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宗 務 所 便 り 
                                          2010 年 3 月 1日発信   №．68 
 

                                          愛知西教区宗務所長 武山廣道 九拝 
           
謹啓上 春陽の候  漸く暖かくなってきましたが皆様にはご清祥のこととお慶び申し上げます。 

何ともぱっとしない世の中、夢も希望も見いだせない社会になってきました。人口問題、格差

社会、世代対立など日本社会がこれから激変するそうです。私たちもどんな困難な社会になろう

とも前向きに明るい活動を目指したいものです。工夫して精進してゆきましょう。 
頓首 

  
2月の報告 
1日     寺庭婦人会 研修会               於、犬山・フロイデ 

 1日     寺院セミナー準備会               於、宗務所 

 4日     第3回教区寺院セミナー              於、中京大学文化市民会館 

 5日～7日   前堂職法階取得研修会              於、本山 

 8日     中部地区「妙心寺展実行委員会」         於、名鉄ニューグランドH 

 8日     東海地区公職者会議               於、名鉄ニューグランドH 

 9日～10日  青年僧の会・研修旅行              於、鎌倉・横浜 

 9日～10日  無相教会寺庭婦人講習会             於、本山 

15日     涅槃会 

15日～19日  定期宗議会                   於、本山 

16日     研修会  禅文化研究会             於、ナディアパーク 

17日     詩偈研修会                   於、徳源寺 

20日     花園会青壮年部会長会              於、本山 

22日     教区連合会役員会                於、江南 

24日     月授戒（布教師・服部雅昭師）          於、瑞泉寺 

24日～26日  住職研修会                   於、本山 

25日     愛知同宗連講演会                於、中村文化小劇場 

25日     教区花園会たより「おかげさま」編集会議     於、中村文化小劇場 

25日     花園会女性部会長会               於、本山 

 

3月の予定 
 2日～4日  定期宗務所長会                  於、本山 

 4日～6日  僧堂掛塔予定者学習会               於、本山研修センター 

10日     詩偈研修会                    於、徳源寺 

10日～12日  仏教講座終了スクーリング             於、本山 

15日     青年僧の会 総会 

16日     「教区報」・「おかげさま」編集会議         於、宗務所 

18日～30日  定期巡教                     於、愛知西教区内 

21日     彼岸中日 

24日     月授戒                                 於、瑞泉寺 

25日     集団得度式                    於、本山 

26日～28日  花園会少年少女研修会               於、本山 

31日     東海大光管長猊下 退山式             於、本山 
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＜報 告＞ 
 
◎ 寺庭婦人会 研修会   寺庭婦人活動の報告    寺庭婦人会 小澤正美 
 寺庭婦人会は 総会 研修会 という従来の集会に加え 西教区独自の事業としてゼンデラ

レッスンを 会員の支持を得て平成２０年度に開始いたしました。 初年度は 寺庭婦人として

檀信徒の声を 又相談を受ける立場として 傾聴 という演題を 学びました。 以後 衣あれ

これ 御詠歌に親しむという レッスンを 重ねてまいりました。 
 本山での研修 通信による佛教教育 そして 住職研修にも参加を と門戸を開いて頂いて

います。 ゼンデラレッスンは 今ここで という若い寺庭の 学びたいテーマを 優先して 

講座を展開してまいります。 
 

第３回ゼンデラレッスン報告    ゼンデラレッスン実行委員 吉田美穂 
 平成２２年２月１日犬山市フロイデ研修室にて第３回ゼンデラレッスンが行われました。今回

は会員からの声により「救命救急法」の中でも「ＡＥＤ」の使い方について実習をしました。 

呼吸が止まり意識もなくなったとき、何よりも心臓マッサージ・ＡＥＤの使用が優先だそうです。

５年前の愛知万博の時も何人もの方の命を救ったそうです。 

 犬山市消防署の方のお話を聞いた後、二人一組になり救命救急法の実習をしました。手順は簡

単で、ＡＥＤのふたを開け電源を入れれば、機械からの指示でできる仕組みになっています。 

ところが実習を始めてみると、気道確保がうまくできない、心臓マッサージが弱い、ＡＥＤの電

源を入れ忘れるなどなかなかうまくいきません。交通安全教室や避難訓練のように繰り返し実習

を行うことでいざという時に力が発揮できるそうです。 

 救命救急法はどこの消防署でも講習会を無料で実施しています。３時間のプログラムを受けれ

ば「修了証」もいただけます。また、ＡＥＤは消防署で無料貸し出しもしています。行事等でた

くさんの方がお参りにみえます。いざという時にあわてないよう、最寄りの消防署で講習会に参

加するといいと思いました。 

 当日は犬山市内で救急要請が多く、定刻に始めることができませんでした。すべての救急車が

出動してしまい、到着が遅れることも予想されます。救急車到着までの処置が大切であることも

実感しました。 

最後になりましたが、お忙しいなか足をお運びくださり、率先して実習をして下さった宗議会

議員  林 冏成様に感謝申し上げます。 
 

◎ 第 3 回教区寺院セミナー              龍珠寺 藤田 宗祝 

日時 ：  平成２２年２月４日（木）午後 1時 30分 

場所 ：  中京大学文化市民会館 第Ⅰ会議室 
              

講座Ⅰ  『裁判員制度を学ぶ』   愛知県裁判員制度実施本部・山田幸彦弁護士 

１ はじめに 

  「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」が 2004年 5月 21日成立し 2009年 5月 21

