
 1

宗 務 所 便 り 
                                         2007 年 1 月 1 日発信    №．30 
 

                                         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。特に 10 月の一宮妙興寺様に於けるご親化授戒会には無事圓成と

なりますよう偏にご協力ご法愛のほどお願い申し上げます。 

                                            頓 首 
 
12月の報告 
2日    第4部 漸東寺住職・高木俊道和尚 遷化 

2日～3日  花園会・妙心寺「青年の集い」           於、本山 

 5日    人権週間・記念集会                於、中区役所ホール 

5日～6日  無相教会・住職・副住職・寺庭婦人講習会      於、本山 

8日    成道会       

8日    第13部 寶勝寺先住寺庭・塚本久枝様 逝去 

11日～12日 開山忌高齢者招待                 於、本山 

12日    本山開山忌                    於、本山 

13日    青年僧の会「歳末たすけあい托鉢」         於、10部東漸寺周辺 

13日    詩偈研修会                    於、徳源寺 

16日    第5部 定光寺寺庭・宮田美津子様 逝去 

22日    宗務本所、宗務所、宗務支所御用納め  

22日    教区役員会 

   
1月の予定 
  

9日    宗務本所、宗務所、宗務支所御用始め 

10日    臨済忌 

11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 

17日    詩偈研修会                   於、桃の花 

22日    本部 人権擁護推進委員会            於、本山 

23日    無相教会寺庭婦人講習会(講師)          於、本山 

24日～25日 定期布教研究会                 於、本山 

26日    瑞泉寺 開山忌 

29日    支所長会                    於、浄心 大森 

31日    独居・無住寺院対策合同委員会          於、本山 

 

＜報 告＞ 
 

◎ 全国花園会女性部大会のお礼・報告               教化本部 
去る、11 月 30 日（木）ウエスティンナゴヤキャッスルにて開催されました「全国花園会女性

部大会」には全国より 1150 名、愛知西教区からは 429 名のご参加を賜り、誠に盛会の内に終了

いたしました。これも教区寺院住職、寺庭、花園会役員の皆様のお力添えを頂いた賜物と厚くお

礼申し上げます。 以下、各部よりの参加者数。 
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部 参加者数 部 参加者数 部 参加者数 
1部 64名 6部 17名 11部 32名 
2部 27名 7部 24名 12部 12名 
3部 13名 8部 23名 13部 31名 
4部 24名 9部 47名 14部 25名 
5部 2名 10部 65名 その他 23名 
 

11 時、受付開始時間より早めに全国から参加者が集まられ、ロビーは一杯の状態。大会会場である 

「青雲の間」の扉が開かれ、ステージ正面には、開山無相大師木造が安置され、ステージの様子がプロ

ジェクターにて、2 面のスクリーンに映し出されて準備がされていた。 

 12 時 15 分、一宮市・宝珠学園おじま幼稚園園児による「ミニコンサート」歌、ハンドベルの演奏がされ

た。 12 時 45 分、開会式。愛知西教区女性部会長・後藤操子氏、岐阜東教区女性部会長・日比野正

子氏の総合司会にて、開会のことば、生活信条唱和、管長猊下入場、献花・献灯、般若心経・回向、管

長猊下おことば、宗務総長挨拶、笠原知寿子全国女性部会長挨拶、愛知西教区宗務所長歓迎挨拶、

管長猊下退場にて開会式を終えた。 

  

13時 30分、特別講演「みんな地球に生きる人」アグネス・チャン氏の講演。 生まれ育った環境、家族、

歌を通じて日本に来たこと、日本での生活、カナダに留学、ご主人との出会い、現在の家族の話、ボラ

ンティア活動、ユニセフ親善大使の活動、笑い有り涙ありと楽しい講演を聞いた。 また、伴奏は無しで 

歌声を聞くことができ、参加者から大きな拍手があった。 休息後、遠諱ビデオ「無相大師と妙心寺」が

上映された。  

  

16 時、基調講演「見つめよう わたしのいのち」花園会本部長の講演。  引き続き、日比野千晶氏の歌

唱指導にて、「妙心のうた」「四弘誓願」「おかげさまの歌」を習った。  

 17 時、閉会式。信心のことば唱和、宣言文提案、花園会本部長挨拶、「妙心の歌、四弘誓願」の歌、 

閉会のことば、にて終了した。 

 18時、「天主の間」懇親会。愛知西教区花園会会長・森 宏之氏挨拶・乾杯、フランス料理にて宴が始

まった。 

 

アトラクションでは、橘派小唄、バンド演奏、福引が行なわれ会場が盛り上がった。 

 19 時 30 分、散会。教区役員、女性部大会役員に送られて参加者は三々五々家路に向かわれた。 

参加者からは、「1 日の大会であったが、内容の濃い充実した時間でした。」と感想を戴きました。 

 

◎2006 年「人権週間」記念集会     教区人権擁護推進委員 徳授寺 澤田慈明 
  愛知同宗連を通じ、世界人権宣言愛知県実行委員会主催の講演聴講の依頼がありました。 

