
 1

宗 務 所 便 り 
                                         2006 年 2 月 1 日発信    №．19 
 

                                         愛知西教区宗務所長 武山廣道 九拝 
 
謹啓上 寒い日々が続きますが 益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

さて、誰しも｢楽して生きたい｣「安心のある幸せになりたい」と願っておりますが世間様はそう

は簡単に行きません。「こころなど金で買える」「要領よく楽して儲ける」と豪語した輩はやはり

長続きはしない。「うそ・偽装・粉飾・改竄」「ばれなければいい」うそにうそを重ねた虚像生活 
は空しいですね！遠回りでもいい、汗まみれでもいい、格好悪くても「いのち」を大切に感謝し 
て正直にゆく生き方もあります。 
「請う 其の本を努めよ」の実践に活かしてゆきたいものです。 
                                               頓首 
 
1月の報告 
1日    元旦  

10日    臨済忌 

10日     宗務本所 宗務所 宗務支所、御用始め     

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 

18日    詩偈研究会                  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、名古屋・蓬莱 

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

26日    ９部 瑞泉寺開山毎歳忌 

27日～29日 前堂職法階取得研修会             於、本山  

 
2月の予定 
2日～4日  仏教講座終了スクーリング            於、本山 

7日    東海地区議員・所長会              於、名古屋・ 

8日    詩偈研究会                   於、徳源寺 

8日    花園会会長会                  於、本山 

8日～10日 住職研修会                   於、本山 

13日    議員・所長勉強会                於、花園会館 

14日～17日 第109次定期宗議会               於、宗務本所 

15日    涅槃会 

17日    本山涅槃堂落慶式                於、妙心寺涅槃堂         

22日～23日 第3回教区寺院セミナー             於、駿河療養所、龍澤寺、松蔭寺     

23日    愛知同宗連講演会                於、名古屋市中文化小劇場 

 

＜報 告＞ 

 
◎ 第 3 部 本山奉仕団参報告          第 3 部花園会会長 織部好雄 

 平成 17 年 12 月 8 日から 1 泊 2 日の日程で、30 名の参加のもと行われました。当日は部内全
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寺院からの参加者が１台のバスに乗車し、小春日和の中を車窓から終わりがけの紅葉を楽しみ

ながら、正午過ぎ本山へ到着し開会式に臨みました。  

 1 日目は微妙殿や法堂の清掃をさせていただきながら、本山の方から妙心寺の歴史や法堂の登

り龍についてお話を聞き、また仏殿など多くの貴重な文化財を見せていただき感動いたしまし

た。 

  

2 日目は、早朝の凛とした空気の中での座禅に身が引締まる思いをし、呼吸・身・心の調え 

方を教えて頂き、心が安らぎました。 団参諷経の後、粥座(飯台座)を体験させて頂き普段何

気ないただいている食事について感謝の気持ちで一杯になりました。続いて仏殿の清掃作業を

行った後で、開山堂の参拝をさせて頂きました。その折に、花園法皇様や開山無相大師様のお

話や逸話をお聞きして、大本山妙心寺を身近に感じられるようになりました。 

  

例年の団参や遠諱団参と違って、奉仕活動をしながら本山の大切なお堂を見せて頂いた事に感

謝致しております。 

初冬の寒い時期少々きつい日程もありましたが好評で、2日間とも晴天に恵まれ全員元気にや

り遂げる事が出来、大満足です。 この奉仕団参で見聞きし学んだ事、体験した事を、今後 

の毎日の生活の中に取り入れて生かしていきたいと思っています。 

 

◎ 青年僧の会 歳末助け合い托鉢         教区青年僧会 会長 

 『歳末たすけあい運動』への協賛として恒例の托鉢を今年度は、平成１７年１２月５日（月） 
〈友引〉に 会所として９部祥雲寺さまに、御理解と多大なる御協力を得て勤めさせていただ 
きました。青年僧２１名（内、役員６名含む）の参加者が犬山城の麓を強風とともに雪が舞う 
中、練り歩いていただきました。 
 
前日の雨で当日危ぶまれていましたが、出達時刻には寒朝の中托鉢可能な天候でした。会所に 
戻る正午には、視界を遮るほどの吹雪であったかと記憶しております。祥雲寺さまから急遽用 
意していただいた汁（器）ものが、心から温められた事と思います。 
今から考えますと、同月の気候が稀に無い積雪量と暖冬予測を覆す大寒波に見舞われた異例の 
月になったこと、その前ぶれの日に当たってしまったような気が致します。托鉢参加者の方々 
には、恐縮な思いでありました。 
 
