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宗 務 所 便 り 
                                         2019年 7月 1日発信  No．85 

愛知西教区宗務所長 山田英隆 九拝 
謹啓上 大暑流金之候 

 「2019 年 6 月 18 日 22 時 22 分ごろ、新潟県村上市で最大震度 6 強を観測する地震が発生し

た。山形、新潟、石川の 3県に津波注意報が発令されている。新潟県粟島では 23時 5 分、微弱

な津波が観測された。」との報道があり心配をいたしました。お見舞い申し上げます。 

 天変地異はいつ起きるのか分かりません。東海地震、東南海沖地震も予測されて久しく何時起

きてもと言われます。「備え有れば患いなし」心も体も備品もできる範囲の準備が必要でしょう。 

「段取り(準備)が半分の仕事をする」と言われます。7月 3日、花園会愛知西教区大会に向けて

担当者は綿密に準備を進めています。当日には皆様の御荷担をよろしくお願い申し上げます。 

                 頓首敬白 

6月の報告 
5日    第4地区・地方大会準備会    於、一宮市民会館 

 7日    セミナー準備会      於、林貞寺 

11日    教区連合会、実務者反省会    於、江南 

12日    教区住職研修会（第1回教区寺院セミナー）  於、吹上ホール 

12日    妙心寺おかげさま奉仕の日    於、妙心寺 

13日    名古屋禅センター坐禅会     於、名古屋禅センター 

13日    本山参拝推進本部会議、無相教会代表委員会  於、本山 

13日～14日 寺庭婦人ステップアップ講座開講スクーリング  於、岐阜・天衣寺 

14日～15日 第1回法式研修講座     於、本山 

17日～18日 人権擁護推進合同研究会     於、本山 

18日    教区青年僧の会研修会     於、名古屋・金山ホテル 

19日～20日 前堂職法階取得研修会     於、本山 

20日～21日 無相教会称号取得講習会     於、本山 

21日～22日 瑞泉寺本派安居会     於、瑞泉寺 

22日    第12部 台番1740 西住院先住職 鎌田正堂和尚 遷化 72歳 

24日    月授戒（林昌寺 野田晋明師）    於、瑞泉寺 

25日    花園会本部 新亡供養（愛知西教区該当日）  於、本山 

26日    第12部 西住院先住職 鎌田正堂和尚 津葬      於、西住院 

 

7月の予定 
 3日    第64回花園会愛知西教区大会    於、一宮市民会館 

 4日    花園大学・愛知県支部同窓会総会   於、キャッスルブラザ 

 4日～5日  全国花園会会長会     於、本山 

 8日    第10部 龍泉寺先住職寺庭 山中のり子様 本葬 於、龍泉寺 

 8日    微笑会理事会      於、本山 

11日    名古屋禅センター坐禅会     於、名古屋禅センター 

16日    宣示草案作成委員会     於、本山 

17日    本山参拝推進委員会     於、本山 

18日    僧侶育成審議会      於、本山 

22日～24日 社会事業従事者研修大会     於、本山 

24日    月授戒（徳岩寺 山田紹全師）    於、瑞泉寺 

25日    集団得度式      於、本山 

25日～26日 学徒研修会      於、本山 



2 

 

＜ 報告 ＞ 
◎第 1 回教区寺院セミナー報告（教区住職副住職研修会） 

講義 1                     セミナー委員 永泉寺 石突義堂 
  6 月 12 日、名古屋市中小企業振興会館において今年度第１回のセミナーが開催されました。

