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宗 務 所 便 り 
                                          2007 年 4 月 1 日発信    №．33 
 

                                          愛知西教区宗務所長 武山廣道 九拝 
 
謹啓上 サクラが漸く咲き始め、結局例年と同じような頃となりました。 

 さて年度変わりの諸準備に何かと気ぜわしく走り回っております。4月に入り世間では新入社

員や新入生など新しい顔がみえ、人事異動など体制も変化し大変なことだろうと察しいたします。

各寺院さまではどんな変化がおきているのでしょうか。昨年度を振り返り総括反省し、心新たに

精進してゆきたいと思っております。皆様には本年度もどうかよろしくご協力ご法愛の程お願い

申し上げます。 

                                         頓首 
 
3月の報告 
5日～6日  花園会女性部会長会              於、本山 

 6日～8日  宗務所長会                  於、本山 

 8日         教区報編集会議                 於、宗務所 

9日     青年僧の会 現地研修会            於、岡崎・西居院その他 

 8日～10日  本山寺庭婦人研修会              於、本山 

13日     教区役員会                  於、宗務所 

14日     詩偈研修会                  於、徳源寺 

15日～16日  梵唄講師養成講習会              於、本山 

17日～30日  春定期巡教                  於、教区内 

24日～26日  花園会全国少年少女研修会           於、本山 

28日     尼僧団愛知支部・総会             於、木曽川・福昌寺 

30日     妙心寺展企画検討会議             於、名古屋市博物館 

 

4月の予定 
 1日     教区花園会たより「おかげさま」発行      於、宗務所 

3日     連合会 講師実務者会議            於、江南市民文化会館 

 5日     教区ブロック長会、監査会           於、宗務所 

 5日     青年僧の会 総会               於、名古屋市栄・モリス 

 8日～12日  恒例法要                   於、本山 

11日     詩偈研修会                  於、徳源寺 

12日     部花園会長会、宗務支所長会          於、名古屋都市センター 

24日     愛知同宗連総会                於、真宗本願寺派名古屋別院 

26日～27日  教化主事会                  於、本山 

 

＜報 告＞ 
 
◎ 第１９回「愛知同宗連講演                  
                       教区人権擁護推進員 徳授寺 澤田慈明 
 第１９回「愛知同宗連講演会」が開催され、教区役員を始めとし順番でお願いしました各部の

人権擁護推進員の方にご出席をお願いし、講演を聞いていただきました。 
 この行事は、同和問題にとりくむ愛知県宗教教団連絡協議会(愛知同宗連)の主催する行事です。
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現在愛知県では、３１の教団が所属し同和問題に真摯に取り組み、宗教者としてのあるべき姿を

研鑽する場でもあります。 
 今回は、   日時  ２月２７日（火）１３：３０～１５：４０ 
        場所  中村文化小劇場にて 
        テーマ 『あした天気になあれ』 
        講師  松村智広氏（（財）反差別・人権研究所みえ 主任研究員） 
 当日は、お忙しいところご参加いただきました皆様に感謝申し上げ、以下報告書を頂戴してお

