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宗 務 所 便 り 
                                         2006 年 1 月 1 日発信    №．18 
 

                                         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。 

３月より本山の団参法要は、遠諱団参法要として始まります。また定期巡教も開山さまの教え 
をわかりやすく、広く檀信徒や一般の方々に普遍させるべく行ってゆきます。 
本派僧侶として開山さまの無心無我な生き方・無辺な願行のこころを一般社会にアピールし、安 
心のある豊かな心の生活を広めてゆく責務があります。 
深恩に報いるため、ご協力ご推進のほどよろしくお願い致します。 
                                        頓 首 

 
12月の報告 
5日    青年僧の会 歳末助け合い托鉢         於、９部 祥雲寺辺 

 6日    2005年『人権週間』記念講演          於、名古屋市中区役所ホール 

 6日～ 8日  梵唄講師養成講習会              於、本山 

7日    教区役員会                  於、宗務所       

 8日    成道会                          

 8日～ 9日 第3部 本山奉仕団参              於、本山 

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 

14日    詩偈研修会                   於、徳源寺    

22日    宗務本所 宗務所 宗務支所、御用納め      

 
1月の予定 
 1日    元旦  

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 

10日    臨済忌 

10日     宗務本所 宗務所 宗務支所、御用始め      

18日    詩偈研修会                  於、桃の花 

21日～22日 花園会本部 青年の集い            於、本山  

24日    禅文化研究会 研修会             於、名古屋都市センター 

25日    支所長会                   於、蓬莱 

26日    愛知同宗連役員会               於、立正佼成会 

27日～29日 前堂職法階取得研修会             於、本山  

 

＜報 告＞ 
  

◎ 第 16 回花園会女性部研修会を終えて・・・    教区花園会女性部会長 
平成 17 年度、第 16 回花園会女性部研修会が、お天気にも恵まれ、11 月 29 日（火）～ 

 30 日（水）2日間に亘り行なわれました。 今回の課題は、介護技術体験が主となっており 

 花園大学教堂に移動し 1日目、午後 1時 30 分から花園大学社会福祉学部・山崎イチ子教授 
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 の特別講演『仏教と介護』のお話の後、花園大学生徒 12 名参加 指導のもとに、私共参加者 

 170 名が 8 班に別れて、各々の部屋（１～8）で実習を移動しながら学び、身体の不自由な人

に対する思いやりのある介護の仕方の講習を受け、大変役立つ勉強をさせていただく事ができ

ました。 

 1、心肺蘇生法  2、入浴（機械浴）  3、ベッドメーキング  4、点字 

 5、血圧測定  6、車椅子介護  7、福祉機器見学  8、アイマスク体験 

 

2 日目は、朝課、座禅あり・・身を引きしめ昨日と同じく、山崎イチ子教授により介護ビデオ 

上映「多問題家族」の困難な事柄を、この家族達はどう対処すれば幸せになりえるのかを課題 

として、6班に分かれ意見を述べ合い、よい方向に持って行く事を各班が検討しあいました。 

私共が老人（両親）を介護した頃は設備も整っていなくて大変苦労をしましたが、勉強会での 

入浴などは特に便利な機会浴であったので、この様な近代的な方法で以前にも扱えたならば病 

人もさぞ楽だった事だろうしと、昔の介護の事など少し思い出しました。 新しいにつけ、古 

いにつけ看取る折には、身も尽くして「させて頂く」と言う心根で向かわねばならぬ・・・と、 

いつも思い実践をして来ましたので、心残りはありませんが。  

  

夕食・懇親会は「つづらのあつし」chia のディナーショウ。 引き続き、静岡教区の踊りの 

余興あり、一色本部長の声量ある歌声が披露され拍手喝采をあびました。 芸達者な方ばかり 

でとても楽しめました。  

 2 日目昼食後、役員会議を開き「平成 18 年度 全国花園会女性部愛知大会」について討議し、 

遠諱のテーマ『どう生かす 私の命』を主とした話を進めることとなり、特別講師の話題に話 

もはずみ修了し、有意義な二日間を学ばせていただきました。  

花園会女性部全国大会 愛知大会が会員の皆様方のご協力をいただき「心の花園」として、花 

を咲かせることが無事にできますよう、役員の皆様と共に努めさせていただきたいものと希望 

いたします。                                合掌 

 

