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宗 務 所 便 り 
 

                                           2016年 1月 1日発信  No．43 

                                       愛知西教区宗務所長 山田英隆 九拝 

 

初春を寿ぎ新年のお慶びを申し上げます。 
 昨年は格別なるご法愛を賜り有り難うございました。 本年も倍旧なるご指導ご鞭撻いただき

ますように宜しくお願い申し上げますとともに、皆様のご健康とご多幸を祈念申し上げます。 

                                    頓首敬白 

                                                                                  

12月の報告 
1日      新宗務支所長就任 
4日     新宗務支所長研修会     於、ナゴヤキャッスルプラザ 

4日     新旧宗務支所長交替茶礼           於、ナゴヤキャッスルプラザ 

4日    2015年「人権週間」記念シンポジュウム        於、中区役所ホール 

8日     成道会         

9日～10日 教区普通布教講習会       於、名鉄・犬山ホテル 

10日    名古屋禅センター坐禅会     於、白林寺 

11日    本山・開山忌宿忌・高齢者招待    於、本山 

12日    本山・開山忌      於、本山 

15日    僧風刷新会議      於、本山 

22日    第 7部 台番 1627 長福寺先住職・青山忠義師遷化 81歳 

24日    月授戒（徳岩寺 山田紹全師）    於、瑞泉寺 

24日    御用納め （宗務本所・宗務所・宗務支所） 

25日    第7部 長福寺先住職・青山忠義師 津送    於、長福寺 

 

1月の予定 
6日    部落解放同盟・荊冠旗開き    於、名古屋西文化会館 

8日    御用始め （宗務本所・宗務所・宗務支所） 

13日    財政委員会      於、本山 

14日    無住寺院対策委員会     於、本山 

14日    名古屋禅センター坐禅会     於、白林寺 

15日～17日 瑞泉寺本派安居会     於、瑞泉寺 

17日    青年僧の会・新年会     於、名古屋市 

18日～19日 花園会本部運営委員会     於、本山 

19日～20日 無相教会師範会・称号試験    於、本山 

20日    微笑会理事会      於、本山 

20日    教区役員会      於、名古屋市 

21日    教学審議会      於、本山 

22日    人権擁護推進委員会     於、本山 

24日    月授戒（徳授寺 澤田慈明師）    於、瑞泉寺 

25日～26日 全国花園会会長会     於、本山 

26日    花園会館運営委員会     於、本山 

26日    犬山・瑞泉寺開山忌     於、瑞泉寺 

28日    宗制審議会      於、本山 
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＜ 報 告 ＞ 

◎2015 年「人権週間」記念集会に参加して   愛知西教区人権推進員副員 杉村陽介 

 

