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宗 務 所 便 り 
                                         2006 年 10 月 1 日発信    №．27 
 

                                         愛知西教区宗務所長 武山廣道 九拝 
謹啓上 秋も深まり、朝夕肌寒さをおぼえる頃となりました。 
路上駐車の禁止により当初は少しばかり減りましたが熱が冷めてまいりますと元の木阿弥。 

毎日自動車を利用し移動している方には慎重に予防運転していただきますよう祈念します。特に

飲酒運転･走行中携帯電話の使用などはもってのほか。自動車は走る凶器といいます。宗教者が

加害者にならないよう安全に運転していただきたく思います。事故になりますと双方が不幸にな

ります。ご自重ご自愛下さい。   
                                              頓 首 
 
9月の報告 
1日        禅文化研究会研修会「差別用語と人権」       於、ナディアパーク 

 2日～3日   第21回禅寺一日入門                於、犬山・瑞泉寺 

 5日    東海地区議員・所長会               於、名鉄グランドホテル 

 6日    花園会館運営委員会                於、花園会館 

 6日    教区寺院セミナー準備会              於、宗務所 

 7日    宗制審議会                    於、総務部 

8日    愛知同宗連第３回役員会              於、西本願寺・名古屋別院 

12日    第2回教区寺院セミナー              於、名古屋市民会館 

13日    詩偈研究会                    於、徳源寺 

15日～16日 定期宗議会                    於、宗務本所 

20日～27日 特別布教 （布教師・梅澤徹玄師）         於、教区内 

26日～28日 前堂職法階取得研修会               於、本山 

28日    教区寺院セミナー現地研修会            於、奈良県 

30日    ヴィイオリン デュオ リサイタル          於、定光寺 

 
10月の予定 
 5日    教区寺庭婦人会会長会               於、本山 

11日    詩偈研究会                    於、徳源寺 

16日    教区花園会運営委員会               於、吹上ホール 

16日    第10回一日禅寺入門                於、岐阜 天衣寺 

16日～17日 人権擁護推進合同研修会              於、京都・西本願寺 

17日    愛知県宗教法人実務研修会             於、ウィルあいち 

19日～20日 宗務所長会                    於、本山 

23日～25日 第5回梵唄講師養成講習会             於、本山 

26日    研修会｢墨蹟を観る｣                於、白林寺 

＜報 告＞ 
 

◎愛知同宗連 役員・担当者研修会  教区人権擁護推進委員  徳授寺 澤田慈明 
去る７月２４日(月)、上記研修会が行われ出席してまいりました。会場は浄土真宗本願寺派・

本願寺名古屋別院にて行われ、各教団より２７名の出席がありました。テーマは「愛知県の部落

史」と題し、津島市人権教育推進協議会会長である伊藤卓夫氏の講義がありました。 

内容は、愛知県の被差別部落の成り立ち、歴史的な背景、具体的な地域名を挙げられてのお話
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を拝聴いたしました。私は今まで、なぜ差別を受ける人々が生まれたのか、という素朴な疑問を

持っていましたから、この度は大変意義深いものとなりました。 

太古から平安時代には、人々の力ではどうする事もできない自然現象や天災などに対して、人

智を越えた力を持つものの存在を信じ、それを神として畏れ、神の怒りに触れないように神を祭

り、神を崇めることで厄災から逃れようとした。この時代の朝廷は神を祀る場所を清め、神への

供え物を準備をしたり祀祭の準備を執り行う人々を特別な人間として重んじられ、清めに関わる

者には厄災が及ばないという伝承がされ、一般民衆から畏怖される存在であった。 

 

平安時代になると祀祭からはずされた「清めに関わる人々」は、死穢・六畜の穢などを清め、

都、神社仏閣の清めに関わりこの人たちを総称して、非人と呼ぶようになった、という。平安後

期から鎌倉時代にかけて非人と呼ばれる人が、細工物を作り、雑役に携わり、人や牛馬の死穢を

処理し、犯罪人の刑の執行を行う。また井戸掘りをする職にあてがわれた。やがてこれらの仕事

を受け持つ人は差別・蔑視されるようになってきた、という事です。 

 

