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宗 務 所 便 り 
                                         2006 年 6 月 1 日発信    №．23 
 

                                         愛知西教区宗務所長 武山廣道 九拝 
謹啓上 初夏の候となりました。 
 いのちの尊厳さは一体どこへ行ってしまったのでしょうか。經を読みその対価としての布施を

追求しているだけではないか！檀信徒のみ対象の布教になってはいないか！宗教家としてもっ

と積極的に社会に働きかけていかねば順に淘汰されていってしまいます。 
いつでもどこでも言動が行動が「法施」になるような布教教化に努めたいものである。 
                                        頓 首 

 
5月の報告 
9日～10日  人権擁護推進合同研究会             於、本山 

15日～30日  臨黄合同高等布教講習会             於、本山、霊雲院 

20日     第10部・東漸寺先々寺庭 長谷川智子氏逝去     

23日     教区寺院セミナー準備会             於、宗務所 

25日     愛知西連合会 発展拡充講習会          於、江南市民文化会館 

26日     愛知西連合会 奉詠大会                  〃 

27日     第14部 大仙寺落慶法要             於、大仙寺 

28日     第10部 悟渓寺住職 高木教禅尼和尚遷化 

30日     第1回教区寺院セミナー              於、名古屋都市センター 

30日     宗議会議員選挙宣示発布              

 
6月の予定 
 1日    『愛知西教区報』発行               於、宗務所 

 1日     青年僧の会 総会                於、徳源寺 

 6日     禅文化研究会 研修会              於、ナディアパーク 

9日     連合会実務者会                 於、 

10日     第32代妙心寺派管長 晋山式           於、妙心寺 法務部 

12日     宗議会議員立候補立会人届出期日 

13日～15日  前堂職法階取得研修会              於、本山・教学部 

13日     本山参拝推進本部会議              於、本山・花園会館部 

22日     宗議会議員選挙期日 

24日～25日  花園会青壮年部研修会              於、本山・花園会本部 

26日     無相教会 講習会                於、本山・無相教会 

27日     寺庭婦人の会 総会               於、徳源寺 

28日     本山 新亡供養(愛知西教区・その他)       於、本山・花園会本部 

 

 

＜報 告＞ 
教区人権擁護推進委員 徳授寺 澤田慈明 

◎ 人権擁護推進委員・教区人権擁護推進委員合同研究会 
去る５月９日(火)～１０日(水)本山にて、「人権擁護推進委員・教区人権擁護推進委員合同 

研究会」が行われました。 

研究会出席者は、宗務総長を始めとし、栗原正雄人権擁護推進本部長（教学部長）並びに内局。
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林学道人権擁護推進委員長始めとし委員会委員。また各教区から選出された教区人権擁護推進

員。合計４７名の出席者でした。研究会の内容は、まず基調講演がありました。花園大学教授・

八木晃介先生のご講演を拝聴いたしました。 

①曹洞宗・町田発言と差別戒名問題 

②ケガレと差別 

③障害者差別と優生思想 

④セクシャルハラスメント問題 

⑤安楽死・尊厳死と脳死・臓器移植 

５つのテーマに沿って見識を深めさせていただきました。 

 

随分も前から議論がなされている差別問題と、現在新たに問題化されてきた差別（人権）につ 

いてと様々で、奥が深い事を改めて実感しましたし、私一人が先生のお話をお聞きするだけで 

は勿体ないように思いました。次に、参加者が５つの班に分かれ班別討議が行われ、私の班は

②のテーマについて議論いたしました。 

「ケガレと差別」という問題。ケガレの代表的なものは「死」と言われています。しかし、仏 

教的な思想からいえば、死というより「涅槃」に入られた、と申し上げるのが仏教の立場であ 

りましょう。涅槃とは、「火の吹き消された状態」を指し、人間の心の内にある、煩悩の燃え 

さかる炎を鎮めた状態で身も心も安らぐ境地、静かな心の状態が涅槃であります。この意味か 

ら転じて、お釈迦様の死を涅槃とたとえられており、仏教徒である私たちの檀信徒の死も涅槃 

に入られた、と表現するのが正しいと思うのです。 

 

よって、死をケガレとしてみるのではなく、僧侶として正しい見解を人々に示していける度量 

を持ちたいものだ、と意見が多くありました。 

また最近葬儀を終え火葬場からもどると、「清めの塩」を用いるところが多いように思われま 

す。しかし、これも見識が問われるところと思います。必要ないと、きっぱりと示す必要があ 

るとの認識の一致を確認しました。これも各宗派独自の行動ではなく、全日本仏教会が示され 

たらどうか、という意見もありました。 

 

