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宗 務 所 便 り 
                                          2010 年 1 月 1 日発信   №．66 
 

                                          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。皆々様のご健康とご多幸を祈念申し上げます。 

特に本年の一大行事は無相教会全国奉詠大会が名古屋白鳥で開催予定されております。他の恒

例行事共々ご協力ご法愛のほどお願い申し上げます。 
 
12月の報告 
3日     『人権週間』記念講演               於、名古屋市中区役所ホール 

8日     成道会 

9日          詩偈研修会                   於、徳源寺 

12日     開山忌 650年正当遠諱法要            於、本山 

19日     第6部 林昌寺晋山式               於、林昌寺 

22日     大燈国師忌 

24日     宗務本所、宗務所、宗務支所御用納め（1月8日 御用始め） 

24日     月授戒（布教師・澤田慈明師）          於、瑞泉寺 

29日     大應国師忌 

 

1月の予定 
6日     部落解放同盟愛知県連合会 荊冠旗びらき       於、名古屋市西文化ｾﾝﾀｰ 

8日     宗務本所、宗務所、宗務支所御用始め 

10日     臨済忌 

13日     教区役員会                   於、宗務所 

14日～15日  定期布教研究会                 於、本山 

20日     詩偈研修会                   於、桃の花 

20日～21日  無相教会師範会                 於、本山 

24日     月授戒（布教師・光山秀雲師）          於、瑞泉寺 

25日     花園会会長会                  於、本山 

26日     瑞泉寺開山忌                  於、瑞泉寺 

27日     無相教会代表委員会               於、本山 

 

＜報 告＞ 
  
◎２００９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、四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お忙しい中ご参加いただき有難うございました。 

日時  ２００９年１２月３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  『立ち上がりつながる マイノリティ女性たち』  

講師  山崎鈴子（部落解放同盟・中央女性運動部） 
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〈参加報告書〉 

8 部  永泉寺  石突義堂師 

会場を埋め尽くした聴衆の中で、主催者と多くの来賓の挨拶が続き、ようやくにして山﨑鈴子

氏の講演が始まりました。 

この集会が開催されてから約 60 年、人権尊重の啓発のために幾多の記念行事が行われてきま

したが、女性の被差別の実態は相変わらず改善されていない、というようなことが手渡された資

料とビデオによって語られました。 

特に、わが国政府の対応と方策が思った以上に現実とかけ離れており、理想と現実の大きな差

にジレンマを抱えているようでした。 

ただ何となく、話の内容が活動の足跡を強調するばかりの印象で、聞く人へ耳から眠気を与え

たのは残念であり、問題提起と解決案を織り交ぜていただくと分かりやすくて良かったのではな

いでしょうか。 

 

９部 臨渓院 宮川明道師 

考えよう 相手の気持ち 育てよう 思いやりの心 

２００９年「人権週間」記念集会が開催され、中区役所ホールでは立席が出る程の参加者の中で

「記念講演 「立ち上がりつながるマイノリティ女性たち」と題して、部落解放同盟・中央女性

運動部の山崎鈴子さんの講演に出席させていただき感謝申し上げます。 

書き出しは、「第６１回人権週間」啓発活動重点目標のサブテーマです。テーマは、「みんなで

築こう 人権の世紀」国民の一人一人が主体的に豊かな人権意識を育てることができるような啓

発活動を展開するとともに、すべての人々の人権が尊重される平和で豊かな社会の実現に向け、

人権尊重思想の普及高揚に努めてまいります。と名古屋法務局長は締めておられましたが、この

サブテーマを私達僧侶が行わなければならないのではありませんか。私の脳裏を木ずつで打たれ

たような気がいたします。 

混迷する社会状況、経済状況の悪化に伴う格差、貧困問題、解雇、円高による輸出打撃、デフ

レ経済、コンピュータ、携帯電話等のインターネットのいじめ、差別、子供の虐待 

サブテーマ「考えよう 相手の気持ち 育てよう 思いやりの心」 

これは私達宗教者が一層大きく門を開放し檀信徒の受け皿となっていかねばならないのではな

いでしょうか。悩み 相談の窓口には一番近道で安心して相談が出来る場所であるからこそ、立

ちあがれ宗教者と思います。まずは足元から「照顧脚下」「看脚下」です。 

近郊の人、檀信徒はもちろんのこと、まずは自分が置かされている立場から進んで努めていか

なければなりません。六五〇年前妙心寺開山無相大師さまは「汝等請う其の本を務めよ」と遺戒

下さっておられます。一人でも多く人権尊重に務めようではありませんか。 

 

１０部 妙徳寺 光山秀雲師 

去る１２月３日 「人権週間」記念集会が開催されました。 

世界人権宣言第一条では「すべて人間は生まれながらにして自由であり尊厳と権利とにおいて平

等である」と述べられ更に第２条では「すべて人は人種・皮膚の色・性・言語・宗教・政治上そ

の他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、門地、その他の地位等による差別をも受けるこ

となくこの宣言の掲げるすべての権利と自由とを享有することができる」と定められ、自由と平

等が高らかに謳われているという内容でございました。 

 