 平成 27 年 12 月 4 日、中区役所ホールにて 2015 年「人権週間」記念集会が行われました。水

平社博物館館長、駒井忠之さんをお招きして「熱と光を求めて~水平社創立の思想に学ぶ～」と

いうテーマのもとでお話をしていただきました。館長さんには、はじめに今もなお残る、「根深

い差別意識」ということで、「在特会」によるヘイトスピーチの一例を挙げていただきました。

「在特会」というのは、在日特権を許さない市民の会なのであるが、この団体が水平社博物館の

前で一時間にも渡るヘイトスピーチを行ったのである。博物館が、在特会の考え方とは違う、韓

国と日本の関係の展示を行ったというのが起因であったが、韓国のことだけではなく、水平社博

物館の場所、人々にたいしても何度も蔑称を発言したのである。この結果、ヘイトスピーチを行

ったものに対する賠償命令が出ることとなる。これは、ヘイトスピーチ＝差別であることが「公

知の事実」として世の中にようやく判断されたということでもある。 

 また、差別の現状ということで見せていただいたアンケート資料によると、子供の結婚におけ

る相手の出身地差別や、住宅購入時の同和地区調査など、身近な差別においては６割がやむをえ

ないことと考えているのに対し、「差別」そのものにおいては６割がなくしたいと考えているの

だそうである。差別の根本はおそらく、ここにあるのではないだろうか？自分の近辺になると危

機意識がはたらいてしまうのである。私は、丁度この差別の根本を帰りに目撃することとなる。

車いすの青年が、手を挙げているのに乗車拒否をするタクシーが２～３台いたのである。私は、

代わりにタクシーを止め、確かに普通に乗り降りするよりは時間はかかったが、いたってスムー

ズに乗車出来たのである。乗車拒否をした運転手達も、いけないことだとわかっていると思われ

るが、自分が面倒なことに巻き込まれたくないと感じたのであろう。 

 館長さんのお話によると「全国水平社創立宣言」には、一言も「差別」という言葉が使われて

いないそうである。これは、「全国水平社創立宣言」が、単なる身近な差別をなくそうという宣

言ではない、ということである。人間の尊厳や平等を求め、人権を尊重していこうという宣言な

のである。 

 人間の尊厳や平等を求める心、人権を尊重していこうという考え、こういった想いが強くなる

ことで、人の世から差別意識が無くなっていけばこんなすばらしいことはない。まさに、「人の

世に熱あれ、人間に光あれ」である。 

 

◎愛知西教区普通布教講習会の報告      愛知西教区布教師会会長 澤田慈明 

この度、愛知西教区普通布教講習会を開催させていただきました。１２月６日より１０日まで

（寺坊研修６日～８日、実習９日～１０日）、名鉄犬山ホテルを会場に１１名が集い、受講して

いただきました。主監には岐阜東教区より正覺寺住職・足立宜了師にお願いし、中身の濃い充実

した講習会となりました。 

テーマは“禅の教え ～私の伝えたいこと～”。事前にはテーマに即して、課題論文の提出。

１回目の法話発表テーマは事前にお知らせして、原稿を作成し会場に乗り込んでいただきました。

『白隠禅師坐禅和讃』を一句づつ割り振られ、１５分間の法話発表でした。受講生の中には、今

まで法話をしたことがないとか、法話原稿の作り方を知らない、という方もあり、主監さんより

原稿は“起承転結”の流れで、特に「承」の部分での法理の重要性や「転」での因縁話の使い方

など、懇切丁寧なご指導をいただきました。 

２回目の発表テーマは到着時の受付にてお渡しし、１回目のテーマからの関連するテーマを各

師与えられていました。次の日の発表に備え、夜は皆さん原稿作りに励みました。中には徹夜す

る方もあり、原稿とかなり格闘された様子です。そうした成果が発揮されて、２回目の発表は皆

さん成長の跡が伺われ、企画しました布教師会としても喜ばしいことでした。 

受講した１１名が一人も脱落することなしに修了し、閉講式には講習会の会長である宗務所長
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様より全員に修了証が渡され、斎座後解散。皆さんホッとした顔で帰山致しました。 

和尚さんは皆、布教師です。法を説く立場です。少しでも自分を磨いて現代社会の悩める人々

に禅の教えを広めていただきたいと願っております。 

幸いにも来年５月１６日より本山では「高等布教講習会」が開催されます。進んで皆さん受講

されますことをご期待申し上げご報告といたします。 

 

＜お願い お知らせ ＞ 

◎第 3回 教区寺院セミナーのご案内                教化本部 

 来る 2月 5日(金)午後 1時より、名古屋市中村区・キャッスルプラザにて、第 3回教区寺院セ

ミナーを開催いたします。今回は宗務総長、教学部長をお招きしての「巡回住職研修会」です。 

宗務総長、教学部長から宗門の現状、教化布教等のお話しを時下に聞く機会をいただきました。

また、直接に日ごろお考えのご意見をお尋ねいただけますのでお出かけ下さい。 又、終了後に

懇親会を準備しました。 参加希望者は申し込み用紙に記入し参加費を添えて宗務支所長に提出

して下さい。 尚、質問の有る方は、1月 30日までに宗務所長へ FAX にて質問内容、氏名を記

入して送信して下さい。 FAX 0587-34-4840  皆様の御参加をお待ちしております。 

 