午前中の講義１「禅の法話～その心と技」には、当教区の布教師会会長・耕雲院住職の服部雅昭

師を講師として約 35 名の参加者がありました。 

  前時代的な道行純一のみを評価した布教のあり方は、多くの在俗が説明を求める当世の傾向

に対応しきれないでいる、と指摘し、嫌がらずにこれを良い機会ととらえることが先ずは肝要、

と師は法話の重要性を説き始めました。人前で話すことは難しいこととしながら、上求菩提と下

化衆生とは相対するものではなく本来表裏一体であることを認識してほしい、他人に説くこと

は自分にも説くことである、仮物では他者の心には響かないので自分の言葉で、などとの教示が

ありました。これらを踏まえ、僧侶個々の特性を活かして接化していけばよいのではないかと受

け止めました。 

  また、具体的な法話には起承転結が不可欠だと説き、起１：承２：転６：結１の内容と時間の

配分がよろしいと教えていただきました。その他レジメに書かれている事柄を丁寧な口調で論

じて、大変聞きやすく思いました。これも話し方の実践として法話の基本を示されたものでした。 

師は大切なこととして、聴衆が生きる幸せを実感できる話を、と説かれました。それは時代や

環境、立場を越えて、我々が僧侶としての人格や資質を陶冶する根幹の考え方であるとの教えと

理解しました。 

  我が身を振り返ってみると、拙いながらもほんの少しの時間を禅的雰囲気に置き換えようと

努力していますが、多くの場合は檀信徒に途中で遮られて「堅苦しい話より寺や地域の歴史の話

を聞きたい」はまだマシな方で「長々と話しとったら飯食いに行く時間が」、生死の話を持ち出

せば「そんな縁起でもないことを（言うな）」、床の間の掛軸はと見ればガンダムが山のように積

まれて、とか、師のおっしゃる理想とは甚だ遠いと言わざるをえません。花鳥風月を友として

悠々と過ごしたい者には高いハードルに感じました。 

さて、やはり法話を行うことは難しいとは思いますが、師が示唆する宗門の使命を疎かにして

いては後退的思惟に陥り、強いては寺門繁栄からは遠ざかることになるのでしょう。そう考えま

すと大きな不安感に苛まれましたので、満足な法話を行えずともこれを機にせめて意識の転換

を図ろうかと思っています。 

 
講義 2、3                      教化主事補 桑原大輝 

 講座 2では教区人権擁護推進副員・真寶寺住職である中嶋彰典師に講義して頂きました。「僧

侶が寺を継ぐこと」を題材に、当たり前に捉えている事の中にも人権問題があると、問題提起

されました。 

 講座 3は巡回住職研修会として、本山より内局の方々にご出向いただきました。 

宗務総長の栗原正雄師より「10年後を見据えた妙心寺派グランドデザイン」等について講義を

して頂きました。教学部長の野口善敬師より、勤行聖典の改定、葬儀・法事の意義等について

講義をして頂きました。財務部長の澤田慈明師より、宗務本所の建替え、本山賦課金の見直し

等について講義をして頂きました。 

 総長のお話の中で、現在、妙心寺派寺院は 3,344ヶ寺ありますが、その約 1/3は被兼務また

は無住寺院であるという話題もありました。少子高齢化が急速に進んだために寺院との付き合

い方が変わるなど、寺院を取り巻く環境が激変する中で、妙心寺派の将来について考える時間

となりました。 

 講義 1～3に総じて「時代の変化に対応する」ことがキーワードであったように思います。私

たち僧侶が変わりゆく世間から浮いた存在にならぬよう、日々研鑽を積んで「照顧脚下」する

必要があることを再確認しました。 
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 今回は巡回住研であり法階昇進対応でもあるので、70名以上の参加者が集まりました。しか

しながら、定期的に開催する教区セミナーにも、より多くの御尊宿方にご臨席いただいて、共

に研鑽に励みたいと願うばかりです。 

 

◎教区青年僧の会・研修会                 總見院 戸﨑祥之 

去る 6 月 18 日(火)、金山ホテルにて青年層の会・研修会が開催されました。今回は講師に「未

来の住職塾」(住職向けのお寺経営塾)の創設者、松本紹圭師をお迎えし、『寺院の未来を考える

ワークショップ』と題し、講義だけでなくワークショップ形式で行われました。参加者皆で仏教

界や寺院の現状や問題意識を共有し、それぞれの寺院の今後の“あり方”を改めて考える良い機

会となりました。  

 