１１部 金嶺寺 石井康州師 

「人権週間」が始まる前日の記念集会でした。60 年前に定められた（12 月 4 日～12 月 10 日）

この週間を、どれだけの人が認識していることでしょうか？実際今回の来賓の方々．細井土夫（愛

知県弁護士会会長）山川景逸（名古屋法務局長）神田真秋（愛知県知事）河村たかし（名古屋市
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長）4人全員が欠席（代理挨拶）でした。いくら公職の方々でも全員が記念集会（後援/愛知県・

名古屋市）を欠席されるとは疑問の念を感じずにはいられません。さて今回のテーマ「立ち上が

りつながるマイノリティ女性たち」マイノリティ＝社会的少数者（社会的弱者）の講演にて一番

感銘を受けた点を報告させていただきます。 

2009 年 7 月 23 日の国連本部にて女性差別撤廃委員会第 44 会期にて日本からのＮＧＯの方々

の各国委員に対してのロビイング・ランチタイムブリーフィング等にて短時間で日本の差別現況

を熱心に報告（訴える）することにより、日本政府への差別撤廃勧告（国連による）へと繋がっ

ていく一歩になっている点でした。何より我々個人個人が人権週間の期間中だけでなく日々差別

撤廃を念頭に置き行動しなければならない!!  

 
◎ 寺院セミナー現地研修会 会所寺院からの礼状 

1.網干・龍門寺様  （電話にて） 
御鄭重なる礼状、写真、アンケート集計結果を郵送いただき有難うございました。所長様はじめ

皆様に宜しく御伝え下さいませ。 
 
 2.たつの市・寶林寺様 
謹啓上 時下歳晩の候 益々御萬吉の候 大慶至極に存じます。 先般 御遠路御来山御焼香賜

わり厚く御礼申し上げます。また貴重なご意見の数々有難く拝受いたしました。今後共御法愛の

程何卒宜敷く願います。宗務所長様はじめ皆様へ呉々宜しく御伝声下さい。 誠恐惶頓首敬白 

   平成 21 年 12 月 25 日                  寶林小住 宗斉 九拝 
 
 3.大徳寺派 宗務本所様 
拝復 御清祥の御事と拝察いたします。拝塔の折のアンケートと写真を有難うございました。 
私共も気持ちが引き締まりました。今後ともよろしくお願い申し上げます。 
 
＜お願い お知らせ＞ 
  
◎ 第 3 回教区寺院セミナーのご案内 
 来る、2 月 4 日（木）午後 1 時 30 分より、名古屋市中区金山「中京大学文化市民会館 会議

室」にて第 3 回教区寺院セミナーを行ないます。テーマ「裁判員制度を学ぶ」と題して、愛知

県裁判員制度実施本部・山田幸彦弁護士、本派人権擁護推進本部長（教学部長）・栗原正雄師を

お迎えして研修を行ないます。僧侶の皆様はもとより、寺庭、寺族の皆様も是非お出かけ下さい。 
 
※  事前に是非聞きたいこと解らないことなどありましたらお知らせ下さい。 

 
◎ 特別報恩写経の推進 

 締め切りが今年度末まで延長となりました。すでに花園会員数配布されております写経の推進

お願いいたします。法要・行事などに配布し写経のご縁を広めていただきたく存じます。写経す

る機会を与えてあげることが教化になります。遠諱をご縁に報恩写経の推進をお願いいたします。

写経用紙が不足な方は、申し出により花園会本部にて無料でいただけます。 

 

◎ 春季定期巡教 巡教師内定 

 平成 22 年春彼岸の巡教師が内定しました。 
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九州東教区 187  願行寺住職 入不二 香道 師 

岐阜東教区 2257  大通寺住職 西川 知孝 師  

開教希望寺院は宗務支所を通じ、お知らせ下さい。  

早急に開教寺院名・期日・時間・行事名 取りまとめ宗務所へ報告願います。 

 

◎ 花園流御詠歌 巡回講習会について 

今年度当教区は、強化指導教区に指定されましたので花園流御詠歌講習を行います。希望され

ます支部（部）は申し出ください。羽澄直樹詠鑑（福昌寺住職）が派遣講師としてうかがいます。

支部のない寺院、無相教会会員でない方、習ったことのない方など参加自由です。 

講師への旅費・手当・宿泊費は、本部が負担しますので不要です。 

 

2 月の講習は下記。参加希望者は会場寺院へ直接申出下さい。 

期 日  2 月 24 日(水) 午前 10 時より 

会 場  第 10 部  犬山市羽黒  興禅寺   TEL 0568-67-0032 

 

◎ 僧堂掛搭予定者学習会            （詳細は正法輪誌上で）  

３月４日(木)午後１時～６日(土)正午まで 本山において開催されます。参加希望者は教学部

へ２月１８日までに直接お申し込み下さい。昨今僧堂生活が激変してトラブルが少なくありませ

ん。現状を把握しつつ掛搭されんことを希望します。 

 

◎ 本山集団得度式               （詳細は正法輪誌上で）  

３月２５日(木)午後３時、本山において開催されます。参加希望者は宗務支所を通じ宗務所へ

２月２２日までに申し込み下さい。 

 

 

 

  
 
  教区花園会部会長会、宗務支所長会  

（於、名古屋市中小企業振興会館＜吹上ホール＞） 
      平成 22 年 4 月 19 日（月）午前 10 時より 
 