また現在の愛知県内の被差別部落名を挙げての実例の話に及び、今尚こうした現状があること

に心痛むものがありました。 

部落への賎視・差別は江戸時代に一般民衆へと広がり、明治になり増幅し今に至っている訳で、

同和対策が政治的にも実施され、かなりの成果は上がっているものの、まだまだ心理的な部分で

の差別解消は「日暮れて道遠し」の観があるように思われます。職業に対する平等、生まれ育っ

た地域、過去には誤った解釈などあったものの、これから育っていく子供たちに、差別や人権侵

害がないよう、生まれたところに愛着と誇りが持てる街を残してあげるにはどうしたら良いか、

まずは釈迦が一貫して平等を説いたことに沿って、宗教者である私たちの足下からではないか、

そう想う研修でした。 
 

◎愛知同宗連役員会 
 愛知同宗連第３回役員会が９月８日（金）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.第２１回「都府県同宗連」と「同宗連」との交流会について 

   今年度は「愛知同宗連」が主催することに決定 

   日時 ２００６年１１月６日（月）午後からの予定 

   詳細について意見交換がなされ、後日全国の同宗連事務局と打ち合わせをして決定する 

 2.第１９回「愛知同宗連」講演会について 

   日時 ２００７年２月２７日（火）１３：３０からの予定 

場所 名古屋市中村文化小劇場（中村公園文化プラザ３階） 

   テーマ・講師は未定  次回役員会にて決定する 

 

報告・依頼事項として 

 ・「愛知同宗連」現地学習会 ２００６年１０月１１日〈水〉  

リバティおおさか（大阪人権博物館）にて 

 ・２００６年「人権週間」記念集会 ２００６年１２月５日(火)１８：３０～２０：３０ 

    中区役所ホールにて 

    講演『子供と人権』  講師 津村 薫氏 

  各教団へ割り当てチケット配布しますので、出席をお願いします、との事です。 

  後日、各部の人権擁護推進委員様に出席をご依頼しますのでよろしくお願いします。 
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◎特別布教 
秋の特別布教には20日より27日まで開教を頂きありがとうございました。開教寺院様には開教報

告を提出いただきますようお願いいたします。 

 

◎第21回禅寺一日入門                青年僧の会会長 宮田全裕  

９月２日（土）、３日（日）の両日 会場を犬山の瑞泉寺さまにて一般３７名の参加者があり

ました。２日の午後１時３０分より本堂にて開会式。瑞泉僧堂師家、玄々庵老大師をはじめ宗務

所長、他３名の公職の方々にもご多忙の中ご参列を賜りました。 

参加者は、小学生の子から高齢の方まで年齢層は広く、一泊二日のハードスケジュールにもか

かわらず一人も脱落無く過ごしていただきました。今年は比較的過ごしやすい天候で、皆爽やか

な汗を時折吹く涼風に当たらせながら一生懸命に坐禅をしました。児童たちも食堂においても騒

ぐようなこともなく、作法を守ってきちんと食事をしました。しかし元気が有り余っているのか

休憩時間には、廊下や本堂を所狭しと駆け回わり注意することもありました。 

 

一日目の午後７時より「名古屋むすめ歌舞伎」の林みどりさんを講師にお招きして三味線の弾

き語りや、歌舞伎の手ほどきを受けました。歌舞伎の技術の一つ、お腹に溜めに溜めて一気に吐

き出す笑い方などはみんなで練習してとても楽しい時間を過ごしました。最後に参加された男の

子と女の子に歌舞伎の「くまどり」の化粧をしてもらったのでいい記念になったと思います。 

 

二日目も晴天に恵まれ予定とおりに行事をすることができました。８時からの講座は玄々庵老大

師にお願いいたしました。子どもたちには少し難しい話でしたがとても静粛に聴いていただきま

した。閉会式では皆とても充実した表情に変わり、最後の「般若心経」を唱和する時には皆とて

も大きな声で、お経が堂内に響きわたっていたのを今でも鮮明に憶えています。 

 

