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宗 務 所 便 り 
                                          2010 年 4 月 1日発信   №．69 
 

                                          愛知西教区宗務所長 武山廣道 九拝 
 

謹啓上 春和の候  皆様にはご清祥のこととお慶び申し上げます。 

東海管長猊下には四年間の激務を無事圓成され、たいへんご苦労様でした。河野太通新管長猊

下には今後 4 年の間本派を総覧されることとなりました。我々も新しい年度を迎え心機一転混

濁した社会に立ち向かい社会からも信頼される寺院にならねばなりません。各寺院一層の精進・

布教教化活動に専心されますよう祈念致します。                 頓首 
                           
3月の報告 
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～12日  仏教講座終了スクーリング             於、本山 

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

17日     詩偈研修会                     於、徳源寺 

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 

29日     第8部  台番1633  永泉寺閑栖  三ッ口宗信師  遷化 

31日     東海大光管長猊下 退山式             於、本山 

 

4月の予定 
 1日     河野太通新管長猊下 入山式           於、本山 

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

 5日     教区連合会会議、講習会             於、江南市民文化会館 

 7日     無相教会 全国奉詠大会会場視察・担当者会議    於、白鳥センチュリーホール 

8日     潅仏会 

 8日     地区長会・監査会、教区報編集会議        於、宗務所 

8日～12日  恒例法要                    於、本山 

14日     詩偈研修会                    於、徳源寺 

19日～20日  詩偈講座 終了スクーリング           於、本山 

19日     教区花園会部会長会、支所長会          於、吹上ホール 

19日     教区寺院セミナー運営委員会           於、宗務所 

21日     青年僧の会 総会                於、徳源寺 

21日     教区報編集会議                 於、宗務所 

22日～23日  教化主事会                   於、本山 

24日     月授戒（布教師・宮川明道師）          於、瑞泉寺 

26日     第1部 本山団参                 於、本山 

26日～27日  第13部 本山奉仕団参              於、本山 
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＜報 告＞ 
 
◎第 22 回「愛知同宗連講演会」    教区人権擁護推進員   徳授寺 澤田慈明 
 
 第 22 回「愛知同宗連講演会」が開催され、教区役員を始めとし青年僧役員、寺庭婦人会役員

の方にご出席をお願いしました。現在愛知県では、３１の宗教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、以下の内容でした。 

 日時  ２月２５日（木）１３：３０～１６：００ 

 場所  中村文化小劇場にて 

 テーマ 『差別って いったいなんやねん？ ～もっとホンネで、主語は「わたし」で～』 

 講師  川口泰司（山口県人権啓発センター 事務局長） 

 

当日は、お忙しいところご参加いただきました誠にありがとうございました。以下報告書を 

頂戴しておりますので、この場にてご披露いたします。 

 

人権擁護推進副員 耕雲院 服部雅昭師 

 去る 2月 25日の研修会でお話くださった講師・川口泰司氏は登壇されるなり、講台の前へ立

って話を始められた。約 2時間にわたって、軽快な調子で、時折ユーモアも交えながら、とても

親しみやすく話していただいた。 

 よく「寝た子を起こすな」と言いますが、氏は「それは間違いである」と喝破されます。大事

なのは、まず現実をきちんと知ることである、と。氏の表現を借りれば、「泥水の泥が沈澱して

いるだけであり、混ぜれば泥が上がってくる、それを少しずつ掬って行くことが必要だ」とのこ

とでした。 

講師その人も部落出身と語られ、ややもすると重苦しくなりがちなテーマでありますが、たい

へん聞き易くしてくださいました。誠に見事な講演でありました。 

 

１部 光勝院 鈴木文英師 

被差別部落に生まれた今回の講師、川口泰司氏でさえ最初は部落問題に対する意識が薄かった

とおっしゃっていました。 

私も講師の川口氏とは同じ年代ですので、昔は、正直部落問題と言われても話は色々と聞くけ

ど、もう過去のものだ、という意識でいました。 

 ただその小さなマイナス意識、無関心、見ようとしないということが差別を生むという言葉を

聞き、宗教者として改めて自分たちで意識し、常に考えていかなくてはいけない問題なんだと痛

感いたしました。 

 