この度は、第６・７・８・９・１０部の推進委員様に出席のお願いを致し、以下３師より報告書を頂いて 

おりますので、ご披露申し上げます。 

日時  ２００６年１２月５日（火） １８時３０分～２０時３０分 

場所  名古屋市中区役所ホール 

講演  『子どもと人権』 

講師  津村 薫氏 （女性ライフサイクル研究所）  

 

第７部 新徳寺 熊谷秀道師 

子どもの虐待について 

12月5日中区役所ホールにおいて女性ライフサイクル研究所の津村薫氏の講演がありました。 

実際子育て中の私にとって耳の痛いお話でした。 
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 まずは子育ての現場から見えること、崩壊した地域社会や年上から年下まで一緒になって遊ば

ないこと母親一人にのしかかる子育て、一人一人のストレスに対する耐力やコミュニケーション

力の低下等の現状の説明がありました。 

 虐待にも色々あり、身体的、心理的、ネグレクト、性的、と様々。我々は知ってか知らずかつ

いしていると思います。こうした虐待を受けた子供たちは、PTSD 等様々な障害がでてくるそう

です。そして自分の力の過小評価、対人関係の問題、他への攻撃性、反社会的行為、性的行動化

へとつながっていくと言われました。 

  

又、しつけには体罰はいらないと。たたいたり脅したりすれば、全てを止めてしまう。だから

何が許されないかを教える事は重要。痛みや脅しでは伝わらない。子供に心豊かに生きて欲しい

なら、親が心豊かに生きる事だそうです。想像力を養い、してはいけない事との区別をつける事。 

 加えて、周りの大人たちには、虐待にならないように支援してあげる事、そして発生した時の

早期発見、早期通報。そして傍観者にならない事。人と人との繋がりを大切にする！子どもたち

にとって、温かい体験はこの社会で生きていく事を可能にする。皆が見守り皆で叱り育ててきた

宝を大切に！温かい支援を御願いいたします！ 

 

第 8 部 関無院 篠田宗徹師 

 12 月 5 日に名古屋市中区役所ホールで行われた世界人権宣言愛知県実行委員会主催の集会に

参加させていただきました。開催が 18 時半からでしたので、兼務者が参加しやすい時間の集会

で助かりました。 はじめに主催者で同和問題に取り組む愛知県宗教団体連絡協議会の池谷亮真

師から、「2004 年に児童虐待件数が 33,408 件と初めて 3 万台の大台に上り、最近は虐待の世代

間連鎖が問題になってきている。子どもの権利条約にある生きる権利・育つ権利・参加する権利

などを尊重し、世界人権宣言の精神を踏まえた人権文化が育つことを願います」と挨拶がありま 

 

した。続いて来賓面々の挨拶後に、女性ライフサイクル研究所スタッフの津村薫さんから「子ど

もの虐待について」と題する記念講演が 90 分ほどありました。同研究所が設立された 1990 年に

は「私は子どもを可愛がれない」とする婦人雑誌の特集が組まれたり「子ども 110 番」が各地に

設置されたりするなど、これまでの育児が大きく変化する時期であったこと、急速に地域社会が

崩壊して異年齢集団の中で育った子どもの環境が失われ子育ては母親ひとりの肩にのしかかり

始めたこと、無ければ無いで我慢できたのに便利なビデオやクーラーなどが普及してどんどん我 

 

慢（耐性）が失われてきたこと、ハンバーガー店内の若い二人はそれぞれの携帯電話ばかりをみ

つめていて互いのコミュニケーションする力も衰えているなど、一般に便利なツールであるはず

の機械に人間がコントロールされていること、母親が子どもに冷たいのではなく、虐待をする母

親は暴力をふるいながら悲鳴をあげていることが多いことを理解すべきであること、など子育て

の現場から見える現状を分析されました。そして近年急増してきた子どもの虐待を身体的虐待・

心理的虐待・ネグレクト・性的虐待などに分類してそれぞれ説明され、日常的に暴力を目撃して 

 

育つと 3倍の確率で暴力を振るう大人になり、女子は暴力を振るう男子をまた選んでしまうとい

うショッキングな話もありました。虐待をうけた子どもの心理的影響が何十年間も残る話（外傷

後ストレス障害：PTSD）など対人関係上虐待による暴力がいかに人間性そのものを破壊してしま

うかに注目すべきだともありました。ではどうするか？津村氏は「叱らない育児には反対」と何

度もくりかえされ、そのつど「人が生きるには何が大切かをきちんと[言葉]で教えることが大人

の責任です」と強調されました。ついカーとなって頭が真っ白になっているときは叱るべき時で 

 

はないこと、人間の感情を豊かに表現する言葉を大人がもっと知るべきであること、人（子ども）
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は気持ちを受け止めてもらえればもう二度としなくなるもので、子ども気持ちを言葉に代えて受

け止めてやり、いけないことはしないように「言葉で諭す」ことが大切だと言われました。今日

の母親の虐待の悲劇はお母さんたちを温かく支援する環境が失われているから悲劇が増えてい

ること、虐待防止のために周りの大人が関わり、専門的ケアの職員の充実も不可欠であると言わ

れました。最後に、サバイバーと言われる虐待被害者が今後生きてゆけるかどうかは、特に周り 

 

