
 

 

1 

宗 務 所 便 り 
                                          2012 年 3 月 1日発信   №．92 
 

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

謹啓上 浅春の候  皆様にはご健勝のこととお慶び申し上げます。 

 さて今月は年度末､又春彼岸をひかえ何かと準備にお忙しいことと存じます。また教区行事も

増えてまいります。早め早めに準備にとりかかり諸事万端にわたり支度してゆくことが肝要なこ

とです。未だ寒さも戻りがあるかもしれません。お身体にご自愛のほど祈念致します。           

頓首 
 

2月の報告 
1日～3日   定期監査会                    於、本山 

 7日～8日   無相教会師範準師範会               於、本山 

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

8日     教区花園会報・編集会議              於、中村 

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

10日     東海議員所長会                  於、キャッスルﾌﾟﾗｻﾞ 

13日     教区役員会                    於、宗務所 

13日     寺院セミナー準備会                於、宗務所 

15日     涅槃会 

15日     花園会女性部会長会                於、本山 

16日～17日  無相教会寺庭婦人講習会              於、本山 

17日     社会事業協会理事監事会              於、本山 

17日     第3回教区寺院セミナー               於、名古屋都市センター 

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

20日～23日  定期宗議会                    於、本山 

20日     教区寺庭婦人研修会（ゼンデラレッスン）      於、中京大学市民文化会館 

21日～22日  青年僧の会・現地研修               於、福井県・永平寺他 

24日     月授戒（林貞寺 大野鍈宗師）           於、瑞泉寺 

24日～26日  前堂職法階取得研修会               於、本山 

28日～29日  仏教講座終了スクーリング             於、本山 

 

3月の予定 
 1日～ 3日  僧堂掛搭予定者学習会               於、本山 

 6日～ 8日  宗務所長会                    於、本山 

9日          無相教会 教区連合会役員会             於、名古屋     

10日～11日  無相教会称号取得者講習会             於、本山 

11日～30日  定期巡教                     於、教区内 

12日     「おかげさま」「教区報」編集会議          於、宗務所 

20日     彼岸中日 

24日     月授戒（本山巡教師）               於、瑞泉寺 

24日～26日  花園会少年少女研修会               於、本山 

26日     青年僧の会総会                  於、名古屋 

26日     中部地区教化主事会                於、岐阜東教区 
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＜報 告＞ 

 
◎愛知同宗連講演会の報告             人権擁護推進員 石井康州 

第２４回愛知同宗連講演会 部落解放をめざす人権学習会 テーマ「みんなちがって、みんない

い。」 金子みすゞさんのうれしいまなざし～ 講師 矢崎節夫氏(金子みすゞ記念館館長) 

2月 8日 中村文化小劇場において上記の講演会が開催されました。 矢崎さんは(1947年生)

大学 1 年の時に金子みすゞさんの「大漁」(2011-06 研鑽・人権擁護推進員活動報告にて記載)

に出合い、それまでの自分中心、人間中心のまなざしをひっくり返され、みすゞ捜しの旅が始ま

り、1984年に「金子みすゞ」全集を出版し、26才の若さで(1930 年)亡くなったみすゞさんを現

代に甦らせた方です。2003 年に金子みすゞ記念館(山口県長門市)の初代館長に就任され、全国

各地で講演を行い金子みすゞさんの詩を多くの人々に伝える活動をされています。 

 

 今回のテーマ「みんなちがって、みんないい」も偶然ですが(2011-06研鑽にて記載)「わたし

と小鳥とすずと」の最後の一行です。 みすゞさんの文学を矢崎さんは「みすゞコスモス」と呼

んでいます。みすゞコスモスのまなざしは「私とあなた」でなく「あなたと私」です。私の存在

はあなたという存在がなくては成立しない。だから「あなたと私」と説いています。たとえば「親

と子」でなく「子と親」というように上から下でなく下から上へという目線に立つことが英語で

いう「アンダースタンド」即ち「理解する」「下に立つ」これこそが原点で相手の目線まで自分

を持っていくことにより、相手を理解できるのです。 

 