りますので、ご披露いたします。 
 
11 部 寳光寺 六鹿正紀師 
去る 2 月 27 日（火）、名古屋市の中村文化小劇場にて、愛知同宗連主催の講演会に参加して

参りました。講師には（財）反差別・人権研究所みえ・主任研究員の松村智広師をお迎えし、「あ

した元気になあれ」と題し、ご講演頂きました。 
 講演の前には、各主賓の皆様には現在の同和問題を取り巻く状況やその対策、これからの取り

組みなどをご説明頂き、昨今のインターネット上での悪質な差別書き込み事件や身元調査に利用

するため、個人情報を扱う有資格者と興信所が戸籍謄本を不正取得に及ぶ等、新たな形態の差別

事件が起きていることを知らされました。 
  
松村師の講演では、部落で生を受けられたご自分の生い立ちから現在までの半生を、ユーモアを

交えながら家族を含め人とのつながりに重点を置き、お話されました。ご自分が受けられた差別、

ご家族が受けられた差別、ご友人が受けられた差別、そのお話をされる時にたまに見せられる柔

和な表情に大変なご苦労のあとが垣間見えました。あっという間の 1 時間半でしたが、自分を

部落に生んだ父親を一度でも本気で恨んだ自分自身が一番憎い、この世に生を受けたすべての人

が生まれてきてよかったと思える世の中に！その為にも人が人として付き合うためにそれぞれ

自分自身が心の垣根を取っ払わなければと、言われたことに感銘を受けました。 
 我らが臨済にも「無位の真人」という語がありますが、ふと我を省みると見かけは法衣を纏っ

ているものの有名無実、僧侶としてこれから与えられた生をどう活かしていくか、非常に考えさ

せられた一日でした。 
 
１２部 瑞芳院 森 康正師 
逆境にのぞみ、人は様々な行動をとります。先ごろの、奈良公務員欠勤事件は、逆境を私利に

悪用したものです。今回の松村講師は、怒りにとらわれず明るく人に接するという、今までにな

い問題の語り口で、つい話に引き込まれました。特に「部落解放とよく言われますが、開放され

るべきは部落ではなくて、差別する人の心の方です。」という言葉が印象に残っております。 
同和問題、学校・企業内のいじめ、地域での村八分などは、同根のものだと思います。人が集

まれば差別意識もおこると認識し、早目に芽をつむ努力こそ大切だと痛感しております。 
 
１３部 安楽寺 丸山慈樹師 
松村さんは、出生からのお話しをされました。 

生まれた所は、三重県柘植村に生まれ母親は、病弱なため、松村さんを生んで６才の時に死別を

しました。松村さんが部落差別受けたのは、小学１年の時でした。 
学校から手紙をもらってきたが、お父さん、祖母に見せたが手紙を下になげすてるだけで何にも

言わなかった。学校へ行ってもいつも忘れ物ばかりしていた。 
お父さんや祖母は、部落に住んでいたため、学校にも行けなかったから、文字を知らなかった。

私も恋愛もしましたが、相手の親が身近調査をし、部落出身者を分かったら、親から完全拒否さ

れた。 
今、同和問題をめぐる現状では、インターネット上での悪質な差別書き込み事件、不正に調査
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業関係者から、身元調査をし、電子版、部落地名総監が、回収されるなど、新たな形態の差別事

件が起きております。 
さまざまな差別意識を克服していくために、果たすべき役割をしていかなければならない。 
 
１４部 慈光寺 多田清昭師 

以前の講演で「女性障害者に対する社会的な差別の現状」についてお話しされた江南の先生と

同様に、今回の松村先生も自らが激しい差別を受けた当事者としての体験談であり、個々の例は

実に重いものでした。 
部落解放を目指す差別撤廃の為の講演となれば通常、重苦しく沈みがちになってもやむえない

と思われる処ですが、松村先生は実に明朗かつ快活なお人柄であり、多くのユーモアを交えた講

演に、つい時の経つのも忘れてしまう程でした。 
 
年令も私とさほど違わず、また青春の時期を私同様、京都の右京区で過ごされた先生に何かし

らの親近感を覚えました。しかしながら先生は、部落出身であることから、絶えがたい差別を受

ける中で、日々暮してみえたということです。 
 
それにしましても、「基本的人権の尊重」は、日本国憲法の三大基本原則の一つです。この国

の最高法規が制定されてすでに六十年以上経過する日本の社会に於いて、今だ部落出身者に対す

る差別が残存する現状。これは個々の意志有る人達の努力だけに解決を委ねて済まされる問題で

は無い事を物語っています。今後、政治・経済界はもちろん、宗教界も様々な差別意識を克服し

ていく為に、果たすべき役割を一層自覚し、行動すべきと思われます。 
 
◎青年僧の会 現地研修会               青年僧の会 宮田全裕 

去る、3 月 9 日「青年僧の会 現地研修会」を行いました。15 名の参加者がありました。 
9 時に名古屋駅に集合し岡崎市西居院住職 廣中邦充師を訪ねました。 
廣中師は家出や不登校、ひきこもりなどに苦しむ子どもたちを無償で寺に預かっておられて、 
『やんちゃ和尚』とよばれています。そこではどういう経緯で子供たちを預かるようになったの