◎第 47回花園会少年少女研修会のお知らせ 
 日時   平成 28年 3月 25日（金）～27日（日） 

 会場   妙心寺、花園会館 

 対象   花園会員の児童で小学高学年（3,4,5,６年生の男女と保護者） 

募集人数 100名 

 申込期間 平成 28年 2月 29日（月）（必着） 

 参加費  1名につき、10,000円（当日受付へ） 

申込方法 寺院→花園会本部に提出（専用申し込み用紙を御使用下さい。各寺院へ送付済です） 

 

◎花園会・全国女性部東京大会 参加者募集 
日時   平成 28年 5月 9日（月） 

 会場   舞浜・ヒルトン東京ベイ 

 対象   女性花園会員、その他 

募集定員  700名 

 申込期間 平成 28年 3月 31日（木） 

 参加費  22,000円（大会参加費、宿泊費）※ 大会参加のみは、12,000円 

申込方法 専用用紙にて JTB西日本へ 

★ 教区より助成をいたします。※ 1名 10,000円 ※ 定員 15名 

 

◎第 38回臨黄合同布教講習会のお知らせ              教学部 

 開催日 平成 28年 5月 1日(日)～15日(日) 自坊にて課題研究および原稿作成 

          5月 16日(月)～30日(月) 会所(妙心寺)において講習 

※  参加募集は、正法輪 2・3合併号(3月 1日発行)にて行います 

 

◎「女性のための禅体験コース」開設のお知らせ         教学部 

岐阜市天衣寺尼僧堂において、一般女性の方を対象にした 1泊 2日のやさしく禅を学び体験す

るコースが開設されました。毎月 1回の開催(2月・8月は除く)。ご参加の推進をお願いします。 

実施日 平成 27年 10月 25・26日    11月 25・26日   12月 10・11日 

      28年 1月 25・26日     3月 25・26日    4月 10・11日 
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          5月 10・11日     6月 10・11日 

会場  岐阜市・天衣寺 (岐阜市野一色 1-10-6) 

申込  妙心寺派宗務本所 教学部 〈電話 075-463-3121〉へ連絡。 

申し込み用紙を送付します。 

定員  12名まで (5名以上で開催します) 

参加費  5000円 (当日持参) 

 

◎僧堂掛塔予定者学習会開催のお知らせ               教学部 
 期間   平成 28年 3月 7日(月)～9日(水) 

 申し込み 規程の用紙を教学部より取り寄せて、直接送付下さい。 

  費用   2万円 ★詳細は宗務本所・教学部へ問い合わせ下さい。 

 

◎平成 28年定期巡教師決定 
山陽教区    台番 505  弘宗寺  水野 宏泰師  

京都両丹教区  台番 1121 國清寺  白鳥 天海師 

 

★ 各支所長様には、定期巡教の日程について部内寺院よりご希望を聞き集計してから 

平成 28 年 1 月 10 日までに宗務所に書類の提出をお願いします。 

★ 規定の書類を支所長宛にて送付いたします。用紙に記入し提出して下さい。 

◎本山法式研修講座開講のお知らせ              法務部 

 ○各教区から住職・副住職 1～2 名 

 ○教区推薦者以外は受講を認めません 

 ○開催回数 年間 2 回のみ。「6 月 14 日～15 日、」「10 月 4 日～5 日」 

 ○参加費  各 5000 円 

 ○締切日  平成 28 年 3 月 31 日 

★ 交通費について、只今教区役員にて検討中。 

★ 推薦方法について、只今教区役員にて検討中。 

 

＜＜平成 27年度予定＞＞ 
平成 28年 

 2月 5日 (金)   第 3 回教区寺院セミナー(巡回住職研修会) 於、キャッスルプラザ 

 

＜＜平成 28年度予定＞＞ 
  

4 月 26日（火）  教区花園会部会長会・宗務支所長会    於、名古屋都市センター 

 5月 19 日（木）  教区連合会・発展拡充講習会       於、江南市民文化会館 

 5月 20 日（金）  教区連合会・奉詠大会          於、江南市民文化会館 