◎令和元年度 本派人権擁護推進委員・教区人権擁護推進員合同研究会 報告 

第 8部 常福寺 松本寛山  
令和元年 6 月 17 日（月）～6 月 18 日（火）於 花園会館 

・基幹テーマ「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」 

・研修テーマ「自らを省み、一歩進む」 

60 名参加 講師 小森 恵 氏 病気のため欠席 

１日目 講義１「ＬＧＢＴについて 人権課題としての同性愛・性別違和」講師:エディ氏（レインボープライ

ド愛媛）Ｌ レズビアン Ｇ ゲイ Ｂ バイセクシャル Ｔ トランスジェンダー その他多くの性的マ

イノリティがあり、体の性が男と女の 2 通り、なりたい心の性が男と女と、どちらでもないの 3 通り、性的指

向（恋愛対象）が男と女と両方と、どちらでもないの 4 通りの組み合わせで 24 通り、様々な性的指向がある。 

 当事者としての親へのカミングアウトを自己体験を通して説明され，告白できないことの問題点を挙げて

おられました。 

 ＬＧＢＴはそのままで良い。社会の認識が変われば誰もが自信をもって生きていけるようになる。 

講義後、分科会（9 班）に分かれてテーマについて討議 

２日目 本派人権委員長より昨年度の広島現地研修報告 大逆事件が起きた時代背景、仏教教団に与えた影

響、国家（為政者）と仏教（禅）との関わり、教団としての歴史認識等を説明、まとめとして歴史を正しく知

ることや、検証や実践が必要である。 

分科会で班別テーマに分かれて討議 

① 傷害のある女性と旧優生保護法について考える 

② インド・サバリマラ寺院の女人禁制について考える 

③ ＬＧＢＴの方への専門道場での対応について考える 

④ 一橋大学アウンティング（暴露）事件について考える 

全体会にては各分科会発表（各 3 分）各テーマには色々な意見がありましたが、年代や地方差により考え方が

違い、これからも研修していかなければならないと感じました。 

 

◎『部落解放をめざす愛知研修会』        第 14 部 海音寺 磯谷信彦 

 ６月２６日に鶴舞の名古屋市公会堂にて『部落解放をめざす愛知研修会』に参加してきました。 

当日は、収容人数が大きいホールにも関わらず各方面の方々が大勢参加され、熱心に受講されて 

おられました。 

１講座目では今年の４月から入管法が改正されることによる教育現場での課題など特に在留

外国人の方の権利など資料を基に丁寧に解説をいただきました。 

２講座目ではネット社会の中での人権問題などが問題定義されました。この２講座を受講し

て私は特に最初外国人就労者、とくにその子供たちがおかれている現状に驚かされました。 

在留外国人の子供は日本語の習得支援環境が各都道府県によってばらつきがあり、愛知県は全

国で東京に次ぐ外国人労働者を受け入れているにも関わらず、その子供たちへの就学支援がで

きていないとの報告がありました。こうした子供のうち高校進学できる人はほんの一握りで、義

務養育の対象外である外国人労働者の子供たちの中には、言葉や文化の問題から中学を途中退

学せざるおえない人も大勢いるとのことです。 



4 

 

私たちの暮らす愛知県では貴重な労働力として外国人を積極的に受け入れており、街中でも

よく見かける身近な存在となってきております。ただ、そうした人たちの人権や手助けに行政や

社会もあまり心を砕いている現状ではないようです。そうした中、今後ますます増えてくる外国

人への理解と協力、社会的弱者への関心を私たち宗教者もより考えなくてはならい時代となっ

てきた事を痛切に実感する講演でした。 
 

◎花園会本部新亡供養 

去る 6月 25日(火) 午前 11時より、本山・法堂にて、花園会本部主催「新亡供養」が行わ

れた。当日は山陰西、山陰東、愛知西、愛知東、東京教区花園会員様の供養。 総数 368 名の

参加。愛知西教区からは 314名(洗心会 232 名)。尚、前日に愛知西教区から 23名の参加があっ

た。 御詠歌奉詠、献笛(尺八の演奏)僧侶方入堂。玄玄庵管長猊下導師のもと、新亡供養、管

長猊下の御挨拶、常任布教師・岩浅慎龍師の法話の後に、微笑殿・花園会館に分かれて昼食を

済ませて下山した。 

 

＜お願い お知らせ ＞ 
◎第 64 回 花園会愛知西教区大会            

 日時   2019年 7月 3日（水） 午後 12時 30分 開演 

 会場   一宮市民会館ホール 

★ 関係各位には御荷担を宜しくお願い申し上げます。 

 