か、家庭や学校で問題を抱えている子供たちとどのように接していけばよいかなどのお話を聞か

せていただきました。そのあと真福寺で竹膳料理を頂き、拝観をしました。 
帰りに一畑山薬師寺により帰路に着きました。 
一日に三ヶ寺を拝観し、それぞれ特色あるお寺ばかりでとても有意義な研修会でありました。 

 

◎定期宗務所長会の報告 
 ３月７日～８日宗務所長会に出席。報告は、支所に送付してありますので閲覧してください。 

 

＜お願い お知らせ＞ 
 

◎ 19 年度 支所長会・花園会部会長会開催 
平成 19 年 4 月 12 日(木)午前 10 時より、名古屋都市センターにて開催いたします。 

 既にご案内の如く、関係の皆様には御出席をお願いいたします。 

 

◎ 定期巡教報告書について 
定期巡教も無事に終了いたしました。開教寺院の皆様にはお疲れさまでした。「定期巡教報告 

書」を宗務所宛に提出いただきますようにお願いいたします。「報告書」提出後、支所長様を経 
由して補助金をお渡しいたします。 



◎教区花園会たより「おかげさま」配布のお願い 
4 月 1 日発行 教区花園会たより「おかげさま」が出来上がり、支所へ配布をいたします。 

登録花園会員数の 2 倍、32,000 部印刷。 各支所には登録会員数の 2 倍を配布いたします。 部

内で調整していただき、各寺院「花園会員に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。 
 
★ 各部内の花園会員数・配付数は以下の如く。 

部 花園会員数  ・配付数 部 花園会員数  ・配付数 
1 部 1403×2＋α  2810 8 部  1150×2＋α  2310 
2 部 308×2＋α   620 9 部  1812×2＋α  3630 
3 部  656×2＋α  1320 10 部 3089×2＋α  6190 
4 部  606×2＋α  1220 11 部   976×2＋α  1960 
5 部 1294×2＋α  2600 12 部  262×2＋α   530 
6 部 1141×2＋α  2290 13 部   513×2＋α  1030 
7 部 1190×2＋α  2390 14 部  1291×2＋α  2590 

    残部を他教区等に配付いたします。 
 

◎ 花園地方大会 募集・参加のお願い 
来る、5 月 20 日(日)12 時 30 分より、アイプラザ一宮(愛知県一宮勤労福祉会館)にて「第 52 

回 愛知西教区花園地方大会」が開催されます。450 名の参加者を予定して準備を致しておりま 
す。花園会員はもとより、信徒の皆様にも参加いただきますように募集をお願いいたします。 
また、第 3 ブロックの住職方、各部支所長、各部花園会部会長様にはご出席をお願いいたし 

ます。 各部花園会部会長様には、諸般のお手伝いをお願いいたしますので、午前 10 時までに 
会場にお集まり下さい。 (別途にご案内をいたしました) 

 
◎仏教講座・詩偈講座 受講生募集 
 正法輪紙上で既報のとおり受講生を募集しております。参加希望のお方は早めにお申し出でく

ださい。 
 
◎特別報恩写経のお願い 
写経をお勧め下さいます様お願いいたします。なお写経用紙の不足な方は花園会本部まで連絡

下さい。用紙は無料で送付されてきます。 

 
 

 
 

遠諱テーマ  『どう活かす わたしのいのち』 
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