子供が転んで「痛い」と泣いているのに、親は「痛くない」とつい反対のことばを返してしまう。 

本来は子供の位置まで自分を近づけて「痛いね」と痛みを共有することが必要なのです。このよ

うに、まず相手の存在を丸ごと認めて受け入れることが大切です。次に紹介する詩で良く理解で

きるのではないでしょうか？ 『こだまでしょうか』 「遊ぼう」っていうと「遊ぼう」っていう。

「馬鹿」っていうと「馬鹿」っていう。「もう遊ばない」っていうと「遊ばない」っていう。そ

うして、あとでさみしくなって、「ごめんね」っていうと「ごめんね」っていう。こだまでしょ

うか、いいえ、誰でも。  

 

この詩は＜こだまし>、うなずくこと、「誰もがいてくれるだけでいい。」と訴えかけています。 今

回の講演から私は東日本大震災にあわれた多くの方々が味わった悲しみや辛い思いに対して、こ

だまする自分でいられるかどうか再度問われることとなりました。「自他一如」みすゞさんの言

葉を借りると「あなたと私」という眼差しを忘れてはいけないのです。 

 

◎ 第 3 回教区寺院セミナーの報告            セミナー委員 戸谷圭佑 
2 月 17 日（金）午後 1 時 30 分より、名古屋都市センター第 3、4 家会議室に於いて講師に 

元岐阜県立森林アカデミー教授 篠田暢之先生をお迎えし、「世界『同時多発』危機があなたの 

暮らしを襲うこれから」というテーマで講演いただきました。 

「講演内容」 

はじめに今、日本で起きている大きな「変化」の正体について、日本人は近年阪神大震災や東日

本大震災を経験することで、より「死」と「自然」というものを直視し始めたのだと話されまし

た。次ぎに最近の世界経済で起こった「リーマン・ブラザーズ」の破綻やギリシャ国債破綻・ 

危機などの大変調について話しをされ、今の世界経済を見ていると歴史的な「恐慌」の再来を暗

示していると話をされました。今の人たちは蓄えもあり、おちついて冷静に「恐慌」というもの

がどんなものであるか理解することで、決して乗り越えられないものではないと話をされました。 
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◎ 第 8 回ゼンデラレッスンの報告  ゼンデラレッスン実行委員 全徳寺 吉田美穂 
平成 24年 2月 20日中京大学文化市民会館にて第 8回ゼンデラレッスンが行われました。講師

は特定非営利活動法人レスキューストックヤード（以下 RSY）代表理事栗田暢之氏。栗田氏は真

宗大谷派のお寺の副住職もしておられ、また 1976 年の安八水害では自らも被災の経験をしてお

られます。      http://rsy-nagoya.com/rsy/about/history.html 

 

 まず、被災地での支援活動をした者でないと分からない悲惨な状況や、近い将来必ずは起こる

と言われる「東南海地震」についてパワーポイントを用いてお話しされました。1年ほど経ち少

しずつ記憶が薄れていく今、参加者は身が引き締まる思いで聞き入りました。「足湯」で被災者

のつぶやきを聴き心を支えるというプロジェクトでは、報道されない心の奥の悲しみ・苦しみが

あることを知りました。 

 愛知西教区は海だった土地や埋め立てられた土地が多く、名古屋駅までの津波の到達には 80

分と予測されます。北部でも震度 5 弱。留めてない家具は確実に倒れてしまいます。「命」を取

り扱う仕事を生業としている私たちは、日ごろからもっと真剣に防災に取り組んでいかなければ

ならないと力説されました。 

 

 震災後 77％が地域住民によって救助されています。そんな時役に立つのが、身近にある道具。

お寺の倉庫に「ジャッキ・バール・のこぎり・チェーンソー・発電機など」を備えると役に立つ

そうです。また、寒さ対策が大切で余分な毛布や電気を使わない暖房器具が必要とのこと。食べ

物は、持ち寄ったものを大鍋で煮炊きして救援物資までつなげます。西教区の地域であれば、2

日ほど待てば物資が届くそうです。 

 お寺は、集う・食う・いたわり合う場所になり、悲しみ・苦しみ・喜びを共有できる拠点とな

ります。緊急時だけではなく、法要では「命を守る大切さ」を話すことができます。阪神淡路大

震災後 500人以上が孤独死をしています。月参りは孤独死を予防するのにも役立つそうです。 

 常日頃のお寺での生活がもしもの時の備えになることが分かり、もう一度自分たちの取り組み

を見つめ直すことができました。 

 