無事終えられたのも、瑞泉寺玄々庵老大師をはじめ雲衲の方々、教区の関係方々、青年僧の会

会員、協賛関係方々の御理解と御協力によるものと感謝しております。この場をお借りして御礼

を申し上げます。ありがとうございました。 

 

◎第2回教区寺院セミナー                  運営委員 

 去る9月12日、名古屋市民会館・第一会議室にて第2回教区寺院セミナーが開催された。 

テーマ《中国 祖師の足跡をたずねて》 

 講座1、「中国 祖蹟巡拝」名古屋徳源寺専門道場師家 江松軒 嶺 興嶽老大師 

老大師は平成5年以来、二十回以上も訪中し、多くの寺を参拝されて来た。寺院伽藍と安置され

ている仏像の事。7～8割が臨済宗寺院である事。立派な寺院であっても住職の席は空席にされ、

それに代わる僧侶の監院が護持運営に当たっている内情。若い顔より年寄りくさい顔で行った方

が歓待してくれた事など、実際に中国へ行って視なければ解らなかった事が体験を通して語られ、

興味深い内容であった。 ※江松軒老大師より御著書『中国 祖蹟巡礼の旅』を希望者に賜った。 

  

講座2、「現代中国人の信仰・宗教・寺院事情」（株）遊路トラベル社長・志賀建華氏 

志賀氏は、小学校3年生の時（1966年）より10年間にわたる文化大革命を体験される。 還俗さ

せられた僧侶の事例や、寺の殆どが集会所や倉庫になった話。また現代でも、寺院の境内以外は

布教できない事。最近は禅語が流行し、書店では禅関連の本が多い事など多岐に語られた。 

 座談会  江松軒老大師 志賀建華氏 教化主事 

中国の寺院と僧侶のシステムについて、民衆と宗教儀礼の関わり、住職の力量によって寺院経営

が成り立っている事など多数に質疑応答された。 
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◎教区寺院セミナー現地研修会                  教化主事 

去る、9月28日（木）教区寺院セミナー現地研修会が奈良市西の京「薬師寺」「唐招提寺」御所市 

柏原「水平社博物館」を会場に行なわれた。僧侶、寺庭、寺族等31名の参加を得て、午前8時30

分、名古屋駅太閤通口よりバスにて出発。車内にて開会式、引き続きビデオ研修・映画「橋のな

い川」を上映。11時15分薬師寺到着、金堂にて本尊諷経・回向、拝観。金堂・東僧坊では僧侶の

法話・薬師寺の説明が行なわれていた。誠に楽しく何度も笑い声が起こり、つい聞き入ってしま

う話術にも関心した。移動して玄奘三蔵院の拝観。大唐西域壁画殿・秋季特別公開にて、平山郁

夫画伯の壁画を見学。 徒歩にて移動、唐招提寺の拝観。金堂は解体修理中にと仏像は講堂にて

参拝。 真新しい鮮やかな朱塗りの柱に美しい白壁の整備中の薬師寺。静かな木立の中に荘厳な

境内の唐招提寺。対比の面白さを感じた。  

 

バスにて移動、13時50分水平社博物館到着。ボランティアガイドの方から水平社博物館1階・人

権ふるさとマップにての説明。2階テラスにて博物館正面に位置する西光寺とその周辺の昔の状

況の説明を聞く。（現在は公園に整備されている） 2階館内に入り、プロローグ、水平社創立前

史、全国水平社の展開の説明を受けた。後は自由に館内見学をしてバスに移動、帰路に着いた。  

 

ビデオ研修、水平社博物館の見学を通じて、「日本で最初の人権宣言」と言われる水平社宣言が

何故、御所市柏原の地から起きたのか。平和と人権の確立をめざす部落解放運動の原点が全国水

平社にあり、その歴史と精進は水平社運動に身を投じた人々の闘いによってつちかわれてきた事

を学ぶ貴重な機会であったと考える。  

車中にて閉会式。 18時40分名古屋駅到着、解散した。 

 

