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宗 務 所 便 り 
                                          2007 年 8 月 1 日発信    №．37 
 

                                          愛知西教区宗務所長 武山廣道 九拝 
 
暑中お見舞い申し上げます。 
 暑い夏が漸くやってまいりました。お盆の行事、準備に何かとお忙しいことと存じます。 
また、お願いやら配布物も多くて大変なことと存じますがご協力のほどお願いいたします。 
向暑に砌、お身体ご自愛ください。 
 
7月の報告 
6日     花園会会長会                於、本山 

９日     第３１期部落解放講座            於、愛知県勤労会館 

11日     詩偈研修会                 於、徳源寺 

18日～19日  無相教会師範準師範研究会          於、本山 

19日     本山参拝推進委員会             於、本山 

24日     本山集団得度式               於、本山 

24日～25日  学徒研修会                 於、本山 

30日     授戒会準備会                於、宗務所 

 

8月の予定 
 8日～17日  宗務本所、宗務所、宗務支所・盆休み 

23日～26日  本山安居会                 於、本山 

27日     授戒会準備会                於、妙興寺 

31日～9月2日 花園会本部 夏季講座            於、本山、花園大学 

 

＜報 告＞ 
 

◎花園会会長会                           教区花園会会長   森 宏之 
７月６日本山にて、１９年度第１回花園会会長会に出席致しました。 
開山堂拝塔は、６５０年遠諱法要にあたり壁修復の為、玉鳳院を拝塔させて頂き、御間の襖絵

は、狩野益信筆の重文で一般にはあまり公開されない貴重な絵を拝観させて頂きました。 
大方丈において開会式が行われ、東海大光猊下より「妙心寺を中心とした全国２７教区の会長

は、３５００寺院と檀信徒との潤滑油である大事な役目である。又社会ではスポーツ等色々の分

野で禅が言われている、禅を知ることが大切である。」寺院と信徒の交流を深め、教えを広める

大切を示された。 
輪袈裟の授与では山陰東・北海道教区の新会長に猊下より授与されました。 
細川花園会頭の挨拶があり、管長猊下を中心に記念撮影をもって開会式を終えた。 
宗務本所での会長会にて、一色本部長より遠諱法要にあたり宗門に対する思いと理解を深め 
２０・２１年の団参そして、目標４０万巻の遠諱写経の推進協力の挨拶がありました。 

審議事項では 

（１）平成１８年度花園会事業報告及び決算 

（２）平成１９年度花園会事業中間報告 

（３）役員補選で庶務の足立会長（山陰東）の退任につき中根会長（和歌山）が就任、幹事に
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中川会長就任（三重） 

以上高橋花園会長の議長進行により、事務局からの報告、説明に基づき承認可決しました。 

（４）その他 一色本部長より以下５項目の報告と協力依頼があった。 

  ① ９月１５・１６日第４回花園会青壮年部大会の出席（ボランティア組織の結成大会） 

  ② ２０年４月無相大師遺誡を訪ねて「中国杭州の旅」参加。 

  ③ 年２回発行「おかげさま」で、教区内の活動を紹介する記事の提出。 

  ④ ２１年遠諱法要を前に、２０年全国大会を京都にて開催予定。 
  ⑤ 遠諱特別写経の推進。 

閉会挨拶にて細川宗務総長より 

「妙心寺は６５０年遠諱法要に向け、全ての準備に入ったが、遠諱の円成は三つの目標の

達成にあり、今後５０年の存在に掛かっている。 

１，団参  ２，地方遠諱法要  ３，妙心寺展 
教団が目的を持って活動することが、法の伝承となる。」 

遠諱法要を控え教団の活発な行動と宗門に対する認識を強く説かれました。 
 

◎第３１期部落解放講座「部落解放をめざす愛知研修会」報告 
                         教区人権擁護推進員  徳授寺 澤田慈明 

 愛知同宗連より表記講座に参加依頼があり、５名の方に出席を賜りました。尚、報告文を提出

していただきました。この場を借りまして御礼を申し上げ、教区各師にご報告致します。お忙し

い中、有難うございました。 

  日時  ２００７年７月９日（月） １０：００～１６：００ 

  会場  愛知県勤労会館 

  内容  基調講演並びに分科会 
 

２部 泰雲寺 龍山正純師 

《基調講演》 

部落解放をめざす愛知研修会が７月９日愛知県勤労会館で行われ、講師に部落解放人権研究所

所長である友永健三師を迎えて行われました。 

はじめに水平社が創立されたいきさつや佐山事件の不当性などを話され、今回は教科書無償闘

争について重点的にお話しされました。「すべての国民は、法律の定めるところにより、その保

護する子女に普通教育を受ける義務を負う。義務教育は、これを無償とする」といった憲法２６

条があるにもかかわらず、お金がなく教育を受けられない子供たちの為に長浜、教科書をタダに

する会は集会を開き多くの団体に働きかけました。部落大衆はじめ貧しい民衆の熱い欲求によっ

て１９６３年１２月に義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律を成立させました。

部落解放運動や教組の長い闘いが基礎となって現在では小中学校全体が無償となりました。 

 

