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宗 務 所 便 り 
                                          2010 年 8 月 1日発信   №．73 
 

                                          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。 
 今年はことのほか猛暑が続きます、またゲリラ豪雨が多発し異常気象が心配です。豪雨により

罹災された花園会員がありましたらご報告下さい。さて、盆行事で大変忙しくなってくることと

存じます。 向暑の砌ご尊体ご自愛ください。 
 
7月の報告 
 5日     第14部 台番1770 大興寺前住職寺庭 一色左都子様逝去 93歳 

5日          連合会 全国大会会場視察               於、名古屋国際会議場 

13日～14日  無相教会住職・副住職講習会 称号試験         於、本山 

14日     詩偈研修会                      於、徳源寺 

15日～16日  無相教会師範・準師範研究会 称号試験         於、本山 

16日     教区役員会                      於、名古屋市中村区 

21日     ご詠歌巡回講習会                   於、白林寺 

22日     集団得度式                      於、本山 

22日～23日  学徒研修会                      於、本山 

24日      月授戒（布教師・岡田至道師）             於、瑞泉寺 

28日～30日  社会事業従事者研修大会                於、本山 

 

8月の予定 
 2日     宗議会議員任期満了 

 8日～17日  宗務本所、宗務所、宗務支所盆休み 

20日～23日  本山安居会                      於、本山 

21日～22日  青年僧の会「禅寺一日入門」              於、徳源寺 

23日     教学審議会                      於、本山 

26日     宗制審議会                      於、本山 

27日～29日  花園会夏季講座                    於、花園大学、本山 

31日     人権擁護推進委員会(本部会議)             於、本山 

 

＜報 告＞ 
 
◎ 青年僧の会 研修会報告           青年僧の会 会長 岡田至道 
 去る６月４日午後３時より東区徳源僧堂をお借りして青年僧の会御詠歌講習会を開催いたし

ました。講師には詠鑑羽澄直樹先生をお迎えして、１７名の参加者がありました。 

 参加者の多くが初めて御詠歌を習うということでしたが、詠鑑先生の丁寧な指導によって最後

には「宗門安心章」と「開山忌御和讃」がお唱えすることができるようになりました。参加者の

一人は「御詠歌というものは知っていましたが、自分でやってみて初めてその良さがわかりまし

た。」と言っていました。 

 愛知西教区では御詠歌は寺庭さんがするものと思われている方が多いと思いますが、全国では

青年僧の世代が御詠歌をするところがたくさんあります。また御詠歌バンドなるものもあるそう
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です。また学生時代に御詠歌をやっていた人もたくさんいます。こうした講習会を機会に、青年

僧でも御詠歌に興味を持つ人が多くなっていけば、会員減少といわれている無相教会の会員も増

加していくのではないかと思いました。 

 

◎ 人権研修会             人権擁護推進員 金嶺寺 石井康州 
「あいち人権啓発プラザ」の開設のご案内 

平成 22年 7月 1日に上記プラザが愛知県東大手庁舎 3階に人権が尊重され差別や偏見のない

郷土愛知の実現を目指し、人権啓発の推進を図る拠点としてオープンしました。 第一回企画展

として 7月 1日～23日まで「人権の世紀へ」と題して、人権の歴史、人権施策の流れ、愛知県

の人権啓発の取り組み、人権の様々な課題などをパネルで紹介されました。 さらに人権啓発映

画「母たちの応援歌」が 7月 2日と 8日に上映されました。啓発ビデオ、ＤＶＤの試聴・貸出、

図書の閲覧・貸出、パンフレットの閲覧・配布も行われています。 

詳しくは下記まで 場所：名古屋市中区三の丸 3丁目 2番 1号 愛知県東大手庁舎 3階  交通機

関：地下鉄名城線「市役所」下車（2 番出口）東へ徒歩 3分  業務時間：月曜日から金曜日（祝

日・年末年始を除く）午前 9時 00分～午後 5時 15分  電話：052‐954‐6167       

※ 6月 30日（水）愛知県芸術文化センター12階アートスペースＡにて、 

 