日施行された。2009年 12月 31日現在新制度対象事件の起訴件数は 全国で 1212件  実

施(判決)件数 138件 内愛知県は 5件。 現時点の予想として全国で年間約 2000件の起訴

がある 

２ なぜ裁判員制度が導入されたのか 

（1） 司法制度改革審議会意見書より 01・6 100年に 1度の大改革を提唱している・社会 

（2） の在り方について  「法の支配」を強調している 通達、根回し等・・護送船団型

と言われる日本社会の構造改革 

   ・司法の在り方について  「大きな司法、身近で開かれた司法」 国民一人一人が法の 

恩恵を感じ取れる司法制度へ改革 
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   ・法曹のあり方について  「社会生活上の医師づくりをめざして」 市民参加型の司法 

制度へ脱皮を図る為の学校や支援センターを設け法曹人口の増員も急務。この流れの中 

で裁判員制度は、目玉の一つとなっている。 

     それではこの改革を何が後押ししているのか？ 背景に何が在るのか？ について 

 昨今の不透明な世相、ややマスコミ誘導型の暗いニュース等を通して、人々の意識の中 

に「公正・透明な社会の実現。国民、市民としての権利意識の高まりなどの社会変化が 

顕著になっているため」と説明しているそうだ。 

   (2)世界の視点から  

   ・陪審制度のある国  アメリカ、イギリス、ロシア、オーストラリアなど  世界の 

80以上の国や地域で実施されているとか・・参審制度のある国  ドイツ、フランス、 

イタリアなど。 しかし仏教国と言われて幾久しい日本がいつまで。 

３ 裁判員裁判とは        もヨーロッパと比較しておっていいのかな・・とまた 

   （1)対象事件  地方裁判所で扱う重い刑事事件    天邪鬼が顔を出そうとしている 

   ・死刑または無期懲役・禁固に当たる事件 

   ・故意の犯罪により死亡させた事件など 

     事件数推移年 2005  2006  2007  2008    客観的には事件は減少して 

いるが・・高齢者が関与する事件の増加、理由のわからない事件の増加が目立つ。 

   全国    3633  3111  2643  2324    

   愛知    289   216   135   156           

  （2)構成      裁判官 3名  裁判員 6名を原則としているが例外もある 

  （3)選任方法     選挙人名簿から無作為抽出 

  （4)任期      事件ごとにかわる一定しない 

  （5)裁判員の職務 公判に立会い、事実認定(有罪・無罪の判断）と量刑をきめる。（ただし 

裁判員の法律的知識は不要らしい） 法律の解釈や裁判手続の決定は、裁判官だけで行う 

   (6)評決方法   多数決 ただし、有罪とするには、裁判官 3名・裁判員 6名のうち、有 

罪判定側に裁判官、裁判員ともにそれぞれ 1人以上の賛成者が必要となる 

 (単純多数決ではない） 

４ 裁判員裁判の流れ 

   逮捕・勾留ー起訴ー公判前整理手続き 証拠開示、争点整理、審理計画の策定(検察官、 

検事、弁護士の仕事）ー裁判員選任てつづきー公判（法廷審理）  

イ、冒頭手続き・人定質問、起訴状の朗読、起訴状に対する認否など  

ロ、証拠調べ＊冒頭陳述で検察官 弁護人が主張を述べ、証人尋問、証拠物、証拠書類の 

取調べなどー検察官による論告求刑、弁護人弁論、被害者参    

   考人の意見陳述ー結審ー評議（評議室）ー判決(法廷） 

５ 裁判員の選任方法 

  選挙人名簿（有権者名簿）からー裁判員候補者を裁判所ごとに抽選で選び（全国合計約３０ 

万人）ー前年の 10～12月ころ各人に通知して質問、アンケート等によって候補資格の可否 

を決めー裁判員候補者名簿を作成するーこの中から事件ごとの裁判員候補者を 

  抽選で選び各人に通知しー審理当日質問票などによる確認作業の後 6名の裁判員と２～3 

名の補欠裁判員を選任して審理にはいる 

６ 疑問・質問 

  ア、裁判員として選任される確率は？ 

      平成 20年の対象事件数 2324件を基に推計すると   

年間 全国平均  7400人に 1人右のようになるらしい         

       愛知県    6000人に 1人 

        岐阜県   7080人に 1人   20歳の人が 70歳に達するまでの 50年    
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    三重県   7800人に 1人      裁判員に選ばれる確率は 140人に 1人とか 