犬山城下町の方々、北、西、東、南古券、木ノ下地区など地元の方々への感謝とともに途中、 
宗議会議員 陽徳寺 宮川禅磨氏が極寒の中応援に駆け付けていただいた事、それぞれの方々 
に見守っていただいた事、この場をお借りして御礼を申し上げ、ご報告と致します。 

 

◎ 部落解放同盟愛知県連合 荊冠旗開き 
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。 

挨拶は、参議院議員・部落解放同盟中央書記長・松岡とおる氏で「人権侵害救済法」の成立 

に努力する。狭山事件の再々請求をする。人権擁護・部落解放・差別の撤廃の推進に協力要請 

のお言葉でした。吉田勝夫部落解放同盟愛知県連合会会長は、風邪気味で簡単な挨拶であった。 

その後、懇親会が行われ 新年の旗開きが和やかに進められた。 
 
 ※ 荊冠旗（けいかんき） 

  全国水平社の旗に由来するシンボルマーク。 水平社宣言とともに全国水平社の結成メンバ 

  ーの一人・西光万吉（さいこうまんきち）が考案（1923 年）。 
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  赤い荊冠は、水平社宣言にある「殉教者がその荊冠を祝福されるときがきた」という言葉に 

  象徴されているように、被差別の苦闘の歴史の中で生き抜いてきた誇りを意味し、黒い背景 

は差別のある厳しい世の中を意味していると言われます。全体として、差別を跳ね返し、被 

差別者として誇りを持って生きていくという理想を表現。 

 

◎ 禅文化研究会 研修会                 幹事  

去る、1月 24 日名古屋市中区金山・名古屋都市センターにて篠田暢之先生を迎えて『仏教文 

化の周辺、あれこれ その(2) --紙-—』の講義を聞いた。 

 はじめに、現代人の生活でもっとも身近なティッシュペーパーは ティッシュ(ドイツ語・机) 

ペーパー(英語・紙)と日本で作られた言葉であり、紙は生活になくてはならないものである。 

 折り紙、襖紙、障子紙など日常的な素材として親しまれている。 日本の折り紙の伝統技術は、 

宇宙開発に応用され 宇宙船のアンテナ、太陽電池パネル等の技術に使われている。 

また、仏教の陰の立役者である「紙」無くして仏教は語れない。「仏教文化」のシンボルであ 

る。  

  

「紙」の原型は養蚕(ようさん)の「繭(まゆ)」が出す繊維クズを活用した。 アジア大陸では 

数千年前に黄河流域に住み着いた漢民族が蚕(かいこ)の繭から理想的繊維を作る方法を発明 

した。一般の記録は「竹簡」「木簡」が使われた。情報量を増やすために考えだされた。 

中国での最初の辞書『説文解辞(せつもんかいじ)』(紀元後 100 年に編纂・出版)に記載された 

紙は、絹糸のクズを集めて作ったと記載されている。 中国、前漢時代の古墳から出土した「麻 

紙」を、後漢時代に 蔡倫(さいりん)が麻製品の廃品や樹皮を活用して筆記に適した「紙」を 

開発し「紙」の原型となった。植物繊維を使った紙。 

  

紙の原型は、オセアニアや中南米の古代原住民(インカ帝国)はカジの木の皮を加工したタパ 

(樹皮布)に字をかいた。 古代エジプトはナイル河畔のパピルス草の茎に書いた。  

 日本で「紙」の生産が始められたのは、「写経」の為の国策であった。日本に「文字」と「紙」 

が持ち込まれたのは 4～5 世紀で、仏教を布教するために朝鮮半島から僧を招き製紙の新技術

を導入した。 8 世紀には製紙や紙加工技術が発達して、製紙は日本全国に普及した。 

海外製品(唐紙)の模倣にて作られた「和紙」は「雁皮(がんぴ)」の発見により日本独自の紙が 

創造された。  

 

☆雁皮――暖かい産地に生じる落葉低木。皮の繊維は上質紙の原料。かみのき{ジンチョウゲ 

科}  8～9 世紀に考案された「流し漉き(すき)」が和紙の製法の原型として確立した。 

8 世紀末～12 世紀までには 京都に官立の製紙工場と紙の大学(紙屋院)が創設され、僧侶が仏 

教を広めるために働いていた。 その僧侶が全国に広がり、紙の量産化が行われ その紙を使 

った「国風文化」の隆盛が始まった。 「写経」「文字行政」「紙歌」など。 

独特な「紙漉き」を支えたものは、豊かな「森林」と「清流」に恵まれた日本の自然条件が作 

り出した賜物である。 17 世紀には｢和紙｣の黄金時代を迎える。 

  