◎令和元年度『教区報』発行・配布について            教化本部 

※ 編集の都合で 1 ケ月発行が遅れております。お詫び申し上げます。 

令和元年度 愛知西教区『教区報 49 号』を発行し宗務支所へ配布をいたします。1,500 部 

印刷。支所長様には各寺院に配付をお願いいたします。配付数は、有住寺院は 5 冊、被兼務寺 

院は 3 冊といたします。尚、寺族の居られる被兼務寺院には 5 冊といたします。 

支所長様には、各寺院内で閑栖様、副住職様にも各自 1 冊保存いただきますようにご指導下さ 

い。  

※ 各寺院の責任役員様にも必ず配付をするようにご指導下さい。尚、役員様が多数の寺院は 

  宗務所へご連絡下さい。別途に送付いたします。 

 

◎令和元年度 第 2 回教区寺院セミナーのお知らせ        教化本部 

テーマ「ハラスメント（嫌がらせ・いじめ）を学ぶ」 

日 時 ： 令和元年 9 月 5 日（木） 

場 所 :   名古屋都市センター 14階  第 1・2会議室  

名古屋市中区金山 1丁目 1－1  TEL 052-678-2200 

 講 師 : （有）ビジネス・パートナー・オフィス 代表取締役  

          桑 野 里 美 様 

     演題「ハラスメントのない職場環境の実現にむけて」 

※  別紙にてご案内を発信いたしました。 

 

◎初掛搭奨学金のお知らせ 
 令和元年度、雨安居並びに、雪安居に専門道場に掛搭された学徒が所属されている寺院は 

「初掛搭届」を提出して下さい。一夏終了後、「専門道場在錫人名簿」が提出されて後に、奨学

金が送付されます。 

★ 尚、知客職の法階を有していない方は、同時に請願して下さい。 
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◎令和元年度 特別布教師のお知らせ 

  来る 9月 14日～27日 特別布教を開教致します。布教師が決定いたしましたのでお知ら

せ致します。 

四国西教区 台番 375-2 観音寺住職 山崎 忠司師  (愛媛県宇和島市) 

※  花園大学卒業 臨済寺専門道場 昭和 39 年生まれ 

 

◎教区花園会女性部研修会 案内状配布と参加者募集のお願い 教区花園会会頭 

来る、9月 26日(木)午前 10時～午後 2時頃の予定にて、「教区花園会女性部研修会」を 

開催いたします。 

各部より、女性部会長様を含めて 5 名以上の参加募集を御願いいたします。 

  日  時  令和元年 9月 26日（木）午前 10時～午後 2時頃まで 

  場 所  名古屋市中区栄・白林寺        

  参加費  500円（昼食代）    

※ 内容は別紙にてご案内しました。 

 

〇支所長様には案内状の配布、参加者集計をお願いします。  

★ 9月 15日（日）までにまとめていただき、宗務所へ寺院名・参加者氏名・参加費を添え 

て申し込み下さい。届け出をお願いします。弁当の準備がございます。 

(尚、参加費は当日持参下さっても結構です。) 

 

◎令和元年度（2019）前堂職法階取得研修会のお知らせ 
日時 ★ 2019年 11 月 29日（金）～12月 1日（日） 

 申込期間 2019年 11月 1日（木）（教学部必着） 

 会場   妙心寺、研修センター 

 対象   前堂職の法階請願が可能な者（法臈 3年を満たしている者） 

定員   30名 

参加費  2万円 

 出願方法 宗務本所・教学部へ問い合わせ下さい。 

 

 

＜＜令和元年度予定＞＞ 
7月 3日（水）  第 64回花園会愛知西教区大会   於、一宮市民会館ホール 

9月 5日（木） 第 2回教区寺院セミナー    於、名古屋都市センター 

9月 19日（木） 教区花園会部会長研修会    於、林貞寺 

9月 26日（木） 教区花園会女性部研修会    於、白林寺 

9月 28日（土） 青年僧の会「やさしい坐禅体験」   於、徳源寺 

10月 28日～29日 教区寺院セミナー現地研修会   於、広島県、仏通寺・他 

11月 19日（火） 教区花園会運営委員会    於、名古屋都市センター 

11月 30日（土） 宗務支所長任期満了 

12月 1日（日） 新宗務支所長就任 

12月 6日（金） 新宗務支所長研修会、新旧宗務支所長交替茶礼 於、キャッスルプラザ 

 令和 2年 

2月 7日（金）  第 3回教区寺院セミナー    於、 未定 

3月 31日（火） 花園会部会長、女性部会長・任期満了 