の大人があきらめずに関わりを持ってゆくことだと言われました。温かい大人に可愛がられた体

験があるか否かでその人生が変わってくるからです。周りの「可愛くない子ども」を見捨てずに

育てていくことが如何に大切かを述べられました。虐待を生み出す社会的環境や心理的背景をふ

まえながら、結局「感情の動物」である人間を最後まで見捨てないで関わりをもてるかどうかが

大切だと結論づけられたが、仏教者の取るべき姿を改めて反省させられるひと時でした。 

 

第９部 福昌寺 羽澄直樹師 

崩壊した地域社会と異年令集団などで子育てが大変になり、母親１人による子育てになり子供

への虐待も出てくる。体罰を受ける子供は想像力とコミュニューケーション不足になり、将来加

害者となりうる可能性が高い。その予防として 

 

①虐待にならない支援をする 

②早期発見 

③介入し、地域の中で生きられる支援が必要である 

被害者が強く生きていける鍵は身近な大人にあり、暖かい他人があることで、社会を信じて生

きてゆけるようにしなけれればならない。宗教人として反省しなければならない事だと思う。 

 
◎青年僧の会「歳末たすけあい托鉢」の報告    青年僧の会会長 宮田全裕 
12 月 13 日 午前 9時 扶桑町東漸寺に集合。25 名の会員が集まり托鉢に臨んだ。 

雲水衣、網代笠、草鞋、脚絆、看板袋の装束で、2つの班に別れ、1班は東漸寺周辺を托鉢。 

２班は斉藤地区にある正覚寺周辺を托鉢した。托鉢金 182,388 円が集まり、その日の夕方に中 

日新聞の社会事業団へ持参し「歳末助け合い募金」に全額を寄付した。 

  

今回の托鉢に際し、多くの寄付金が集まりましたことを篤志者の方々に感謝いたします。 

会所をして頂きました東漸寺様。休憩場所等で正覚寺様、龍泉寺様、顕寶寺様。扶桑町内寺院 

の協力を頂き深く御礼申し上げます。 最後に会員各位におかれましては小雨の降る寒い中で 

の托鉢ご苦労様でした。 
 

＜お願い お知らせ＞ 
 

◎春季定期巡教 開教希望の取りまとめ 
平成 18 年度春季定期巡教に開教頂きたく１月２５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。 開教師は、次の両名です。 

 
台番 0037 福岡県 開運寺住職 池上 寛道師 
台番 1440 三重県 桂雲寺住職 小西 教邦師 



 5

◎第 3回教区寺院セミナーの案内 
来る平成１９年２月８日(木) 午後1時３０分より名古屋市市民会館にて第３回教区寺院セミ 
ナーを開催します。 
講師は、花園大学学長・臨済寺專門道場師家 阿部宗徹 無底窟老大師で無相大師の三転語と 
題し講演いただきます。奮ってご参加ください。事前にご質問等ございましたらお聞かせくだ

さい。 
 
◎第 42 回本山寺庭婦人研修会 
平成 19 年 3 月 8～10 日の 2泊 3日で、参加費 15、000 円。本山での研修会受講は義務制です。 

寺庭婦人で未履修の方はお連れだって是非受講下さい。今回より未就学児の託児所が設置され 
日中は研修会に集中していただき、夜はお子様と一緒に休めます。託児が難しい方には付添者 
１名を認め、その宿泊費は無料(教学部負担)です。但し事前申込みのこと。 
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。 

  
 ※ 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お願いします。 
 

◎親子研修会(第 38 回少年少女研修会)参加者募集 
 来る、平成 19 年 3 月 24 日(土)～26 日(月)までの 2泊 3日にて、表記の研修会が花園会本部 

にて開催されます。昨年より親と子の研修で、50 組、小学校 4年生～6年生が対象です。 

宿泊費、1名・1万円。支所長、所長を経由して申し込み下さい。 

申し込み締め切り、3月 9日。参加者には教区助成をいたします。 

 檀信徒の方で、対象年齢のお子様をお持ちの家庭に参加推進をお願いいたします。 

 
◎僧堂掛搭予定者学習会のお知らせ 
 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会が開かれます。参加は任意です。 

 僧堂へ入門するのに何もわからない人・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 19 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 19 年 3 月 5 日(月)午後 1時～7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  履修願に履歴書を添付し 2月 15 日までに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 

 
 
 



◎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。 詩偈に興味のある方・初めての方でも結構です。 
ご参加下さいますようご案内いたします。 
              

              記 

 日 時  １月１７日(水） 午後６時より８時まで 

        （午後 5時半には学習始めています。）  

 

会 場  中国菜館 「桃の花」本店 

名古屋市中区錦 2-14-21 円山日生ビル 地下１階  

             TEL 052-222-0500   

        ※ 地下鉄東山線伏見駅 1番出口から徒歩 2分  

 

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１３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   

 
 
 
 
 
 

 

 
 

遠諱テーマ   『どう活かす わたしのいのち』 
 
 
 
 
 
 
★ 19 年度 支所長会・花園会部会長会は、平成 19 年 4 月 12 日(木)に開催 
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