 また、私たちの地域に避難している被災者(特に福島から)を受け入れてほしい。生活の糧・生

きがいとなる仕事が必要。商品を積極的に買ってほしいなどのお願いもありました。 

 実行委員からは「小さくて燃えなくなったろうそく」を利用しての「リサイクルろうそく」を

作る提案がされ、作り方のレシピや写真・実物の展示もありました。 

  

 参加者から意見・感想が寄せられたので、簡単に紹介させていただきます。 

・今後のゼンデラレッスンにもまた来てほしい。PTAでもぜひ講演をお願いしたい。 

・自分たちに出来る事は何か（お寺の役割）を考えていくよい機会になった。 

・災害に限らず、どんな状況に置かれても、自分自身が能動的に動けると今起きた出来事の問題 

 解決がよりよい方向に進んでいく様に思いました。 

・お寺の荷物を整理、処分している。 

・毎日の日常生活の変わらない小さな仕事が自分の役割と意識出来た。 

・朝、目覚めてから少し前向きに物事を見ています。ありがとうございます。 

・キッチンの上側の棚から物が落ちる事をイメージして、荷物の入れ替えをした。 

・寝室のタンスの固定は以前からしてあったが、揺れが 3分続いたらと思うと更に補強を考えて 

 みる。 

・RSYのスタッフの皆さまが変わりなく活躍出来る日本の社会になりますように。 

・自分自身の課題として次の世代に伝えていく力を身につけていきたいです。 

・忘れないで、小さいことでもいいから自分なりにできることをすこしでもやることが大事だと

かんじた。 

http://rsy-nagoya.com/rsy/about/history.html
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・これから自分たちにも近い将来起こる地震に備えて、今日は家具留めと長靴をひとまず買って

きた。 

・地震がくると言われながらも日常生活に追われて、いつくるのかわからない地震に対して感心

も薄れてきてる自分がいて、もし起きたらの物資や心の準備が全くできてないと感じさせられ

た。 

・もし災害が自分の身に近い場所で起こったとしたら？お寺として出来ることは？そんな事は考 

えていたので、今更ながら、傾聴の大切さを感じました。 

・田舎なので行政の支援の手が届くまでの数日を自分達の力で乗り切るぐらいの心つもりを地域

の皆が持つように、機会あるごとに伝える必要性を感じた。 

 

・本日のゼンデラの続編として、リサイクルろうそくを始めとして、もしもの時に役立つあれこ

れ等会員の知っている智恵の交換とか出来たら良いなあと思った。 

 後日、ゼンデラレッスン実行委員で集めた「お茶・インスタントコーヒー等」を RSYへ届けま

した。被災地での「足湯」「お茶会」などのプロジェクトに使っていただけるそうです。たい

へん喜ばれました。 

 自然災害を防ぐことはできませんが、その時私にできること今私にできることがたくさんあり

ました。少しでも役に立つよう、気付いたことから取り組んでいきたいと思います。 

 

＜お願い お知らせ＞ 
 

◎ 教区寺院セミナー委員交代茶礼 
2ヵ年お勤めいただきました教区寺院セミナー委員様には誠に有難うございました。新年度よ

り新しい委員様に交代していただき、気を新たに進めてまいります。 

下記の予定にて新委員研修会と新旧交代茶礼を行いますのでご出席を御願い申し上げます。 

（尚、別紙にて御案内いたします） 

日時  平成 24年 4 月 3日（火）午後 4時 30分 新委員研修会 

                  6時    新旧交代茶礼（現地集合） 

場所  愛知西教区宗務所（白林寺）  名古屋市中区栄 

 

◎ 東日本大震災支援ボランティアについて 
 本山特別災害対策本部より各寺院に、 

◎現地で活動するボランティア  

◎住宅支援ボランティアの登録 

上記の御願いが来ております。多くの方のご参加を御願いいたします。 

詳細な注意事項は書面をご覧いただき、問い合わせは  

妙心寺派宗務本所内 特別災害対策本部 担当・森、宮坂へ連絡下さい。 

 

◎ 平成 24年 春定期巡教師 

推進テーマ『行ずる』サブテーマ「生かされている自分を感謝し、報恩の行を積みましょう。」 

  巡教師 山陰西 台番 618  大龍寺住職 岩浅 慎龍師 

      岐阜西 台番 1998  瑞雲寺住職 高田 慈雲師 

  ※開教寺院様には終了後、開教報告書を必ず提出ください。 

 

