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宗 務 所 便 り 
                                          2011 年 2 月 1日発信   №．79 
 

                                          愛知西教区宗務所長 武山廣道 九拝 
           
謹啓上 春寒の候 
 皆様には益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。今年はことのほか寒い日が続いております。 
事業も目白押しでご法愛ご協力賜ります様お願いいたします。 
気候も不順の折 お身体には充分ご自愛ください。 

頓首 
 

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

7日     第2部 台番1577 乾徳寺老寺庭 野田鈴江様 逝去  89歳 

10日     臨済忌 

11日     宗務本所、宗務所、宗務支所  御用始め 

13日     NHK文化センター講座 講師・乾徳寺 木下紹真師   於、NHKビル21F 

13日     教区報、教区花園会報編集会議           於、宗務所 

19日     詩偈講習会                    於、徳源寺 

20日～21日  定期布教研究会                  於、本山 

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

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

24日～25日  花園会会長会                   於、本山 

25日     無住寺院対策委員会                於、本山 

26日     教学審議会                    於、本山 

26日     犬山・瑞泉寺開山忌                於、瑞泉寺 

27日     無相教会代表委員会                於、本山 

27日     NHK文化センター講座 講師・圓光寺 山田英隆師  於、NHKビル21F 

27日～28日  明日の宗門を考える会               於、本山 

28日～29日  無相教会師範・準師範研究会            於、本山 

 

2月の予定 
 1日     人権擁護推進委員会(本部)             於、本山 

 1日～3日   定期監査会                    於、本山 

2日     教区寺院セミナー準備会              於、宗務所 

3日     花園会館運営委員会                於、本山 

 4日     宗制審議会                    於、本山 

 4日     青年僧の会研修会                 於、 

 8日     愛知同宗連講演会                 於、中村文化小劇場 

 8日     「おかげさま」編集委員会             於、中村文化小劇場 

 8日～10日  本山住職研修会                  於、本山 

 9日     詩偈講習会                    於、徳源寺 

10日     第3回教区寺院セミナー(巡回住職研修会)       於、名古屋ガ－デンパレス 

10日     NHK文化センター講座 講師・徳授寺 澤田慈明師   於、NHKビル21F 

14日     禅文化研究会 研修会               於、ナディアパーク 

14日～16日  仏教講座終了スクーリング             於、本山 
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15日     涅槃会 

15日～16日  東海議員所長会                  於、滋賀北陸 

17日～18日  無相教会寺庭婦人講習会              於、本山 

18日～19日  花園会青壮年部会長会               於、本山 

22日     花園禅塾「もうひとつの駅伝」東海道53次 愛知西教区通過  

        公開講演会 講師、花園大学・小林圓照先生    於、名古屋・海國寺 

21日～24日  定期宗議会                    於、本山 

24日～25日  花園会女性部会長会 

24日     月授戒（布教師 一色宏襄師）           於、瑞泉寺 

24日     NHK文化センター講座 講師・大興寺 一色宏襄師   於、NHKビル21F 

25日～27日  前堂職法階取得研修会               於、本山 

28日     社会事業協会理事監事会              於、本山 

 

 

＜報 告＞ 
 
◎ 青年僧の会 年末托鉢 

歳末助け合い托鉢を無事終えて           青年僧の会 副会長  奥村文人 
 師走 12 月 15 日、朝の空は真冬の到来を感じさせ、会処・春日井蓮蔵院さんへ向かう車の窓