       大阪市   4600人に 1人(最高） 事件が多い 

       山形県   23000人に 1人(最低)  事件が少ない 

イ、法律の素人が難しい刑事裁判を裁けるのか？むしろ専門家に任せたほうが良いのでは？ 

  ・まず刑事裁判の原則を理解してください 

   確かな証拠に基づいて判断しましょう 

   疑わしきは罰せずの原則に従って判断しましょう 起訴した事実を証拠によって立証す 

る責任は検察官にある 立証に疑問点が残れば、罰せずがよいか？？   

・ 市民の健全な常識で判断しましょう・・・・常識も常に変化して止まないもの、ここは

良識にゆだねたほうが・・ 

   裁判員の主な役割は事実認定と量刑。法律的な知識は不要と聞いて・・禅僧には理解しや 

すい言葉では在るが・・真実は？ 

 ロ、裁判にはどの位の時間がかかるのか？ 

  ・概ね 3日くらいだそうです 

  ・ときには取り調べに時間が掛かり長引く裁判もあるそうです。 

 ハ、仕返しは無いか 

  ・裁判員は匿名、個人情報は非公開 

  ・関係者の接触禁止など、厳しい保護規制あり 

  ・特殊な事件は対象から外す等々いろいろと配慮は成されているようです 

 ニ、量刑が難しそう 

  ・刑事事件では量刑は避けられないそうです 

  ・量刑資料が提供されるそうです  地獄の閻魔様も毎日泣きながら帳面をめくっておいで 

なんだろうな～ 

 ホ、裁判員の守秘義務は 

  ・有ります 

  ・評議の秘密（評議の経過、各人の意見、数、その他）は守ってください。 すぐに忘れた 

ほうが良さそうです 

  ・記者会見等における感想は OKですが、具体的内容はダメですから、やはり要注意・ 

へ、裁判所出頭日がお葬式と重なった時はどうしたら良いですか？ 

  ・住職にとっては檀家さんのお葬式も大切な公務ですから、補欠裁判員の方のご協力が得ら 

れることも有り得ると思います 

７現状と課題       

 ア、参加した裁判員の感想 

  ・最初裁判員に選ばれる前   やりたくなかった・・・・・・56,8% 

                 やってみたいと・・・・・・  26.4 

  

 イ、裁判員に選ばれ参加した後     良い経験と感じた・・・98,5% 

                    良い経験ではない・・1・2パーセント 

                                

講座Ⅱ  「人権研修の大切さ」 

     本派僧侶として心得ておくべき人権問題   本派教学部長 栗原正雄師  
  

１差別戒名について 

  差別戒名とは・・・江戸時代中期から昭和２０年頃まで被差別部落の檀信徒のみに「授与」 

された戒名・一般の檀信徒と比較して「不当に差別され、貶められた戒名」のことを言うそ 

うです。詳しいことは以前、宗務本所より発行した「差別戒名」のテキストをご覧下さい。

このテキストは現在再編集中で、近々再発行されるそうです 
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 ・戒名をつけるときは、まず差別に繋がるような文字や言葉に注意を払いましょう 

 ・戒名全体から浮かぶイメージがご本人の尊厳を傷つけたり、ご遺族にとってマイナスに作用 

しないか良く検討しましょう 

・ 禅語に良く使われる「愚」「無」「倒」「絶」などの文字は、出典根拠や禅的表現や意

味が在ったとしても、受け取る側から見れば必ずしも適切な戒名法名とは言えない場合

があることを認識しましょう 

  ※過去帖戒名帳の添え書き等も本人やご遺族にとってマイナスにならないよう充分の配慮 

をしましょう 

  ※繰り出し表なども、もしかしたら、差別の発生源になっているかもしれません 

２、セクシュアルハラスメントについて 

  セクシュアルハラスメントは、相手が望まない性的言動によって相手に不快な思いをさせ、 

屈辱や精神的苦痛を感じさせることで、いくつかに分類できるようです。 

・ 対価型： 地位利用型ともいわれ、仕事上の権限や地位を利用して、労働条件の変更を

引き替えに性的要求を迫るもの  

・ 環境型： 労働条件の変更や経済的不利益は必ずしも伴わないが、性的言動をもって仕

事の進行を妨害したり、さまざまな噂を流して働きにくい職場環境をつくるもの 

  ・宴席型 

  ・からかい型・・・・何気ない一言に注意 

・ 社会的性差型： 女性あるいは男性であると言うだけで性格、能力、行動及び傾向など

を評価したり、決め付けたりして特定の役割を押し付けて、その存在を軽視することに

よって相手に不快感を与えるもの 

  ※男女の固定観念を取り去る、または垣根を低くするする必要あり・ 男女はお互いに対等 

なパートナーであることを、しっかりと認識しましょう。 

 

