじま幼稚園の年中組が、第２部のあとには年長組ミュージックベル 

を演奏してくれました。 県下でも優秀な実力を誇る かわいらしい園児たちのすばらしい演 

奏に心が澄みわたる思いがしました。 また、ビートルズのうたを英語で歌ってくれたのも感 

動的でした。 

  

今回の公開講演会にご尽力をいただきました宝珠寺様、おじま幼稚園の園児および教職員の皆 

様、本当にご苦労さまでした。 今後も こうした住職・寺庭および檀信徒がともに研鑽でき 

る機会がもうけられますことをご祈念申し上げます。 

 

＜お願い お知らせ＞ 
 

◎ 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 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「ようやく解決の入り口に立った 日本のハンセン病問題」。 

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、案内状・チケットを送付いたしました。 

 お出かけ下さいますようにお願いいたします。   

  

◎ 第 4 回教区寺院セミナーのご案内           教化本部 
  来る 3 月 5 日(土) 午後 6 時より 名古屋市千種区吹上 吹上ホール会議室にて、第 4回 
 「教区寺院セミナー」が開催されます。 テーマは「宗教法人実務の基本」講師に、愛知県県 

民生活部文化学事課 横山浩久氏、愛知西教区・宗議会議員 宮川禅磨師に講義をしていただ 

きます。  

 

土曜日の夜は初めての設定です。「平日は兼職で出席できない、寺務が忙しくて出席できない、 
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その他の理由で、なかなか出席できない方」にも、是非お出かけをいただきたいと考えます。  

お誘いあわせてお出かけ下さい。 

 
◎ 平成 17 年度 花園会部会長会、支所長会のお願い   宗務所長 

来る、4月 14日(木) 午前 10時より 名古屋都市センター 14 F  第 3・4会議室にて、 
平成 17年度、花園会部会長会、支所長会を開催いたします。 
午前 10 時より 花園会部会長会・総会 (花園会関係の審議) 

午後 1 時より 教区諸役、支所長会・総会  (教区関係の審議) 

 
支所長、教区諸役員、部花園会長、各会会長各位におかれましては、ご予定下さいますよう 
にお願い申し上げます。  後日 案内状を送ります。 

 
◎ スマトラ島沖地震・同津波義援金募金について 
 昨年末におきました、スマトラ島沖地震・同津波が起きてから 1ヶ月が過ぎました。被災各 
国の犠牲者は日を追うごとに増え 30 万人とも言われる大災害となってしまいました。 

 昨年末には 新潟県中越地震・その他の災害に多くの義援金をお寄せいただきました。引き続 

きの災害にて、また義援金のお願いをいたしますのは誠に忍びないのですが、妙心寺派宗務本 

所、花園会本部から「スマトラ島沖地震・同津波義援金募金について」のお願いがまいりまし 

た。 既に、支所長様を通じて各寺院にお願いが配布されたところもあると思います。 

  ご趣旨をお汲みいただき、ご協力を戴けましたら幸いでございます。 

  
この度の義援金は 寺院花園会単位にて、「妙心寺派宗務本所 花園会本部 スマトラ沖地震 
義援金係」宛 に送金下さい。  
   

郵便振替 01040－9－69300 妙心寺派宗務本所花園会本部 
       (通信欄には スマトラ島沖地震義援金とお書き下さい) 
   

現金書留 616－8035 京都市右京区花園妙心寺町 64  
        妙心寺派宗務本所 花園会本部 スマトラ沖地震義援金係 宛   
  
◎ 少年少女研修会参加者募集のお願い 
 春休みの機会に一度本山に行って参加してみませんか。小学校 4.5.6年生の児童が対象です。 
 参加推進をお願いいたします。  
 
◎ 春定期巡教 
 春定期巡教は下記のお方が巡回されます。別紙日程表に誤り等がありましたら大至急ご指摘 
下さい。 
    

台番 1121 京都府 國清寺 住職 白鳥天海 師 

 

台番 2325 岐阜県 小山寺 住職 中西東峰 師 

 

 