11 部 寳光寺 六鹿正紀師 

 《分科会Ⅰ》 「企業と人権」 

去る7月9日午前10時より愛知県勤労会館において開かれた第31回部落解放講座に参加して

参りました。講座は、午前中は基調講演、午後からは大ホールにて分科会Ⅰ、小ホールにて分科

会Ⅱと分かれて執り行われました。 

分科会Ⅰでは、テーマを「企業と人権」と題し、名古屋鉄道（株）の服部総明氏、（株）ＮＴ

Ｔドコモ東海の名波龍弘氏、（株）豊田自動織機の岡田由紀子氏の 3名がパネラーとなり、それ

ぞれの企業における人権啓発の取り組みを報告されました。 

服部氏は、社内に人権啓発推進の規定を設け、社長自らがその推進委員の委員長となり、また

事務局に人権の専門家を据え、社員全員にその心がまえを説いていると報告されました。その内
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容とは①人権啓発への取り組みの先頭に立て！②自分自身に潜む差別意識を見直せ！（言動・偏

見・無意識の差別）③常に移り変わる人権課題に目を向けよ！と、こういう内容でありました。 

 名波氏は、ご自身が社内の人権推進の担当になられてからの活動を通じて得られた教訓や経験

等を報告されました。社内グループの倫理方針を設け、社員に人権に関するアンケートを実施さ

れたり、大阪の人権センターで学ばれたことに感銘を受け、現在では愛知県において人権研修の

施設設立に向けて努力されているそうです。 

 岡田氏は、会社の障がい者雇用の取り組みについて報告されました。トヨタでは障害の害の字

が障害者に対する負のイメージを増長させてしまう、ということで敢えて障がい者と表現してい

るそうです。また会社としての障がい者雇用の考え方としては、①特定の障がいを持った人にこ

だわらない②障がい者だけの特別な職場は設けない③健常者と一緒に仕事をすることによって

働き甲斐をもってもらう、とし現在では 168 名の障がい者を雇用されておられるそうです。また、

障がい者定着活動では、新入社員研修・キャリア入社研修、社内報での手話の特集を組んだりさ

れているそうです。 

 司会を担当された教員の折田氏も「現在企業もここまできたか、我々も見習わなければ」と言

われましたが、まさしくと小生も感じ入りました。利益や環境保全を追求する企業にとっても人

権に関する問題は今まさに同じくらいの重要事項であると痛感した次第です。こういった企業と

われわれ宗教家は、一見立場は全く違えども互いに手を取り合い人権と向き合うことで、より良

い人権社会にしていかなければと、非常に勉強になった一日でした。 

 

★ 障害者(しょうがいしゃ)と表示いたしますが、体などか不自由な方は社会の害でしょうか? 

 愛知県におきましては、今でも「障害者」と表示しておりますが、他県では「障がい者」と表

示が多くされております。「障碍者」とするのが本来の表現といわれています 

 