平成 22年度第 1回「あいち人権講座」が開催されました。（人権擁護推進副員 耕雲院 服部雅昭

師 参加）「 部落解放をめざす愛知研修会」（7月 7日 10：00～16：00 名古屋市公会堂）  ～第

34期部落解放講座～  基調講演「人権・福祉・平和への願いをこめて」講師：森 雅行（前名古

屋市人権施策推進室長）   分科会 Ⅰ 「企業・行政における人権研修」安藤正彦（株式会社ダ

イエー総務人事本部）橋本邦夫（大阪府摂津市人権指導嘱託員）   Ⅱ「戸籍・住民票が不正に

取得された場合の本人通知制度と事前登録制度による本人通知制度について」山崎鈴子（部落解

放同盟愛知県連合会書記次長）上記が開催されました。 

  

～基調講演の報告～ 森氏が今まで関心を持って収集していた新聞記事のスクラップを主とし

て活用して作られた資料集（名古屋開府 400年 人権・福祉・平和への願いをこめて ―かなえっ

ちのお宝発信―）に基づいて、人権に関わる歴史を中心に博物館や記念館、資料展や平和展に出

かけようと呼びかけられました。又、福祉への願いから視覚・聴覚言語・重度障がい者福祉の関

点からも森氏の体験に基づいて講演をされました。 

 

平成 22年度 第 1回「あいち人権講座」    人権擁護委員副員 耕雲院 服部雅昭 

 この度、愛知県では、人権に関する情報発信や啓発活動の拠点として「あいち人権啓発プラザ」

をオープン（愛知県東大手庁舎３階に 7月 1日より）し、併せて人権に関する理解を深めるため

に標記講座が開催されました。 

  

今回の講座は「ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）の実態と被害者への支援」と題しまして、

弁護士の可児康則先生が講演されました。ＤＶとは、親密な人から受ける暴力のことで、特に、

夫や元夫、恋人などから受けるものをいいます。解決には、加害者の変革が必要だとの事ですが、

加害者は自分が変わることに強い抵抗を示すそうです。場合によっては「自分が被害者だ」と訴

えることも。再教育プログラムもあるが、なかなか難しいようです。 

 そこで、ウィルあいち（愛知県女性総合センター）では「ＤＶ専門電話相談」を設けています。

弁護士がＤＶ被害者に電話でアドバイスをするものです。 

・専用電話：052-962-2568 

 ・相談日時：原則として第一週水曜日とその他の週の土曜日、午後 2時～3時 30分 

 願わくば、このようなものが要らなくなる世の中を築きたいものです。 
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第 2部 泰雲寺徒   龍山正臣 

「部落解放をめざす愛知研修会」に参加しましたので報告させていただきます。 

今回、部落解放講座は第 34期になり名古屋市公会堂にて、午前 10時より愛知県共闘会議事務 

局長の山崎鈴子氏により開会されました。 主催者挨拶は愛知県共闘会議議長・三島和弘氏が 

行い、10時 10分より基調講演、前名古屋市人権施策推進室長・森 雅行氏によって始まり、「人

権・福祉・平和への願いをこめて」というものでした。 

  

午後 1時から大ホールで第 1分科会、4階ホールにて第 2分科会が始まり、私は第 1分科に参

加しました。 

 株式会社ダイエー総務人事本部・人事労政部の安藤雅彦氏により「企業・行政 

における人権研修」というテーマで始められました。株式会社ダイエーの紹介があれ、職場では 

様々な人権があり、主にパワーハラスメント防止の対策として、スピークアップ制度の取り組み

を入れる事とで対処していました。そして、ダイエーでは人権研修制度があり、就職差別や似非

(えせ)同和排除などの自社製作ビデオを視聴させていました。部落地名総監というものの発覚に

より、企業の人権研修が始まったといわれていました。 

  

同和問題やバワハラ、セクハラ防止についてや、部下の指導法などの 15分程のビデオを聴講さ

せ、タイトルは「」あなたの言動 誰かを傷つけてはいませんか?」というものであり、ストレ

スは人生の雨と捉え、傘の差し方の理解を教えていました。 

 続いて、大阪府摂津市人権指導嘱託員・橋本邦夫氏による職員同和問題研修実施の現状につい

てのお話しがありました。はじめに橋本氏の紹介、摂津市の説明があり、2003年までは同和問

題研修が実施されていたが その後風化されていった。摂津市の人権施策の 1つとして、人間 

基礎教育の実践と啓発があり、人権啓発研修対象者は年 1回、パートアルバイトを含め全員受講

していました。研修内容は、「在日、子供、高齢者の人権」についての研究等があります。思い

やり、感謝、奉仕、挨拶、節約の 5つの心を実践するように教えていました。 

 今回、研修会に参加して自分が勉強した事を今後役だつようになれたらよいと思いました。 

 