３部 法源寺 内藤雅孝師 

今回が数年ぶり２回目の参加となります。 

同和問題・部落差別は被差別者による問題ではなく、無関心による偏った認識から来る加差別者

の問題という提起から講演会が始まりました。 

「泥水をすくったコップ」の話は檀家さんの前でよく使います。 

濁った泥水はこの世の汚れであり、心を落ち着かせることにより本来の水（本当の自己）の究明

につながる。講師の川口氏は泥を差別だと発言「沈殿させるだけでは差別は無くならない。 

コップの中をかき回して浄化させないと問題解決にはならない。」 

DVや各ハラスメントなど上から目線でないと人と接する事ができない人々・・・ 

社会的な就職差別や結婚差別、身近な家庭内の弱者虐待や陰湿な集団いじめ。 

被害者の救済も大事だが加害者の心の病にどう対処していくかが、宗教に携わる者としての課題
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ではないでしょうか？ 

その課題にどう向き合い解決させなくてはならないのか？直接関係が無いから放置する無関

心さが助長させる悪循環のこの社会の中で私たち宗教者の責任は大きいと思います。 

目に見える差別問題から次の段階、目に見えない差別意識をどう変えるのか？ 

見えない物を見る力を養い  心の花園となる社会をめざす宗教者に  私はなりたい。 

 

8 部 常福寺 松本寛山師 

講師の川口泰司氏は、32歳の目線で、『差別っていったいなんやねん？』と話されました。 

○ 同和対策事業以後の世代は、部落差別は小さなマイナスイメージ、しかし利害が関連すると

利害で大きく動く。  

○ 差別に対して何も言わないことは、差別を肯定したことである。無関心は最大の敵である。 

○ 野中広務、辛淑玉『差別と日本人』より、麻生太郎氏が総務庁長官時代に発言した差別発言

『部落出身者が総理になったら日本は終わりだ』を紹介。 

○ 差別は、する側に 100パーセント問題がある。 差別をされてもいい人は、一人もいない。 

○ 差別事件などの『見える』部落差別ばかりでなく、『見えない』部落問題も重要である。見

えない部落差別とは、社会問題としての部落問題で、見ようとしなければ見えないものである。

見えない部落差別を見抜く力を持ってほしい。 

○ 学べば学ぶほど、差別のことが分かってくる。 差別意識から、解放されて人ははじめて幸

せになれる。 

 以上、講演の一部を紹介しましたが、講演を聞いていて、前日に聞いてきた、義理の父親から

性的暴力を受けていた女性の直の声を思い出していました。彼女は、暴力を受けるのは自分が悪

いと思っていたが、保護された後に言ってもらえた『あなたは悪くない』という一言が、うれし

かったと言っていた。 

 差別や暴力を受けていると、受けた側が自分が悪いのではないかと感じるようになるが、差別

や暴力は、する側が 100パーセントと悪い。私たちも知らず知らずのうちに、他人を差別したり、

傷つけたりしていないだろうか。 見ようとしなければ見えない、知ろうとしなければわからな

いことを、今回のような講演などで勉強したいとおもいます。 

 

１３部 観音寺 梅田宗孝師 

去る 2月 25日（木）名古屋市中村区文化小劇場において、第 22回愛知同宗連講演会が開催さ

れました。内容は『差別っていったいなんやねん？～もっとホンネで、主語は「わたし」で～』

をテーマにした部落開放をめざす人権学習会で、講師の川口泰司氏の軽快で熱っぽい語り口によ

り充実した講演会となりました。 

 部落差別には“見える差別”と“見えない差別”があり、それらが複合的に絡み合った結果と

して今日の部落差別問題がより複雑になってしまっているという現実。そしてそのような「構造

的な差別」には「小さなマイナス意識」や「無関心」が大きな要因となってしまっているという

事。いわれのない人権侵害を無くして行く為には、やはり“主語はわたし”で主体的に差別問題

に取り組んでいく事が不可欠だな、と感じました。 

  