◎ 2005 年『人権週間』記念講演             各部人権擁護推進員 
 

2005年人権週間記念集会 「女性障害者と人権」の講演所感 
第 11部推進委員 寳光寺 六鹿正紀 

去る 12 月 6 日、名古屋市にある中区役所ホールにて人権週間記念集会が開かれ、「女性障害
者と人権」と称する伊藤智佳子師による講演が行われるにあたり、拙僧も部の人権擁護推進委員

として拝聴して参りました。 
 
 講演は、女性障害者の抱える課題の報告を通して、その変遷や現状、その課題への取り組みと

いった内容を中心に進められました。男女平等の問題とはまた異なる、女性の中におけるごく一

部の女性への差別、それが今回の講演の主眼であり、一部の女性とは障害を抱える女性、被差別

部落出身の女性、アイヌ民族・在日コリアンといった女性たちが少数者女性として講演で挙げら

れておりました。 
 今回の講演で一番遺憾に思いましたことは、世間一般によくいわれる「女性」の社会進出が進

み、その地位が大きく向上した現代社会においても、そういった少数の（劣勢の）女性たちはそ

の「女性」に含まれてこなかった、という報告でした。無知である拙僧にとりまして、こうした

少数の女性方が社会の一員として一刻も早く認められるような社会にすべく、こうした差別の問

題に真摯に向き合っていくことが我々にできる第一歩なのだと感じました。また、このような講

演を通じて広く世間に知ってもらい、社会全体で盛り上げていくことで問題解決への近道になる

と思います。 
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人権週間講演を聞いて 

                         第 12 部推進委員 瑞芳院 森 康正  

 妙なところから話に入ります。 アメリカの小学校 1年社会科は、「家族とは」というテーマ 

で 1年間おこないます。 黒人、白人、エスキモー、日本人の家族をとりあげ、最終的には人種

や民族が違っても家族が幸せに暮らしたいという願いは同じだと教えます。 これをしないと 

他民族国家はひとつにまとまらないのです。 

 単民族に近い日本では その必要性が薄く、中学 3年生になってから基本的人権を教え、人々 

の平等の大切さを説きます。 それも、法の下の平等が中心になります。 

  

今回の講演のテーマである「女性障害者の人権」は、欧米諸国ではすでに解決に近い問題なの

でしょう。 しかし、日本では大きく取り上げられていないのが現状だと思われます。 人権は 

時代や地域によって定められる異なる様相を呈しますが、法律によって定められる平等はともか

く、全ての人々の心に平等が根づくにはまだまだ時間がかかると思います。 自分自身を振り返

りながら そんな感想を持ちました。 

 

2005年人権週間記念集会 「女性障害者と人権」講演 
                        第 13 部推進委員 安楽寺 丸山慈樹      

「女性障害者と人権」と題し、愛知江南短期大学社会福祉学科専任講師 伊藤千佳子先生の 

記念講演を聞きました。 「私はなぜ車椅子の姿でいるか話をします。 11 歳の夏 プールで 

水深の浅い所に飛び込み、首の骨を折ってから現在に至る。 そこで障害者になってから、みん

なの見る目が変わった。」と言っておられました。  

 

現在は、大学の講師をしながら、名古屋市男女平等参画推進審議会委員をやっておられる。 

男性障害者と女性障害者を調べてみると、今までは女性障害者よりも男性障害者の方が支援が充

実されている。 女性障害者の場合は、一般世間の中の劣勢とみなされている少数者の女性障害

者が持つ「見えない差別」という問題があります。 「見えない差別」とは、一般障害者からア

ンケートを取り、その結果ＤＶ問題、出産、育児、被差別部落出身者、在日コリアンの女性など

この方達は、一般から劣勢の少数者として見えない差別をうけていた。 こういう実態を受け止

め少しずつ差別をなくし、障害者達とともに共生していき、協力し合いができる社会になってい

く事が必要だと思います。 

 

2005年人権週間記念集会 
                        第 14 部推進委員 慈光寺 多田清昭 

 主題「女性障害者と人権」は、講演の先生自らが障害を受けながら 今日まで御苦労されて来

た中での訴えであり、その一つ一つの事例に非常に重いものを感じられた。 

 障害をもつ人達に対して、現代の社会ですら多くの我慢を強いている事がいかに日常であり、

また深刻なものであるのか知らされた。 とりわけ女性障害者の場合、さらなる劣勢の立場で苦

悩しているのか。 講演は先ずそこから始めなければならないことを御話された。 全くもって

現実だと思う。  

 