各班別の討議内容が発表され、それについて、さらに八木先生よりコメントをいただきました。 

研究会最後には、愛知西教区の活動内容の発表をさせていただく機会があり、教区寺院セミナ 

ーでの現地研修やら愛知同宗連との関わりの中での活動を報告いたしました。愛知は活発に活 

動されていると、異口同音に感想を頂きました。 

尚、秋にも同研究会が行われますが、現地研修を行うそうです。各教区２名の出席要請があり 

ましたので、後日教区内のどなたかにご指名をさせていただきますのでよろしくお願いいたし 

ます。 
 

◎ 愛知同宗連役員会  
 愛知同宗連第１回役員会が５月１６日（火）に行われ、澤田（徳授寺）が出席してまいりまし 

た。場所は浄土真宗本願寺派・本願寺名古屋別院にて。 

 協議事項として 

 ①「愛知同宗連」役員・担当者研修会開催について 

   ７月２４日(月)午後１時３０分より行うことを企画決定いたしました。 

   内容は、実例を挙げて差別の実態を知る研修内容にしたいと確認されました。 

 ②「愛知同宗連」現地学習会について 

   行く場所の候補地を挙げ、後日決定をいたす事を確認しました。 

 ③第２１回都府県「同宗連」と「同宗連」との交流会について 
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   今年度は「愛知同宗連」が主催する事が決定されているので、企画運営をどのようにするか

意見交換がなされました。尚、日時は１１月６日（月）となりました。 

  報告・依頼事項として 

 ・２００６年度部落解放・人権政策確立要求第１次中央集会への出席要請 

 ・愛知同和問題企業連絡会総会の報告 

 以上、役員会の報告と致します。 

 
◎ 愛知西教区連合会 発展拡充講習会、奉詠大会 
 去る 5月 25日午前 10時より、江南市民文化会館において 愛知西教区連合会「花園流御詠
歌愛知西教区・発展拡充講習会」が開催された。 就任されたばかりの新詠鑑・須藤芳順師、

花園会本部長・一色宏襄師をお迎えして講習会が行なわれた。 350名の無相教会会員の参加
があった。 

  翌日、5月 26日午前 9時 50分より、同江南市民文化会館にて「第 20回 花園流御詠歌愛
知西教区・奉詠大会」が開催された。 開会式の中で、長年連合会に尽力された方々に「功労

者表彰」がなされた。また、20年間連続奉詠大会に出席された支部は、17支部あり表彰され
た。 20回の記念大会として、個人奉詠、団体奉詠の形態をとらずに階級別奉詠とされた。 
審査員の先生方からも講評をいただき意義深い奉詠大会のうちに終了した。 522名の参加が
あった。なかでも愛知岐阜静岡の青年僧有志 20名による奉詠は大変よく聞き応えのあるもの
でした。 
  

＜お願い お知らせ＞ 
 
◎ 教区報配布のお願い 

6月 1日発行予定、「愛知西教区報」が間もなく出来上がり、支所へ配布をいたします。 
1,500部印刷。 支所長様には、部内で調整をしていただき、各寺院におかれましては「責任
役員にも必ず配付をするように」指導をお願いいたします。 余りましたら、宗務所に返却し

ていただき、不足の部に配付いたします。 
 配付数 有住寺院 5冊、兼務寺院 3冊といたします。尚、寺族の居られます兼務寺院は 
5冊といたします。 各寺院内で閑栖様、副住職様にも各自 1冊保存いただきますようにご指
導下さい。 

 
◎ 教区花園会 青壮年・少年少女研修会、参加者募集のお願い 
来る 7月 25・26 日、8部江岩寺境内をお借りして、教区花園会主催「りんかん学校」を 

開催いたします。「案内・申し込み書」を支所経由にて配付をお願いいたします。有住寺院・ 

各 5部の割合で 

 

 

配付下さい。 細かな調整は部内にてお願いいたします。 

申し込み先は、宗務所といたします。 募集人員・親子 20 組(40 名)・締め切り 7 月 10 日。 

小学生をお持ちの花園会員様に声をかけていただきますようにお願いいたします。 

 
◎ 花園会青壮年部研修会 
 来る６月２４(土)～２５日(日)、本山において研修会が行われます。 講師は、衣笠祥雄氏  
・講談師 一龍齋貞花師匠です。参加を推進下さい。日帰り参加も可。 
参加者には助成金を出します。締め切りは、６月 15日必着。 
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◎ 本山安居会 履修希望の方へ 
 期日 ８月２０日～３０日 10 泊 11 日 