12 部 瑞芳院 森 康正師 

《分科会Ⅰ》 「企業と人権」               

この会へは１５年ほど前、教職員として参加した事がある。当時と比較して、企業が取りあげ

ている人権問題の内容が多少変化している。 

同和問題の比重が下がり、セクハラ問題の比重が上がった。身障者問題の比重は変わらないが

質的に変化している。 

全体的に見て、企業の最大関心事は身障者雇用に関する問題だと思う。かつては、従業員の一

定割合の身障者を雇うことが義務化されているのみであった。しかも、ほとんどの企業がそれを

達成していなかった。今回は身障者自立支援法が成立し、身障者自身にも働くことを義務化して

いる。企業も、本気で取り組まざるを得ない。その動きを受けてふたつの流れがある。 

ひとつは身障者中心の特別な職場を設ける働き。もうひとつは健常者と同じ職場で働いてもら

う動きである。どちらが良いのかは現時点では言いがたい。 

次がセクハラ問題である。これは企業の海外進出にともない多くのセクハラ訴訟がおこされた。

その際、日本企業の人権意識の低さが指摘された。企業イメージや収益にもかかわるので企業は

対応を急いだ。 

２００９年発効予定のＩＳＯ２６００もこの動きを後押ししている。 

最後に同和問題であるが、企業トップの理解は進んでいるが、全従業員まで浸透しているとは

言えないようだ。 

昨年の奈良の事件以降、見方も変わってきていると思う。かといって、今のままで良いという問

題ではない。正しい啓発活動は今後も必要だと思う。その意味で今回の研修会は、それなりの意

義はあったと思う。 

冷房がききすぎて寒い一日を過ごした。 
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13 部 安楽寺 丸山慈樹師 

 《分科会Ⅱ》  

去る、７月９日に愛知県勤労会館にて「部落解放をめざす愛知研修会」第３１期部落解放講座

に行って参りました。午前１０時より大ホールにて基調講演「部落開放運動のめざすもの」水平

社創立８５周年を踏まえて、講師友永健三（部落解放・人権研究所所長）に始まり、正午に終わ

り、午後１時より、分科会Ⅰ・Ⅱと分かれ小ホールにて、 

①名古屋市男女平等参画審議会答申の具体化に向けて」・名古屋市の取り組み・講師大島尚美（名

古屋市男女平等参画室室長） 

１９７５年に国際婦人年の発足され、男女平等に雇用し、男女の差別をなくし社会進出を目指す。 

１９９４年に新たに「男女共同参画室」と同時に「男女共同参画審議会」が設置された。 

１９９９年に男女共同参画基本法公布・施行され、２００２年には「男女平等参画推進なごや条

例」公布・施行され、名称も「男女平等参画推進室」に変更され、優先的に取り組む課題として 

①「女性の活躍」先進都市を目指す。 

②「ＤＶ根絶」先進都市を目指す。 

この２点を柱として答申の分野を集中させた。 

①「女性の活躍」先進都市をめざすについては、当初は名古屋市では女性管理職の積極的登用と

して、４３％を目指していたが、平成１７年度の調査では３％位しか、達成できていないのが現

状です。 

現在では「男女共同参画プランなごや２１」とともに進捗状況を確認しながら提案をしている。 

②「ＤＶ根絶」先進都市をめざすについて 

夫婦や恋人など親しい間柄で発生する暴力は、親密な間柄なだけに問題視されてこなかった。今

日では、重大な人権侵害であるとされ、社会問題となっております。根絶は急務であり、官民の

連携のもと、支援の仕組みを組ることが必要です。 

 

②「ジェンダーと人権」 講師船橋邦子（和光大学教授） 

今日では、人間の尊厳を侵害する、人格を無視して人を貶める扱いをする行為など人権侵害が深

刻である。まだ、夫婦間や恋人同士など表に出てこない、言葉の暴力、性的被害、精神的な暴力

などがあると思います。 

被害者達の救済するために民間の支援団体や男女平等参画推進室などと協力し、解放にむけて支

援に取り組んでいる。 

 

第 14 部 慈光寺 多田清昭師 

《分科会Ⅱ》 「名古屋市男女平等参画審議会答申の具体化に向けて」 

         講師 名古屋市男女平等参画室々長 大島尚美氏 

講演の全体を通して今日の答申が策定されるまでの主な経緯を説明された。敗戦後、新憲法の

公布によって男女の本質的平等が第１４条に明記されたものの、行政が本格的に婦人問題に取り

組み始めたのは、１９８０年代前後のことである。 

国際的な趨勢の中で日本国政府が「女子差別撤廃条約」に署名した事を契機としている。その

後、９０年代に男女共同参画室及び審議会が総理府に設置されたことを受けて、名古屋市も９５

年に「男女共同参画プラン・なごや」が策定され、市政として本格的な始動を行なう。２００２

年には「男女平等参画推進なごや条例」が施行された。これは基本理念に基づき市、市民、事業

者の責務を明示し、性別による権利侵害の禁止を厳守し、平等参画を推進する為の基本的施策の

方向性を確かなものとした。 

また、同時期に出された名古屋市の審議会答申は優先的に取り組むべき課題を二本柱として分

野の集中をはかった。その一つは「女性の活躍」先進都市を構築。次に「ドメスティック・バイ

オレンス根絶」先進都市の確立である。また、答申各項目には具体的な数値目標を提示してより
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確実な成果を達するための仕組み作りを提案している。 

こうした名古屋市の率先した取り組みにより、今日では女性活躍の基盤、さらに支援の基盤が

整備されてきている。 

※分科会「ジェンダー(性差)と人権」 

上記講演につきましては、かつての安保闘争の中で全学連として活動していたのではと推測され

る６０歳代の女性講師が共産党プロパガンダを根底として、アメリカ帝国主義とそれに追従する

小泉・安部内閣を批判・弾劾するといった講演内容であったので、感想は辞退します。 

 

＜お願い お知らせ＞ 
 
◎定期御親化授戒会・戒徒募集の御願い 
 来る、10月 13日～15日、一宮・妙興寺にて「定期御親化授戒会」を開催いたします。 
定期御親化授戒会は教区あげての行事であります。 8月末までに戒徒の募集を御願いします。 
支所にて「戒徒数、おいずる、塔婆供養、現金」を集計し、宗務所に提出してください。 
   

10 月 13 日 10 月 14 日

部 部動員数 因縁戒 部 部動員数 因縁戒 

1 98 33 8 47 16 

2 39 13 9 115 38 

4 28 9 10 138 46 

5 40 13   300 100 

6 29 10 

7 32 11 10 月 15 日

14 34 11 部 部動員数 因縁戒 

  300 100 3 62 21 

11 120 40 

12 61 20 

13 57 19 

  300 100 
 

※ 上記のように各部にお願い、希望目標数です。ご協力お願いいたします。 
※ 各担当日には、御出頭いただきますようにお願いいたします。 
※ 又、当日は支所長様、推進委員様を中心にして各役寮にご加担を御願いします。8月 1日に
拝請状を発信いたしました。 

 
◎定期御親化授戒会 衆評のお知らせ 
 10月 13日～15日まで、一宮・妙興寺にて開催いたします「定期御親化授戒会」の衆評を 
行いますので、荷担いただきます皆様にはご出席賜りますようにご案内申し上げます。 
 日時  9月 28日(金) 午後 5時より 
 場所  浄心「大森」 名古屋市西区城西 4丁目 電話 052-5222-8331 
 
◎定期御親化授戒会資料 「授戒会の知識」 
この度、定期御親化授戒会にあたり、「授戒会の知識」資料を作りました。各自、御参考にし

ていただき、お一人でも多くの方にご参加いただき「仏弟子」になる意義を説明して下さい。 



教区をあげての「定期御親化授戒会」にご理解、御協力を御願いいたします。 
※ 支所より有住寺院に配付いただきますように御願いいたします。 

 
◎教区花園会・女性部研修会のご案内、参加募集の御願い 
来る、9月 27日(木)午前 10時より、午後 3時まで、宗務所(白林寺)において「教区花園会・
女性部研修会」を開催いたします。 
各部より、女性部会長様を含めて 5名 の参加募集を御願いいたします。内容等は別紙にて

ご案内いたします。 
支所長様にはお盆のお忙しき時に恐縮ですが、8月末までにまとめていただき 宗務所へ氏名、 
住所を報告下さいますよう御願い申し上げます。 
 
◎ 秋彼岸 特別布教 
 開教希望寺院は、早急に宗務支所を通じ宗務所へ申し出下さい。 

巡教師は、兵庫教区 台番 775 常楽寺住職 小川太喜師 です。 
 

各部(支所)で１か所は開催をしていただきたいと念願いたします。聞法の機会をつくってあげ

るのも教化の一環です。たとえ参加が人少であっても・・・・  

 
◎戒と定期御親化授戒会に関するアンケート 

アンケートに記入の上、支所長さまにお渡しください。 

支所長様は、回収の上 本山教化センターへ直接ご送付ください。 

 

◎禅寺一日入門 
 来る９月１日～２日、徳源寺に於いて開催されます。参加のご推進をお願いいたします。 
 
◎十五夜 落語法話会 

 来る９月２５日午後６時３０分より春日井市神領 瑞雲寺に於いてお月見法要・法話会が青

年僧の会主催で行われます。参加のご推進をお願いいたします。 

  

◎第 2 回 教区寺院セミナー 

 来る９月 7日 テレビ・ラジオで活躍中のフリーアナウンサー 梶原しげる氏をお招きして 

研修会を開催いたしますのでご参加下さい。 案内状を支所より配付いたします。 

URL http://www.spgroup.co.jp/kaji/kaji_index.html 
 

 

    遠諱テーマ 『どう活かす わたしのいのち』 
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