３、モラルハラスメントについて 

  モラルハラスメントは、「精神的暴力」「精神的虐待」とも呼べる人権侵害である・この暴

力は、家庭、学校、職場など、外部の人の目に触れない機密性のあるところで行われること

が多く、その閉じられた空間の中で、言葉や態度の証拠が残らないものによって実行される。 

・ 親、教師、上司など立場の上位者から下位者にモラルハラスメントが行われる場合、 

「教育」「しつけ」「指導」などという名のもとに行われることがある。極端な場合はそれ

が「愛情」だとされることもある。 

  ・加害者は一般世間に向かっては、いい顔をし、いい人間として振舞うことができる。 

  ・社会的地位の高い人が加害者になりやすい傾向にある。 

４、パワーハラスメントについて 

  権力を背景にして本来の業務の適正な範囲を超えて、継続的に人格や尊厳を侵害する 

言動を行い、就労者の働く環境を悪化させたり、あるいは雇用不安を与えること 

 

５、講師の言葉から 

  ・「上見て暮らすな 下見て暮らせ」という諺がある・・・ほんとうに苦しい生活を余儀な 

く強いられている人から見たらどうだろうか？ 

  ・差別とか人権について、寝た子を起こすような活動はしないほうが良いと言う意見もある 

が・・・知らなければ差別は生まれないか？   

  ・大道無門というが・・・自坊と他家との境界を掃除するとき貴方はどのように対処するか？ 

  ・区別と差別の違いは？ 

・ 心のバリアフリーを考えよう・・・・・人権を学ぶとは・・まさに禅問答であり真剣勝

負なのだと感じました。   
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◎ 青年僧の会 研修旅行        青年僧の会会長 磯谷信彦 
去る２月９日・１０日の両日、青年僧で鎌倉方面へ研修旅行に行ってまいりました。時節柄忙

しい時期ではありますが２０名の有志のご参加をいただきました。初日は、徳源寺様を出発して

バスで清水の清見寺様に向かい拝塔をさせていただきました。突然の訪問にもかかわらず、快く

迎え案内していただきました老大師様にはこの紙面をお借りして厚く御礼申し上げます。 
その後はバスで宿泊地の横浜に向かい、中華街にて懇親会を行い楽しい時間を過ごさせていただ

きました。 
２日目は横浜から鎌倉の建長寺様に向かい諸堂拝観並びに拝塔諷経をさせていただきました。建

長寺様の計らいもあり普段は非公開となっております山門の上の五百羅漢像をはじめ、開山堂や

法堂、禅堂など時間をかけてじっくり拝見させていただきました。また、図らずも、管長貎下に

も相見させていただくという好機にも恵まれ、緊張の中にも、貴重な体験をさせていただきまし

た。建長寺様を後にしてからは、円覚寺様と鶴岡八幡宮を見学させていただき帰路につきました。

二日間という短い時間でしたが、お互いの交流・情報交換にもなり、様々な方のご厚意に支えら

れて良い研修旅行になったと思います。 
 

＜お願い お知らせ＞ 
 

◎ 宗議会議員選挙人名簿 
 標記の閲覧期間は､3 月 1 日から 15 日まで宗務所で行います。希望者は申し出下さい。 
 
◎ 平成 22 年度 独居住職・寺族の調査 

平成２２年４月１日付で該当者がありましたら調査の上、ご報告ください。２１年度は１４名

ありましたが、特に新しく該当者がある場合は宗務所まで早めにご連絡ください。 
 
◎ 役員交代の名簿提出のお願い 
 各会の役員様におかれましては、任期満了大変お世話になりありがとうございました。次期の

役員名簿を作成いたしますので、新役員名簿を宗務所長に提出をお願いいたします。 
※ 3 月 20 日までにお願いします。 
 
◎ 春季定期巡教  

  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 （宿泊不要・自坊往還） 

開教寺院様には前後の開教寺院との調整・巡教師との打合せを綿密に。また、開教後の報告 

をお願いします。  

 

◎ 第 41回少年少女研修会(親子研修会)参加募集のお願い 

3月 26日(金)～28日(日)2泊 3日の予定で本山にて「親子研修会」が開催されます。 

テーマ「調える」－親子の絆－と題して、小学 4年～6年生を対象に開催されます。 

締め切り 3月 10日。 申し込み先 宗務所。 会費、1名 ― 10,000円 

  
  ※ 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 