＜お願い お知らせ＞ 
 

◎第 45 回花園会本部研修会・寺院役員研修会のご案内 

来る 11 月 10 日～11 日、本山妙心寺、花園会館において「第 45 回花園会本部研修会・寺院役員

研修会」が開催されます。本年は『開山無相大師 650 年遠諱団参決起集会』と位置付け、「どう

生かす わたしのいのち」～遠諱祈念 檀信徒総登山～をテーマに開催されます。 部花園会長 

寺院責任役員の方には研修会に参加、本山を身近に接していただき、各寺院の発展は本派の発展

に通じることを感じていただける機会です。 多くの責任役員様に参加を呼びかけて下さい。 

参加助成金あり。 

 

※ 参加は、責任役員のみでなく他の寺役員・寺行事の指導的立場の花園会員でも可です。 

 

◎全国花園会女性部大会参加者募集のお願い        教化本部 
来る11月30日（木）ウエスティンナゴヤキャッスルにて全国花園会女性部大会が開催されます。 

地元愛知西教区は独自に募集、申込みをいたしますので花園会本部へ申込まないようにお願いい

たします。各寺院の申込書を宗務支所にて取りまとめて、宗務所へ送付して下さい。 

 当教区参加数は 450 名。 

 

支所長様には支所単位にてのお願いをいたしております参加数を、部内寺院様とご相談の上取

りまとめ募集していただきますように宜しくお願いいたします。 申込締切は、10 月 20 日 

参加費納金は、宗務支所ごとに集金し、宗務所まで送金願います。領収書は、本部より送付され

ます。 

９月末現在で参加者が多くありません。もう少しのご協力、参加推進をお願いいたします。 
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◎愛知県宗教法人実務研修会のご案内 
下記の通り開催されますのでご参加下さい。 

目的  県内の各教派・宗派団体の指導者及び単立宗教法人の代表役員等を対象に、宗教法人 

運営上の実務について研修を行い、法人意識の徹底、事務能力の向上を図り、宗教法人 

の管理運営の適正化に資する。 

 日時 平成 18 年 10 月 17 日(火) 午後 1時から午後 4時まで 

 会場 ウィルあいち(愛知県女性総合センター)3 階大会議室 名古屋市東区上堅杉町 1    

対象者  県内の各教派・宗派団体の指導者及び単立宗教法人の代表役員 

 内容 (予定) 

13:05～13:45  講義「宗教法人の管理運営について」  (文化庁文化部宗務課) 

13:45～14:05  事務連絡「宗教法人の提出書類及び規則変更について」 (学事振興課) 

14:05～14:55  講義「宗教法人の登記についてくよくある間違いとは〉」(名古屋法務局) 

15:10～16:00  講義「登録免許税法及び租税特別措置法第 40 条について」(名古屋国税局) 

 

◎「墨蹟を観る」研修会               禅文化研究会主催 
禅僧の墨蹟で「読めないので読んで欲しい」「画と讃の意味が知りたい」などありましたら 

15 日までに白林寺宛その写真をお送り下さい。先生に前もって見て頂き当日参加者と共にどの

ように読み取ったらよいのか考えてみたいと思います。特に画賛のあるもの。また禅の墨蹟に関

しお尋ねしたいことがあれば申し出で下さい。興味のあるお方は、是非ご参加下さい。 

 

期 日  10 月 26 日（木）午後 5時より 

会 場  白林寺本堂 

講 師  芳沢勝弘氏 花園大学国際禅学研究所 副所長 
会 費  3000 円 

  問合せ  info@zenbunka.com

 

◎寺庭婦人現地視察研修会 
寺庭婦人の方の多治見永保寺辺への現地研修会が行われます。ご参加に協力いただきますよう 

お願いいたします。 

 日 時  11 月２日(木) 9：15 永保寺集合 

 会 場  多治見 虎渓山 永保寺 

 会 費  １，０００円 

内 容  写経・萬刃軒老大師法話・臨黄ネット紹介・寺で昼食 

      午後は、陶芸など 各自自由に散策 

申込は、10 月 15 日までに寺庭婦人会 各部委員まで 

 

 

 
 

 
   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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