◎ 第 43回少年少女研修会 参加募集 

来る、3月 24日（土）～26日（月）に本山、花園会館において花園会本部「第 43回少年少
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女研修会」が開催されます。テーマ「ありがとうの心に気付く」。申し込み用紙に記入の上、

申し込みください。 ご寺院→宗務支所→宗務所→花園会本部 

 対象   花園会員の児童で小学校高学年生（4、5、6年生の男女及びその保護者） 

 参加費  1名・1万円 

 申込締切 3月 14 日（水） 

 募集人数  150 名（引率者は、申し込み者の中で、1名以上御願いします。） 

 申込用紙 宗務支所、又は花園会本部へ請求下さい。 

 

◎ 第 36回臨黄合同高等布教講習会のお知らせ 

5月 16日～30日 本山講習会、3月 30日 宗務所必着。願書は宗務所にあり。 

希望者は申し出ください。 

 

◎ 前堂職法階取得研修会のお知らせ 

6月 20日～22日開催。5月 16日までに出願のこと、但し先着 30名ですので予定の方は 

早めに申込み下さい。法臘 3年以上でないと受け付けません。（仮に僧堂 1年在錫していても 

法臘 3年未満の者は受講資格なし。） 

最終考査に合格しない者は、再度受講して頂く事になります。（落第あり） 

 

◎ 本山奉仕団参について 

平成 24年度から、年間２支部づつ奉仕団参の実施を御願いいたします。 

24年度は、第 1部・第 2部花園会です、早めに企画予定いただきますようお願いします。 

 尚、25年度は第 3・第 4部花園会となりますのでご計画下さい。 

助成金は、１支部 20 万円です。（参加 40名以上、日帰りはありません） 

 

◎ 「教区報」発行について 

 只今教区報「研鑽」の発行準備をしております。原稿・添付写真など取りまとめ早めに提出い

ただきますようお願いいたします。尚、ご要望等ございましたらお聞かせください。 

 

◎ 平成 24年度 独居住職・寺族の調査 

平成２４年４月１日付で新しく該当者がありましたら調査の上、ご報告ください。２３年度は

１２名（1名遷化現在 11 名）ありました。 

 

◎ 花園会行事及び活動報告書   ＜宗務支所長殿へ＞ 

23年度の部行事及び報告書を３月１６日までに宗務所あて提出ください。 

活動報告として花園会愛知西大会に参加、本山団参、春秋巡教、全国奉詠大会参加等。また部

全体で行った行事などご記入ください。14 部中 1 部でも報告が遅れますと教区全体の助成金

計算が遅延、年度末会計に支障をきたしますので早めにお願いいたします。 

何も活動がなくても報告提出ください。 
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◎ 愛知西教区ホームページ 
当教区は本派の中で唯一 ホームページをもち情報発信をしております。 

ＵＲＬ       http://www.aichi-west.jp/ 

   メールアドレス     info@aichi-west.jp （宗務所への問合せ、連絡等に利用ください。） 

 

◎ 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 

 

 

 ≪ 24年度 行事予定 ≫ 

 

★ 平成 24年度花園会部会長会、支所長会 
     日時 平成 24年 4月 20日（金）午前 10時より 

     場所 名古屋都市センター 14階会議室 

     新部会長様、支所長様にはご予定を御願いいたします。 

 

★ 第 1回教区寺院セミナー 
      日 時 平成 24年 5月 25日（金） 

      場 所 名古屋都市センター 14階会議室 

 

★ 無相教会 教区連合会主催 発展拡充講習会・奉詠大会 
     日時 平成 24年 6月 6日（水）・7日（木） 

     場所 江南市民文化会館 

 

★ 花園会愛知西大会   
      日 時 平成 24年 10月 26日（金） 

      場 所 名古屋・徳源寺 

 

 

☆ 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 

 

 ※各宗務支所の口座ができましたら名義人・番号 ご報告ください。 

http://www.aichi-west.jp/
mailto:info@aichi-west.jp?subject=教区　メールアドレス
http://www.rinnou.net/network/myoshinji/download/hanazonokai/index.html
http://www.rinnou.net/network/myoshinji/download/sm/20100820syoshiki.htm