 会場 大本山妙心寺及び研修センター 

 履修資格 藏主職以上の法階を有する満 20歳以上の者（在学生不可） 
 費用 受講料 20万円 
 出願方法 安居会履修願、履歴書、本人自筆誓約書、宗務支所長の具申書、宗務所長意見書 
 申込期限 6月 20日～7月 10日までに本所必着のこと 
  
受付前に心経・消災呪・本尊略回向の考査あり。自家用車での上山禁止。僧堂掛搭出来ない明

確な理由が必要。履修者は剃髮のこと。先着順３５名にて締め切り。 
 その他詳細は、宗務支所・宗務所にお尋ね下さい。 
 
◎ 尼僧安居会 履修希望の方へ 
 期日 ９月２５日～10 月２日 

 会場 臨濟宗黄檗宗尼衆専門道場及び瑞龍寺専門道場 

 申込期限 8月３１日までに宗務本所教学部必着のこと 
 先着順１０名にて締め切り。履修者は剃髮のこと。 
 その他詳細は、宗務支所・宗務所にお尋ね下さい。 
 
◎ 本山学徒研修会（本山集団得度式＝希望者） 
 期日 ７月２５日（火）午後１時～２６日（水）午後 1時まで １泊２日 

     （得度式挙行者は２５日午前９時から午前１１時まで）   

 会場 大本山妙心寺及び花園会館 

 履修資格 平成１７年度に始入法階を稟承し、教区より推薦された者。但し特別に過年度履修

済者も可。寺庭婦人は除きます。 
  
費用 受講料 8,000円（得度式冥加料 10,000円希望者のみ）。交通費は自弁。 
 申込期限 7月 10日までに宗務本所必着 
 その他詳細は、宗務支所・宗務所にお尋ね下さい。 
 
◎ 地方安居会（岐阜西教区主催） 履修希望の方へ 
 期日 ６月２３日（金）～２５日（日）の３日間 
 会所 岐阜市寺町 瑞龍寺専門道場 
 受講料 30,000円 
  
※地方安居会 10回と本山安居会 1回の履修にて僧堂歴 1年とみなされ、上限東堂職までの 
  資格認定を受けられる。 
 詳細希望者は、宗務所までお問合せ下さい。 
 
◎ 法式研修会のご案内 
｢引導法語について｣研修します。ご参加下さい。 
期 日 6月６日 午後 5時～7時 
会 場 白林寺本堂  名古屋市中区栄三丁目２５―１８ 
講 師 京都本山塔頭 雑華院住職 渋谷厚保老師 
参加費 3,000円 
主 催 禅文化研究会  info@zenbunka.com  
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◎ 法話研修会のご案内 
法話の研修会が下記の通り松原哲明師を招き行われます。法事・法要の際の法話の実演、なら

びに資料紹介など日常実践できる法話力を身につける研修です。ご参加下さい。 
 

7月３日（月・１日目） 於、白林寺本堂 
   午後１時             受   付 
   午後１時３０分～午後２時３０分  実 演 １ 
     岐阜西教区 蓮華寺  羽賀浩規師   長時間の法話の実演 
   午後２時３０分～午後３時４０分  実 演 ２ 
     参加メンバー数人が、８～１０分の短い法話の実演 
   午後３時４０分～午後４時４０分  講 義 
     講 師   松原哲明師 
                          

7月 4日（火・2日目） 於、名古屋観光ホテル 
   午前８時３０分  受付 
   午前９時～午前１１時３０分  講 義 
     講 師   松原哲明師   蘇東坡・島崎藤村の資料-読み下し、解説 
                   
  参加費   一日目 1,000円 、二日目 2,500円 、両日とも 3,500円 

 参加申込 6月 20日までに愛知西教区青年僧の会各部連絡委員まで 
     又は、メールアドレス zeyuzeyu@yahoo.co.jpへ 
 
◎ 花園会員名簿 
花園会員に異動があった場合（住所変更・世帯主変更）には新規・変更・脱会を記して、新し 
く提出下さい。 
同様の書式であればパソコンでの作成でも結構です。２枚提出下さい。 

 
※（注）4 宗務所長、宗務所の捺印は一ヶ寺一ヶ所で結構です。 は 
     「宗務支所、宗務所の捺印は」の誤りです。 
 「一ヶ寺一ヶ所」とは、名簿を 2枚以上提出される場合は、最初の一ヶ所に捺印すれば 
良い、2枚目以降は不必要という意味です。 

 
◎ 秋彼岸 特別布教 
 開教希望寺院は、宗務支所を通じ７月末日までに宗務所へ申し出下さい。 

巡教師は未だ決定しておりません。  
  

   
 
 

 
   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』 

 
 