障害を持ちながら日々の生活を力強く自立して歩まれる先生のことばを紹介しておきたい。

「この世で生きている人は、一人として同じ人はいない。 各々が異なる人間として誰かが誰か

を傷つけたり、嫌な思いをさせたりすること無く、互いに認め合い、ともに折り合って「人」と

して生きていける 世の中をめざして行動していきたい。」  
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＜お願い お知らせ＞ 
 

◎ 花園会「青年の集い」募集のお願い 
 来る、平成 18年 1月 21日～22日本山にて、花園会「青年の集い」が開催されます。花園会 
本部では、若者の寺離れが叫ばれる昨今、少しでも寺に関心を持っていただければと考え研修 
会の内容充実を図っております。 各寺院に送付されておりますチラシを活用いただきまして、 
檀信徒にご参加をお勧め下さい。 
   対象 : 花園会員の家族で 20歳から 25歳くらいまでの男女 
  参加費:  5000円 (宿泊費等を含む) 
  締め切り :  1月 15日必着   
  申込み方法 :  参加申込書に必要事項を記載し、宗務支所長、宗務所長に参加を申し込む。   
  
◎ 第 3 回教区寺院セミナー 参加申し込みのお願い 
来る、平成 18年 2月 22・23日 第 3回教区寺院セミナーが開催されます。（案内済み） 
国立駿河療養所―伊豆長岡泊―龍澤寺―松蔭寺 一泊二日現地視察研修 

 
現在（1月 1日）空席がございますので、参加締め切りを 1月 20日まで延長いたします。  
宗務支所へ参加費 18，000 円と参加申込書を添えて申し込み下さい。 定員になり次第締め
切らせていただきます。  

 
◎ 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。 
 

◎ 第４１回本山寺庭婦人研修会 
平成 18 年 3 月 1～3 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お申し込みください。現在数名の参加希望者がありま 

す。 

    
※ 過去に仏教講座を履修された方でも、未履修の方は履修義務があります。 

   ※ 本派寺庭婦人台帳未登録の方は、登録を済まされますようご指導下さい。 
 
◎ 春季定期巡教 開教希望の取りまとめ 
平成 18 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。 

  開教寺院には開教助成金１万円が助成されます。 
      

巡教師は、台番 2720 静岡県 寳泰寺 住職 藤原 東演師 
        台番 1367 三重県 瑞龍寺 住職 土方 義道師 
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◎ 研修会のご案内 
 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。 

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：『仏教文化の周辺、あれこれ その(2) ― 紙 ― 』 

日 時：平成 18 年 1 月 24 日（火）午後 6時から 8時まで 

会 場：名古屋都市センター 14F 第 3 会議室 

        名古屋市中区金山町 1丁目 1番 1号 ［金山南ビル］ 

          電話番号 ： 052-678-2200 

会 費：3,000 円 

講 師：学術博士・元岐阜県立森林文化アカデミー教授 

       篠田 暢之 先生 

企画・主催：禅文化研究会 

協 賛：愛知西教区青年僧の会 

申込先：禅文化研究会 企画室 ・ 青年僧の会 各部役員 

 

 

◎ 詩偈研修会のご案内 
 １月の例会は、下記の通り服部承風先生を囲み、酒餐を共にしながら詩偈を談じる雅会としま 
す。 詩偈に興味のあるお方も 万障お繰り合わせのうえ、ご参加下さいますようご案内いた 
します。 
             記 

 日 時  １月１８日(水） 午後６時より８時まで 

        （午後 5時半には待機しております。）  

会 場  中国菜館 「桃の花」 

名古屋市中村区名駅 4丁目 24-13 

メルサグルメ館 11 階 

            電話 ０５２－５８７－００５５ 

         ※広小路通り 笹島交差点東 

会 費  ５,０００円也 (当日徴収) 

注 意  はじめに柏梁体を創りますので、作詩用具（辞書･誰にも出来る漢詩の作り方 

 等）筆ペンも忘れずにご持参下さい。 

追 伸  準備の都合上、出席されるお方は１４日までにお知らせ下さい。 

 連絡先  幹事（白林寺）  TEL 052-241-5200  FAX 052-241-5207 

メール takeyama@hakurinji.net   

 

 

 

 

◎ 18年度 支所長会・花園会部会長会は、４月２１日〔金〕です。 
 
 
 
 