には雨がうちつける。「参ったな。」誰もがそう思ったであろう。幸い、出立の頃には雨が止み、

當院和尚様と会員１８名は寒風吹きすさぶ中で托鉢を無事終えた。 
 寒い中、すすんで浄財を施された地域の方々、休息所として温かく迎えて下さった禅源寺様、

蓮蔵院寺族様、感応寺寺庭様、その他諸々ご恩を頂いた方々に感謝致します。 
 
 歳末募金の名目はあれども、托鉢は修行に違いない。行じるうちに雲水時代の感覚が少しもど

ると、ふとその頃、老師から聞いた言葉を思い出した、「この寺で三番目に大事なのが国宝の建

物、二番目は信者さん、一番大事なのは雲水さんである。」と。修行する人がいなければ法もた

えてしまうので、これは当たり前の事なのだが、つい世間の風に流され、あるいは自分の事を棚

にあげ、一番大切な、僧侶自らが日々の生活の中で安心を得ているかどうかということは、おろ

そかにしがちになる。 
 
修行の大切さを今一度考え、日々の励みとしたい。一歩も歩く修行をしていないので正直足にき

たが、気分は清々しかった。皆様、おつかれさまでした。 
 

◎ 部落解放同盟愛知県連合会 荊冠旗びらき         2011 年 1 月 6 日  
於、名古屋市西文化センター 

同企連、連合愛知、同宗連、愛知県名古屋市各人権擁護担当者、国会県会議員の方々、県知事立

候補者の御園氏と多数出席のもと「部落解放同盟愛知県連合会」の新年「荊冠旗びらき」が盛大

に開催されました。 名刺を胸につけての交流会でもありましたが、同宗連としては他の団体と

の交流は思うようにはいきませんでした。 
 
◎ 第２回 あいち人権講座                 教区人権擁護推進員 

平成 23 年 1 月 14 日  豊川市勤労福祉会館  
テーマ：「同和問題のいま～そして、これから」講師：稲積 謙次郎さん（ジャーナリスト） 

講演のポイントを報告させていただきます。 
21 世紀は人権の世紀（平和・人権・環境）である。 したり顔（知ってるつもり）の差別⇒

半端な知識が凶器になる。開き直りの差別⇒差別したつもりのない差別。自分の弱さに気付いて
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いる人は他人を攻撃しない。差別ほど薄汚いものはない。思いやりの落とし穴⇒思いやりを説く

だけでなく差別がいかに非合理・卑劣であるときちっと教え込まないと、同情が妬みに変わる。 
同和地区が周辺より環境が良くなり逆差別（妬み）が出てくる。 「寝た子を起こすな」論の