17 世紀までのヨーロッパでは 羊の皮に羊の血と鉱物を混ぜて書いていた。 日本に訪れた 

宣教師、オランダ船の医師、スウェーデンの植物学者、初代イギリス公司などは「和紙」の素 

晴らしさを評価している。 

 日本最古の仏典は 706 年・8巻で編纂された『浄名玄論』(国宝)である。 激しい使用にも 

耐える｢和紙｣、「光」と「酸素」(空気)を優しく通す素材で、世界で一番白い紙である。 

 仏教を広めるには経典が必要 その為に紙を作らなければとの先見性は、日本に精神文化の 

発達と紙産業を育てたという大きな社会的貢献がある。 
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 今の多くの日本人は｢こころ｣の渇きを訴え、人間として生きていく意味を求めているので、仏 

教の素晴らしさを広げる事が必要である。 

 

◎ 支所長会                     教化主事 
 去る、1月 25 日名古屋市中区「蓬莱」にて支所長会が開催された。協議内容は以下の如く 

1、花園会女性部全国大会が、平成 18 年 11 月 30 日(木) 名古屋市 ウェスティン名古屋キャッ

スル(愛知西教区)にて開催されるのでご協力をお願いの依頼。 

2、愛知西教区「定期御親化授戒会」が平成 19 年 10 月 12 日～14 日(予定)に一宮・妙興寺にて、

大応国師 700 年遠諱授戒会に併修して行います。 

3、『愛知西教区報』原稿の依頼  公職者、支所長、各会の代表の方に原稿の依頼。 

4、その他 

 

① 次期「教区人権擁護推進員」は、９部・徳授寺住職 澤田慈明師に交代します。 

    (平成 18 年 4 月 1 日から) 

② 第 3回教区寺院セミナーの参加推進について 

③ 平成 18 年度 教区寺院セミナーの予定 

      第 1 回 平成 18 年 5 月 30 日(火) 

      第 2 回 平成 18 年 9 月 6 日(水) 

        第 3 回 平成 19 年 2 月 8 日(木) 

  ★宗務本所より第 3回目の「巡回住職研修会」が始まります。 何れかのセミナーにて巡回

住職研修会として開催致します。 本所と調整の上で決定し、お知らせをする。 

 

④ 妙心寺展(名古屋)開催が決定した。 

平成 21 年秋(開山無相大師 650 年諱記念事業) 会場は名古屋市博物館。 

事前調査が行われますので御協力をお願いします。 また、展示会中に所蔵品の出展も 

お願いしますのでご協力をお願い致します。  

 

◎ 愛知同宗連役員会 
 去る、1月 26 日 立正佼成会・中部教区(名古屋教会)にて、第 5回愛知同宗連役員会が開催 

された。  

 

 報告事項  

①「韓国国家人権委員会についての学習会」 11 月 18 日 於、愛知県中小企業センター 

テーマ「韓国の市民社会と国家人権委員会」 講師、朴 君愛(ぱく くね)氏 

②2005 年「人権週間」記念集会 12 月 6 日 於、名古屋市中区役所ホール 

テーマ「女性障害者と人権」 講師、伊藤智佳子氏 

 

③ ｢連合愛知新春交礼会」 平成 18 年 1 月 6 日 於、サン笠寺「サンホール」 

④2006 年「部落解放同盟愛知県連合 荊冠旗開き」1月 12 日 於、名古屋市西文化センター 

 ⑤部落解放愛知県共闘会議 結成 30 周年記念事業 「反差別国際研修」 

1 月 14 日～20 日 タイ(バンコク カンチャナプリ)  

  
協議事項 
① 第 18 回「愛知同宗連」講演会 
   2 月 23 日(木) 午後 1 時 30 分より 於、名古屋市中村文化小劇場 

 講演「狭山事件を通して考える人権」 講師、鎌田 慧(かまた さとし)氏 
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 アピール 石川一雄(いしかわ かずお)氏 
 ビデオ  『見えない手錠をはずして』(30 分) 

 ②「役員会議」「総会」の日程 
    役員会議  3 月 6 日  於、立正佼成会・中部教区(名古屋教会) 
    総会    4 月 3 日  於、浄土真宗本願寺派 
 
 今後の予定 その他 
 ①「愛知部落解放・人権研究会」第 3 回研究会  1 月 30 日 於、名古屋市中文化センター 
   テーマ「津島の被差別部落―その２－」 講師、伊藤卓夫氏 
 ②「人権を考える企業者の集い」 2 月 14 日 於、名古屋市伏見・電気文化会館 
   講演「企業の社会的責任」 講師、林 恒幸氏 
 ③「自由解放同盟」と言う名称にて、「書籍販売」の電話がかかるので御注意を！！！ 

 

 
＜お願い お知らせ＞ 
 

◎ 部落解放の名を使っての「書籍販売」にご注意を！！！ 

この頃「自由解放同盟」と言う名称にて、「書籍販売」の電話がかかっております。 

担当者はイガラシ氏。 1 冊 60,000 円。自由民主党公認の団体とのことで、京都の元衆議院

議員野中広氏の名を出されます。 

 