第 4部 観音寺住職  小瀬秀道 

分科会 Ⅰ 「企業・行政における人権研修」安藤正彦（株式会社ダイエー総務人事本部）橋本邦

夫（大阪府摂津市人権指導嘱託員） 

 去る 7月 7日(水)名古屋市公会堂大ホールにおいて、第 34期部落解放講座が開催され講師・

橋本邦夫氏の講演会を聞きました。 

  

学校の取り組みも重要で、最近ある学校の入学手続きの書類に本籍地を詳しく記入させる欄が 

あり、是正の取り組みがなされました。 入学試験の応募用紙や入学手続きの書類、職場の書類 

の様式なども、差別につながる事柄の記載を求めていないか点検してみる必要があります。 

さらに教職員は人選教育を推進する要職である。また、進路指導などで就職差別撤廃を進める 

重要な位置にあるといえ、大学に報告するためのものでも、就職差別につながる事柄が無かった

か点検し、問題があれば是正する事が必要であります。高卒者用の受験報告書もあり、この取り

組みも全国化する必要があると思います。 

 

第３部 總見院副住職 戸崎祥之 

先日の「部落解放をめざす愛知研修会」を第３部 徳岩寺 山田紹全師の代理で出席させて頂

きましたので、報告文を送らせていただきます。 
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７月７日、名古屋市公会堂に於いて「部落解放をめざす愛知研修会 第３４回部落解放講座」

が開催されました。午前に「人権・福祉・平和への願いをこめて」をテーマにした基調講演があ

り、午後から二つの分科会に分かれて講演が行われました。 

  

私は分科会Ⅱ「戸籍・住民票が不正に取得された場合の本人通知制度と事前登録制度による本

人通知制度」を聴講させて頂きました。第三者が不正に戸籍や住民票を閲覧・取得したことを本

人に通知するという制度で、不正が認められ刑罰が確定した場合のみ通知します。事前登録制度

は第三者が取得した時点で通知する制度をいいます。全国的には大阪府や埼玉県で積極的に導入

が進み、各市町村で広がりつつありますが、弁護士団体などから権利行使の妨げになるという意

見もあり、法改正には至っていません。 

  

愛知県内では平成 22年 5月現在、名古屋市をはじめ１５市町村が不正取得された場合の本人通

知制度を実施していますが、事前登録制度による本人通知制度も併せて実施しているのは津島市

と扶桑町だけです。しかし、津島市でも今年４月から実施されたばかりで、６月現在で登録者数

が１４名とまだ制度の認知は広がっていないようです。 

 名古屋市では住民基本台帳を悪用した痛ましい事件も記憶に新しいところです。こうした制度

の認知度を上げることが抑止にも繋がるのではないかと思いました。講演の最後には、「国際的

に見ても戸籍制度があるのは日本だけであり、差別の原因にも成り得る制度自体の在り方を考え

る必要がある。」という提起もあり、広い視野を持って問題解決に取り組む必要があることを実

感いたしました。 

 

＜お願い お知らせ＞ 
 
◎ 僧堂掛塔予定者学習会のお知らせ 

例年 3月に開催している「僧堂掛塔予定者学習会」を本年から 9 月、3 月の 2 回開催します。 

開催日 9月 8日(水)～10(金)日まで。履修は任意です。詳細は『正法輪』7月号 12ページを参

照。申し込みは 8月 6日までに教学部へ必着のこと。 

 

◎ NHK 文化講座のご案内 
本年 10 月から来年 3 月まで、月 2 回(第 2・４木曜日) 15:30～17:00 まで 12 回。 

NHK カルチャー名古屋教室(名古屋市東区東桜 1-13-3 NHK 名古屋放送センタービル 7 階)
にて開催されます。妙心寺派愛知西教区が協力いたします。テーマ「楽しく学ぶみんなの仏教」

檀信徒など受講をご推進下さい。 
参加費など詳しい内容は NHK へお尋ね下さい。℡052－952－7330 
 

◎ 秋彼岸 特別布教 
 巡教師は、岐阜西教区 台番 2136 多福寺住職 飯沼宗秀師 です。 

開教希望寺院は、宗務支所を通じ宗務所へ申し出下さい。 

 
◎ 第 25 回禅寺一日入門 のご案内 
 来る 8月 21日(土)～22日(日) 名古屋徳源寺において恒例の行事が開催されます。檀信徒の

皆様に参加推進をお願いいたします。 
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◎ 平成 22年度花園会女性部青壮年部大会 ＜平和への祈り＞のご案内 