寺庭婦人会会長  小澤正美氏 

テーマの「差別って いったいなんやねん？」という問いかけを自分にしながら参加いたしま

した。 

私達の住む社会地域には様々な差別があります。区別と言い換え現状承認、黙認をしてきた 

自分自身が見えてきた講演会でした。 

 さわやかな青年（川口泰司さん）が独特の語り口で、部落問題を正面から逃げずに淡々と語り

関心を求められました。 差別の根源は、差別される側の問題ではなく差別をする側にあると耳
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に痛い発言があり、私も差別された経験もあり差別をしたこともあると思いました。 

講演会終了後 著書（ハートで 挑戦！）を購入。 

「人の世に熱あれ 人間に光あれ」とのサインを頂きました。 

 

  差別のない社会  助け合う共同体  本音が言える人間関係等など 

 

社会の一員として生きていくには、様々な出逢いがあります。その一場面 一場面で誠実に生き

ていきたいと思いました。 

 小さなマイナスも次には大きなプラスに変化できます。変えることができます。 今回の出逢

いをプラスに寺庭婦人会でも人権問題に取り組んでいきたいと思いました。 

 

◎新管長に 又玄窟・河野太通老大師御就任 

 4月 1日 第 33代 妙心寺派新管長に、網干龍門寺住職・又玄窟 河野太通老大師が御就任

になられました。5月 29日(土)晋山式が行われます。(任期は 4年間) 

 

 

＜お願い お知らせ＞ 
 
◎教区花園会たより『おかげさま』配付のお願い 

 4月 1日付けにて、教区花園会たより『おかげさま』を発行し各支所へ発送いたしました。 

支所長様には各寺院に配布をお願いいたします。 各寺院花園会員数の 1.95倍の枚数を配付。 

各寺院には花園会員に必ず配布をお願いします。会員に花園会活動を知っていただくために宜し

くお願いします。 

 
◎ 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。 
※ 早急にお願いします。 
 
◎ 教区花園会部会長会、宗務支所長会  
 来る、平成 22 年 4 月 19 日（月）午前 10 時より、名古屋市千種区吹上「名古屋市中小企業振

興会館＜吹上ホール＞」にて午前中・教区花園会部会長会、午後・宗務支所長会を開催いたし

ます。 すでにご案内を発信しております。 該当の皆様にはご出席をお願いいたします。 
  

◎ 春季定期巡教報告書の提出 

開教寺院は報告書を支所長に提出して下さい。支所長はまとめて宗務所へ提出して下さい。 

開教寺院に、補助金 1万円は支所長を通じてお渡ししますので受取書を返送下さい。 

 

◎ 教区連合会発展拡充講習会、奉詠大会 

 来る、5月 12日～13日の 2日間、午前 9 時 30分より 江南市市民文化会館を会場に、「教区

連合会講習会、奉詠大会」を開催いたします。各支所長様には御荷担をお願いいたします。 

又、御詠歌に興味のある方は会場にお出かけ下さい。 
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◎ 教区花園会女性部研修会のお知らせ 

来る、6月 11日(金)午前 10時より「教区花園会女性部研修会」を名古屋市中区栄・白林寺 

にて開催いたします。後日、案内のパンフレットを発信いたしますので宜しくお願いいたします。 

 

◎ 第 1回教区寺院セミナーのご案内 

来る、6月 15日(火)名古屋市中区金山 名古屋都市センター会議室にて「第 1回教区寺院セ 

ミナー」を開催いたします。講師に花園大学・佐々木 閑先生をお迎えして「仏教の戒律と僧侶

の生活」と題して講演をしていただきます。 別紙にて案内状を発信いたします。 

ご参加をお待ちしております。 

 

◎ ﾎﾞﾗﾝﾃｲｱ専門委員の募集 
 来る 6 月 19 日(土)～20 日(日)1 泊 2 日で本山において研修があります。希望されるお方は 
宗務所まで申し出下さい。 
 
 
 
 
 
 ★ 第 55 回 花園会愛知西大会 
     平成 22 年 10 月 25 日(月) 於、名古屋・徳源寺にて開催 
 

★ 第 60 回 無相教会全国奉詠名古屋大会 
     平成 22 年 11 月 16 日(火)・17 日(水)  
          於、名古屋市熱田区・白鳥センチュリーホール 