妙心寺派愛知西教区は「愛知同宗連」を通じて「部落解放同盟」と共に人権問題に取り組んで

おります。 部落解放同盟・同宗連担当者は加藤賢治氏です。 部落解放同盟・愛知県連委員

長は吉田勝夫氏です。 「自由解放同盟」と「部落解放同盟」は別の団体であります。 

 

皆様には「妙心寺派愛知西教区は部落解放同盟と協力して人権問題に取り組んでいる」と言 

って下さい。 上記の書籍販売には 部落解放同盟、愛知同宗連、妙心寺派愛知西教区は何 

ら関係は御座いません！！！   くれぐれもご注意下さい！！！ 

 
◎ 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。現在５名の参加希望があります。 

 

※ 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。 

 
◎ 第 18 回「愛知同宗連」講演会参加のお願い 
来る 2 月 23 日(木) 午後 1 時 30 分より、名古屋市中村文化小劇場にて「愛知同宗連」講演会

が開催されます。 
内容は 
 講演「狭山事件を通して考える人権」 講師、鎌田 慧(かまた さとし)氏 
アピール 石川一雄(いしかわ かずお)氏 
ビデオ  『見えない手錠をはずして』(30 分) ―狭山事件 42 年目の真相― 

  
※ 当日は 第 3 回教区寺院セミナーと重なりますので、寺院セミナーに参加されない各部 
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  推進委員に参加を依頼致します。 参加チケットを送付致しますので宜しくお願い致します。 
 
◎ 寺院後継者相談所 
寺の跡継ぎで困っている。紹介して欲しい。僧籍のある者をどこかのお寺に世話して欲し 
い。・・・など寺院後継者を仲介する相談所が宗務本所内にあります。 
「後継者を求めている寺院」及び特に「後継者(住職）になりたい方」の要望を結実するよう 
に開設されています。気軽にご相談ください。 
尚、登録申請書は事務局に一報すれば送付いただけます。    TEL 075-463-3121 

 
◎ 第 3 回教区寺院セミナー 参加申し込みのお願い 
来る、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 
まだ空席がございますので、参加費 18，000 円と参加申込書を添えて申し込み下さい。 
満席になり次第締め切らせていただきます。 
  

◎ 第３７回少年少女研修会 
 本年は親と子供が一緒に参加できる研修会です。本山で親子の絆を再発見していただければと 
思います。参加推進ください。 

  期 間  ３月２8 日(火)～３０日(木) 
  対 象  小学校４年生～６年生とその父兄（両親・祖父母)  
 
◎ 特別学徒研修会 
 僧堂掛搭希望者の事前研修会として、僧堂入門の心得を学ぶ。 
僧堂へ入門するのに何も師匠から教わって来ない人・教えてもらう師がいないなど僧堂入門 
以前の心得を学ぶ研修会です。  希望者は、直接教学部へ申し込みください。 

  
  対 象  平成 18 年に僧堂掛搭を希望している本派に僧籍を有する学徒。 

  日 時  平成 18 年 3 月 7 日(火)午後 1時～9日(木) 正午までの二夜三日 

場 所  妙心寺及び研修センター(宿所は研修センター禅堂) 

費 用  交通費は自弁。参加費 20,000 円(当日持参)。 

 

内 容  僧堂の規矩に従った出処進退、作法や坐禅等の指導及び基礎仏教の学習。 

指導員  花園禅塾塾頭、禅塾指導員、教学部員。 

服 装  僧堂掛搭時(冬)と同じ。 

持ち物  掛搭用具一式 (網代笠・袈裟文庫・単布団は不要) 

申込み  研修願書に履歴書を添付し直接教学部宛申込む。 

 

◎ 送付及び問い合わせ先 

〒616-8035 京都市右京区花園妙心寺町 64  妙心寺派宗務本所 教学部 

担当:村山  TEL O75-463-3121 Fax O75-463-3137 

 
◎ 第１０９次定期宗議会 
 来る 2 月１４日から第１０９次定期宗議会が召集されました。 
今回の宗議会は、無相大師のご遠諱直前の議会でもあります。 
平成 18 年度予算案に対する審議検討が中心では有りますが、皆様の宗門に対する質問などを
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正す機会でもあります、日頃疑問に思われる事項が有りましたならば、お聞かせ下さい。 
 当教区選出宗会議員へ１２日までにお申し出ください。 
 
 
◎ 18 年度 支所長会・花園会部会長会は、４月２１日〔金〕です。 
  
 
  

 
   妙心寺開山無相大師六百五十年遠諱大法会 

遠諱テーマ 
『どう活かす わたしのいのち』 
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