正体⇒個人の努力と能力で乗り越える事の出来ない問題がある。 就職差別⇒働くチャンスを入

口で閉ざされる。出身地で差別される。国を上げて壁を取り払う必要がある。 差別される側の

問題より、する側の問題である。全国に同和地区出身の方がいる。地区のあるなしは関係がない。 
 
にわか団体（エセ同和）が活動補助金を要求してくる。同和と冠がついただけで不正に眼を瞑り、

厄介な問題として取り組まないのでは？ 新聞は以前（現在もかもしれないが）同和問題となる

とタブー視をして一字も書かなかった。 様々な人権問題と同様に同和問題も直視して記者達は

紙面に書くことが必要である。 特別措置法が 2002 年 3 月をもって終了し 9 年を迎える。同和

問題は終わって人権問題と広く置き換えようとしているが間違いである。「同和よ さようなら、

人権よこんにちは」の奇妙な風潮も起こっている。 様々な人権問題・差別の痛みを他人の物差

しで大小・軽重を計ってはいけない。自らの命を落とすほど子供達は痛みを抱かえている。 
 
自死が死因の割合において、10 才～14 才で三番目、15 才～19 才で二番目（男性）女性は一番

比率が高い、ハードからソフトへ。人権教育啓発、人権侵害の救済。2000 年 12 月「人権教育

及び人権啓発推進に関する法律」が制定、しかし 2002 年 3 月人権擁護法案が国会に提出された

が 2003 年 10 月に廃案となる。たてまえと本音⇒本音は寝たふりをしている。自分の事になる

と本音が起きる。正しく寝ている人まで起こす必要はない。寝相の悪い人は起こして正しく寝か

せつけたほうが良い。日本の社会では意志さえあれば誰でもチャンスが与えられるという状況で

ない。 
 
同和問題の真の解決によって日本の民主主義が本物になる。また日本社会の問題・民主主義の根

幹が問われている。人権侵害救済法の制定が早く望まれる。行政において人権尊重を第一に掲げ

るトップの明確な意志が必要。総合行政として草の根市民運動、人権の町づくりを共同で取り組

む事が必要。 
人権 60 点主義のすすめ⇒小さな気付き、小さな意志で人権尊重に取り組む。正しい事を言う

時は控えめに、相手に傷を付けないように注意。 正しい事、人間として正しい事、人の道であ

り当たり前の道理である。差別の問題は差別する側、女性の問題は男性の側、外国人の問題は日

本人の側、高齢者の問題は若年層の側、障がい者の問題は健常者の側にそれぞれある事に気付く

事が必要である。 
 
＜お願い お知らせ＞ 
 
◎ 第 3 回教区寺院セミナー（内局・巡回住職研修会） 
 2 月 10 日(木)午後 3 時より名古屋ガ－デンパレスにおいて開催します。今回は、宗務総長・

総務部長・教学部長の３師を迎えて巡回研修会とします。 

各部・各会それぞれ協議の上、内局・本派施策に対する２問以上の質問状を、前日までに 

宗務所宛提出下さい。 重ねて晩炊(懇親会)の出欠もご報告お願い致します。 

「懇親会参加申込書」に「懇親会費」を添え申し込みください。 
 

公職者・各会の役員さまには必ずご参加頂きますようご予定お願いします。 

尚、内局を囲み晩炊(懇親会)を準備しますので併せてご参加お願いいたします。  

晚炊会場：名古屋ガ－デンパレス  会費：3,000円 

 懇親会参加に未だ空きがあります前々日までに申し込み下さい。 
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◎ 花園禅塾「もうひとつの駅伝」東海道 53次→京都市内→奈良 

花園禅塾塾生による「もうひとつの駅伝」が開催予定です。 
下記の通り宿泊所にて公開講演会があります。お誘いあわせてご参加下さいますようご案内

致します。 
日 時  平成 23 年 2 月 22 日(火） 午後 7 時より 
場 所  海國寺本堂   名古屋市熱田区神宮 2-7-20  （駐車場有り） 
講 師  花園大学名誉教授 小林 圓照先生 
演 題  「善財童子と五十三次」 

 
◎ 第 6 回ゼンデラレッスン 
 来る 3 月 4 日(金)午前 10 時より、中京大学市民文化会館・第 1 会議室にて、第 6 回ゼンデラ 
レッスンを開催いたします。講師に、高田都耶子氏をお迎えして「薬師寺(奈良)のあれこれ」と 
題して講演をいただきます。寺庭様、住職様、青年僧様、寺族の皆様のご参加もお待ちしており

ます。 
 
◎ 平成 23 年 春定期巡教 
推進テーマ『目覚める』サブテーマ「人間の尊さにめざめ 自分の生活も他人の生活も 

 大切にしましょう。」 
  巡教師 大分県 台番 176   福正寺住職  森  哲外師 
      愛媛県 台番 375-2  観音寺住職  山崎 忠司師 
 

      ※開教日が重複する場合は､止む無く教区布教師会より派遣して頂きますのでご了承ご協力 
       お願いします。 開教寺院様には終了後報告書を提出頂きますよう願います。 

 
◎ NHK 文化講座のご案内 

昨年 10 月から本年 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 21 階)
にて開講中です。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」 
 １回受講は、 2,300 円 (入会金無用)です。  檀信徒の皆さまにもご推奨ください。 
 

URL  http://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_568384.html 

 

