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宗 務 所 便 り 
                                          2008 年 2 月 1 日発信    №．43 
 

                                          愛知西教区宗務所長 武山廣道 九拝 
謹啓上  寒い日が続きますが ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 

  さて、中国からの冷凍ギョウザに農薬が入っていたとてんやわんやの大騒ぎである。いまや口

に入れるものは自己責任で食べていただかないと防ぎようがない。偽物をつかまず、本物だけを

選別する眼を養いたいものである。地方自治体の財政破綻・増税・物価上昇など、これからの社

会を激変させていくようである。信頼関係を疎かにするととんでもないことになります。 
社会との連携を視野に公益活動をもすすんで取り入れてゆきたいものである。     頓首 
                                        
1月の報告 
8日     本所、宗務所、宗務支所 御用始め 

9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 

10日     臨済忌 

15日     教区役員会                  於、宗務所 

16日     詩偈研究会                  於、桃の花 

26日     瑞泉寺 開山忌                於、瑞泉寺 

28日     東海地区議員所長会              於、梅蔭禅寺 

29日     禅文化・研修会                於、ナディアパーク 

30日     寺院セミナー準備会              於、宗務所 

 

2月の予定 

 1日～3日  第3回前堂職法階取得研修会           於、本山 

 8日     第3回教区寺院セミナー             於、中京大学文化市民会館 

12日～14日  住職研修会                  於、本山 

13日～14日  第22回人権啓発研究集会 in愛知        於、名古屋国際会議場    

13日     詩偈研究会                  於、徳源寺 

14日     花園会長会                  於、本山 

15日     涅槃会 

19日～22日  定期宗議会                  於、本山 

21日     青年僧の会研修会               於、名古屋プラザビル 

23・24日   花園会青壮年部会長会             於、本山 

 

＜報 告＞ 
 
◎２００７年「人権週間」記念集会       教区人権擁護推進員  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、３師より報告書を頂いておりますので、ご紹介申し上げます。 

 ご出席いただきました各師には御礼申し上げますと共に、ご報告が一月遅れとなりました事を

お詫び申し上げます。 

日時  ２００７年１２月６日（木） １８時３０分～２０時３０分 

場所  名古屋市中区役所ホール 

講演  『在日外国人と人権』 －他民族・多文化の共生社会を求めて－ 

講師  丹羽雅雄氏 （弁護士・ＲＩＮＫ代表） 
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〈参加報告書〉 

教区人権擁護副員 泰雲寺 龍山正純師 

 

去る１２月６日、中区役所ホールに於かれまして、２００７年「人権週間」記念集会が開かれ、

弁護士でありすべての外国人労働者とその家族の人権を守る関西ネットワーク（ＲＩＮＫ）代表

である丹羽雅雄師を講師に招き講演が行われました。 

講演の内容は、昨年東京で結婚をした人の１０組に１人が国際結婚だったという事でもわかるよ

うに現在日本社会における外国人の構成が年々変化している中、外国人嫌悪（ゼフォノビア）や

人権差別の現状について話されました。 

今回の講演で一番考えさせられたことは、私自身が日本で起こる犯罪件数のなかでの外国人に

よる犯罪の比率も、ろくに把握していないにもかかわらず勝手な偏見を持っていた事に深く反省

をしなければと思いました。 

 

第９部 臨渓院 宮川明道師 

 

２００７年１２月６日中区役所ホールにおいて弁護士、丹羽雅雄先生の講演を拝聴いたしまし

た。先生は大阪弁護士会所属とあり主に在日韓国人の人権差別を中心に多民族、多文化の共生す

る社会の講演を 解くように解説して下さいました事は今後の我国の現状、人口減少化時代に如

何にして外国人労働者を受け入れ共生していくか、又多文化の理解教育のあり方、法的諸問題、

等、私達はより一層研鑽していかなければならない課題が山積している事を、今後尚理解と学習

の必要性となった勉強会でした。単一民族社会（日本のような国）から多民族、多文化の共生社

会（ヨーロッパなどは多民族国家です。） 

今後は益々世界が一つとなり単一民族社会から多民族社会へと変貌して行く中でまず最初に

考えなければならない問題点が、釈尊がお説き下さっております、慈悲心であると思います。講

演の最後は（与楽）と（抜苦）で閉めておられましたが、いつくしむ心、いたわる心、これこそ

人権のみならず世界平和、生きとし生かされている人間のモラルではないでしょうか。私達も戦

争の無い国づくりを祈りましょう。 

 

第 10 部 妙徳寺 光山秀雲師  

 

他民族・多文化の共生社会の創造(在日外国人と人権)について 

私たちは過去の植民地支配、戦争責任、戦後補償の実施と歴史の清算。特に歴史認識と教育「帝

国多民族国家秩序」への徹底した清算から、人権、反差別を柱とした新たな「多民族、多文化共

生社会」を創造していかなくてはならない。違いを求め尊重するのが基本であり、違いは社会を

豊かにするのである。 

多民族、多文化の共生する社会の確立の条件 

※ 憲法解釈の新たな発展 

・ 国民＝国籍＝民族から日本国を構成する市民・住民(多民族、多文化共生社会)へ 

・ すべての人に対する人権保障と平等。特にマイノリティ(在日外国人)の人権保障 

※ 民族的少数派でもある外国人の人権と多民族、多文化共生に向けた人権保障システム(国と

自治体) 

※ 外国人移住労働者に対する人権保障の確立とその家族の国境を越えた生活空間の保障 

 

多数者市民の単一民族社会観から多民族、多文化の共生社会観への意識変革と人権法制度の確

立と共生に向けた世界へのネットワークの創出。外国籍者は同じ市民、住民であり、非差別、平

等の人権享有主体である。 
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◎ ２００８年荊冠旗びらき            教区人権擁護推進員  徳授寺 澤田慈明        

 去る、２００８年１月９日（水）午後６時より、名古屋市西文化センターにて部落解放同盟愛

知県連合会主催の「荊冠旗びらき」が開催され、出席をしてまいりました。 

 部落解放同盟愛知県連合会は、部落差別をはじめとし、あらゆる差別の撤廃と人権のまちづく

りに向けた取り組みをしてみえます。一見私たちの目から見れば、差別は過去の話と安住してい

る節もあるのですが、現実は時代とともに変化し、かつ巧妙化している現状であります。 

 新年を迎え、新たな闘いの決意を固めるために、新年荊冠旗びらきが開催されました。私たち

宗教界も過去の過ちを謙虚に反省し、愛知同宗蓮の活動に対しても積極的に参加し、明るい差別

のない世の中作りを目指していきたいと願う日でありました。 

 

◎ 研修会の報告                主催 禅文化研究会 
 去る２９日、「少子高齢化と宗教」と題して研修が行われた。少子高齢化が檀家制度を確実に

崩壊させてゆく。寺院にも説明責任が問われる。節約型消費社会になり、対費用効果を考える一

般社会（檀信徒）の精査が始まる。４ヶ寺中１ヶ寺が生き残ってゆく時代になる。時代が求める

寺院の在り方は、「こころ」のケアができるお寺、寺院の質が求められることとなる。など頭の

痛い話が多かった。来るべき時代に向かって先回り経営を始める時であると結ばれた。 

 

＜お願い お知らせ＞ 

 
◎ 開山無相大師 650 年・教区遠諱法要の日程について       教化本部 
 開山無相大師 650 年遠諱法要が 
来る、平成 20 年 10 月 28 日（火）（友引）に確定しております。 

当日は、650 年遠諱法要。引き続き、檀信徒並びに一般社会に妙心寺派の教えを広めるようなイ

ベントを計画してまいります。今から御予定をいただきますように御願い申し上げます。 
 
◎ 次期寺院セミナー運営委員を推薦下さい            教化本部 

「教区寺院セミナー」年間 3回、「教区セミナー現地研修会」年間 1回を開催しております。 

各部から 1名の寺院セミナー運営委員様にお手伝いをしていただき、誠に順調に行事が進んでお

りますことに御礼を申し上げます。任期が 2年にて、本年 3月末にて任期満了です。 

次期「寺院セミナー運営委員」を各部にてご推薦下さい。尚、進んで教化推進に当たられる方

を希望いたします。再任は妨げません。2月末までに所長へ報告下さい。 

 

◎ 第 3 回教区寺院セミナー開催のお知らせ 
来る、2 月 8 日(金) 午後 1 時 30 分より、名古屋市民会館にて「第 3 回教区寺院セミナー」

を開催いたします。講師には、本派教学部長・栗原正雄師を迎えて「教化方法を学ぶ」内容の研

修をいたします。法話をする時の準備など、細かな内容の研修いたします。是非御参加下さい。 
講座 2 では布教師会の講師による実演・座談会もあります。 
 

◎ 親子研修会(第 39 回少年少女研修会)参加者募集 

 来る、平成 20 年 3 月 26 日(水)～28 日(金)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。 
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◎ 第 43 回本山寺庭婦人研修会 
平成 20 年 3 月 12～14 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。昨年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、大至急 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。 

 

◎ 研修会のご案内                          主催  青年僧の会  

 下記のとおり研修会がありますのでご案内いたします。 

          記 

 テーマ  禅と武道 その修行について 

 講 師  吉田叡霊師 花園大学講師、仏教学専攻 

 日 時  ２月２１日（木）午後４時より 

 会 場  名古屋会議室 栄中央店 （栄ガスビル横） 

       名古屋市中区栄 3-15-27 名古屋プラザビル９階 第６会議室 

 

◎ 定期巡教   

  3 月の定期巡教の日程を送付します。期日・時間など間違いがあれば至急申し出ください。 

尚、29.30 日開教寺院は教区布教師会からの派遣となりますのでご了承ください。 

 

◎ 「集団得度式」のご案内 

 教区青年僧の会 主催による集団得度式があります。希望者は、お申し込みください。 

   

◎「郷土ゆかりの偉人玄峰老師」のご案内 

来る２月９日（土）～３月１３日（木）犬山市文化史料館にて山本玄峰老師の墨蹟・書簡・出

版物・陶器（犬山焼）・そして、蜜多窟（中川宋淵老師～鈴木宗忠老師～中川球童老師）など 

師弟関係にある高僧の墨蹟など企画展が開催されます。 

犬山市に於ける玄峰老師を今尚慕う関係者からの出展物が中心。手造の展示会として開催されま

す拝観ください。 

２月２３日（土）と３月８日（土）午後１時３０分から１時間程度、史料館２階（３０名程度収

容）にて、玄峰老師にまつわる講演会が予定されています。 

 

 

 

 

 

★ 次年度 支所長会・花園会部会長会は、平成 20 年 4 月 17 日(木)に開催 
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    遠諱テーマ 『どう活かす わたしのいのち』 
 

 開山無相大師 650 年・愛知西教区遠諱法要 
平成 20 年 10 月 28 日（火）（友引） 
 
 

愛知西教区ホームページ  URL http://www.aichi-west.jp/  御覧ください。 