 来る 10 月 16 日～17 日の 1 泊 2 日で広島にて大会が開催されます。ご参加頂けるお方を募集

致します。参加者(1名)には 4万円の助成をします。但し先着 20名様に限らせて頂きます。 

早めに宗務所までお申し込み下さい。 

 
◎ 第 55 回花園会愛知西教区大会の参加募集  
 来る 10月 25日(月)徳源寺において大会が開催されます。参加推進のご協力をお願いいたしま

す。企画担当は、第 1.2地区ですが第 3.4地区の花園会員にも参加をご推進下さい。 

 
◎ 報恩行による活動 
私たちは釈尊の四姓平等・非暴力の教えをよりどころに、平和な生活を阻害する戦争や災害、 

貧困に苦しむ人々を支援しなければなりません。心の病で苦しむ人々を支援しなければなりませ 

ん。また、今後の喫緊の課題として、人命・人権の尊厳、尊重について、ネットワークを構成し

情報の共有に努め、互いに研鑽を深め、更には協力と支持することによって、それぞれ個々の活 

動を補完しあい、社会に対して同信同行の奉仕として明示していかなければなりません。 

つきましては、部内ご寺院住職・副住職様等で報恩行による平和活動、奉仕活動また慈善活動 

等の実践に取り組まれている方のご紹介を賜りたく存じます。 
※教講師、各種地域ボランティア、各施設慰問、ボーイスカウト指導等されている方々につき 

ましてもご紹介下さい。 

 

◎ 研修会のご案内 
直葬・家族葬・無宗教葬、「葬式は要らない」など寺院を取り巻く課題が満載の世と成ってきま

した。お墓はいりません・散骨して下さい。3 回忌過ぎたら法要なんてしなくていいんでしょう。

葬祭仏教と云われて久しいが今後どのような寺院経営が望ましいのでしょうか？ 

講師と共に考えてみましょう。下記の通り研修会を開催しますのでお誘いあわせの上ご参加い

ただきますようご案内いたします。  

               記 

 テーマ ： 『 このままでは寺院経営の危機が訪れる 』 

 日 時 ： 平成 22年 9月 3日（金）午後 5時から 7時まで 

 会 場 ： 白林寺本堂 

       名古屋市中区栄三丁目 25-18   TEL： 052-241-5200 

 講 師 ： 日本テンプルバン（株）社長 井上 文夫 氏 

         http://www.jtvan.co.jp/company/index.html 

 会 費 ： 3,000円 

 企画・主催：禅文化研究会          

申込先 ： 禅文化研究会 企画室  Mail info@zenbunka.com  

FAX  052-241-5207 

※ 研修会終了後、懇親会を予定。 （希望者のみ、別会費。）  

 
 
 

http://www.jtvan.co.jp/company/index.html�
http://www.zenbunka.com/�
mailto:info@zenbunka.com�
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◎ 寺庭婦人研修会のお知らせ 
寺庭婦人の方には履修義務があります。未履修の方は是非ご参加下さい。 
託児所(満 1 歳～5 歳)も準備あり、希望者は教学部へ申し出下さい。 
 
日 時 10 月 25 日(月)～27 日(水) 

場 所 大本山妙心寺 花園会館 

申 込 9 月 20 日宗務所必着 

参加費 15,000 円 絡子代 5,000 円 

 
◎ 花園会館ホームページ 
 大本山妙心寺への団体参拝のお申し込みがインターネットからできるようになりました。 
団参可能日や宿泊状況も確認して頂けますので、より便利になりました。是非ご活用下さいませ。 
  

http://www.hanazonokaikan.com/ 
 
◎ ダウンロード 
 花園会関係申請書式をダウンロードできます。ご利用下さい。 
 
 http://www.rinnou.net/network/myoshinji/download/hanazonokai/index.html 
 
◎ 第 2 回教区寺院セミナーのご案内 
 来る 9月 14日(火)午後 1時 30分より名古屋都市センターに於て開催します。ご参加頂きます

ようご案内致します。 

 ※支所長さまには、案内を配布お願いします。 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ★ 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、名古屋市熱田区熱田西町 1－1・名古屋国際会議場 

http://www.hanazonokaikan.com/�
http://www.rinnou.net/network/myoshinji/download/hanazonokai/index.html�
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