◎ 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。 

２月の講習は下記。参加希望者は、9部 前原福昌寺まで申出下さい。 

期 日  ２月２２日(火) 午前 10時より 

会 場  第９部  犬山市前原  福昌寺   TEL 0568-61-0603 

会  費  500円 

http://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_568384.html�
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◎ 御詠歌活動についてのアンケート 
 無相教会本部より花園流詠歌アンケートが配布されました。3 月末日までに宗務支所に提出し

て下さい。ご意見などもご記入下さい。無記名も可。 
 
◎ 僧堂掛塔予定者学習会 
 来る、3 月 3 日～5 日「僧堂掛塔予定者学習会」が本山にて開催されます。履修希望者は教学

部までお問い合わせの上、履修願いを取り寄せて申し込み下さい。申し込み期間(1 月 17 日～2
月 18 日必着) 詳細は正法輪 平成 23 年 1 月 1 日号 P14 を参照。 
 
◎ 花園禅塾入塾希望者受付 
入塾希望者は教学部までお問い合わせの上、入塾願いを取り寄せて申し込み下さい。申し込み期

間(1 月 17 日～3 月 10 日必着) 詳細は正法輪 平成 23 年 1 月 1 日号 P14 を参照。 
塾費(1 年間)・妙心寺派の学徒 35 万円。各山 40 万円。僧籍を所有しない学生 60 万円。 
 
◎ 本山奉仕団参 
 23年 11月末日までに実施下さい。第 14部花園会は早めに企画予定頂きますよう願います。 

 
◎ 研修会のご案内 
「宗教離れ」は、僧侶の責任ですか？現代社会における「宗教」離れは、これまでにないスピ

ードで加速しています。宗教という精神的な規範を捨てた近現代人は、その代償として「心の安

定」を失い、精神的な漂流を「心の病」として持つようになりました。 

今や宗教の否定から葬式不要論にまで突き進んでいる、その歴史的な深源にさかのぼり解説し

ていただきます。宗教者として今後どのような影響が襲ってくるのか、どう向かって行けば良い

のか共に考えてみたいと思います。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 : 『「宗教」放棄の思想的系譜』 ― 近現代思想の代償としての「宗教」放棄 ― 

 

日 時 : 平成 23年 2月 14日(月) 午後 5時 30分から 7時 30分まで 

会 場 : ナデｲアパーク・デザインセンタービル ６Ｆ セミナールーム 1     

          名古屋市中区栄三丁目１８－１  電話：052-265-2001 

講 師 :  学術博士・元岐阜県立森林文化アカデミー教授  篠田 暢之 先生 

会 費 : ３，０００円 

企画・主催 : 禅文化研究会    http://www.zenbunka.com 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zenbunka.com/�
mailto:info@zenbunka.com�
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◎ 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。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 
 
◎ 進達書類書式記入例 
  進達書類書式の記入例が参照・ダウンロードできます。ご参照下さい。 

 

http://www.rinnou.net/network/myoshinji/download/sm/20100820syoshiki.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 ≪ 23 年度 行事予定 ≫ 
 

★ 平成 23 年度 花園会部会長会・支所長会 
    平成 23年 4月 20日（水）午前 10時より 

     於、名古屋市中区金山・名古屋都市センター14階 第 1.2会議室 

 

★ 第 25回 花園流ご詠歌 愛知西教区奉詠大会・講習会 
     平成 23年 5月 18日(水)・19日(木)  

      於、江南市民文化会館 

 

 ★ 花園会愛知西教区大会 
     平成 23年 10月 26日(水)  

於、江南市民文化会館 

 

 

 
 ☆ 愛知西教区宗務所の口座案内 
 
  郵便振替口座  ００８６０－５－１２９６０５     妙心寺派 愛知西教区宗務所 
 
   ゆうちょ銀行  記号１２１１０  番号８７１８６３１１     愛知西教区宗務所 

http://www.hanazonokaikan.com/�
http://www.rinnou.net/network/myoshinji/download/hanazonokai/index.html�
http://www.rinnou.net/network/myoshinji/download/sm/20100820syoshiki.htm�

