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宗 務 所 便 り                               2021年 1月 1日発信  No．103 

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、皆様のご健勝とご多幸を祈念申し

上げます。 

                                   頓首敬白 

12 月の報告 
1日    青年僧の会歳末助け合い托鉢    於、蓮蔵院 

4日   本山住職研修会      於、本山 

5日   前堂職法階取得研修会     於、本山 

7日   僧侶育成審議会         於、本山 

8日    成道会 

9日   僧風刷新会議(中止)     於、本山 

9日   本所機構刷新会議(web会議)    於、本山 

10日   名古屋禅センター座禅会     於、白林寺 

11日   人権週間・記念集会     於、名古屋市公会堂 

12日   妙心寺開山忌      於、妙心寺 

15日   白隠さんの会運営委員会 (web会議)    於、本山 

25日   宗務本所、宗務所、宗務支所 御用納め 

(御用始め 1月 12日) 

 

1 月の予定   
 1日   元旦 

12日   宗務本所、宗務所、宗務支所 御用始め 

14日   名古屋禅センター座禅会     於、白林寺 

14日   無相教会師範会      於、本山 

15日   無相教会称号試験      於、本山 

18日   教学審議会       於、本山 

19日   花園会本部運営委員会（中止）    於、本山 

19日   全国花園会会長会      於、本山 

21日   臨時宗務支所長会      於、宗務所 

21日   財政委員会       於、本山 

22日   無相教会代表委員会     於、本山 

24日   瑞泉寺 月授戒会（総見院・戸崎祥之師）   於、瑞泉寺 

25日   瑞泉寺開山忌      於、瑞泉寺 

25日   人権擁護推進委員会     於、本山 

26日   無住寺院対策委員会     於、本山 

27日   宗制審議会       於、本山 

27日   本部特別寺班調査会     於、本山 

27日   無相教会称号取得者講習会     於、本山 

28日   社会事業協会理事監事会     於、本山 

28日   花園会館運営委員会     於、本山 
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＜報告＞ 
◎ 青年僧 歳末助け合い托鉢       青年僧の会 副会長 小澤 宗幹 

去る 12月 1日（火）６部 蓮蔵院を会所として 12名の青年僧が参加し『歳末助け合い

托鉢』を実施いたしました。今回は未だかつて無いコロナの影響があり、開催自体危ぶま

れていましたが、皆でコロナ対策を話し合いました。本堂は開放したまま、アルコール消

毒、検温、マスク着用などを必須とし、托鉢中も大声を出さぬよう振鈴でお知らせする事

とし、布施をして下さる方々を不安にさせない為にマスク着用のまま行なうなどで実施い

たしました。ルートは二班に分かれ、高蔵寺駅方面と神領駅方面へのメイン道路沿いを托

鉢しました。この地域では托鉢は定着しておらず、事前に檀家、近隣住民の皆様へ５００

部程チラシを配布しましたが興味を持って下さる方は少ないように感じました。改めて布

教活動の難しさを実感し、今後の課題とさせて頂きます。喜捨は総額４１３０９円、中日

新聞社会事業団へ寄付させて頂きました。12月２日の中日新聞近郊版に当日の様子が掲載

されました。ご尽力いただきました各寺院様方には心からお礼申し上げます。以上ご報告

致します。 

 

「人権週間」記念集会報告          第１部人権擁護推進委員 大野憲宗 

 

12 月 11 日、2020 年「人権週間」記念集会が名古屋市昭和区名古屋公会堂にて講師に一

般財団法人アジア・太平洋人権情報センター<ヒューライツ大阪>所長の三輪敦子氏をお迎

えし開催され、参加をさせて頂きました。 

世界人権宣言は、1948 年国際連合総会において世界人権宣言が採択された、すべての人

民とすべての国が達成すべき基本的人権についての宣言です。採択された 12月10日は「世

界人権デー」となり、これまで世界各地で様々な行事が行われています。この記念集会も

その１つで、あらためて人権とは何か、どのように守る必要があるのかを考える機会とな

りました。 

2020年 3月 11日、世界保健機関（ＷＨＯ）は、世界に感染が拡がる新型コロナウイルス

感染症をパンデミック(世界的大流行)と宣言しました。そして「新しい生活様式」を模索

する年となりました。そのなかで、身近な場面での「人権」に関わる問題が発生してお

り、バチェレ国連人権高等弁務官は「コロナウイルス対策には人権を最前線かつ中心に据

えるべき」との声明を発表しています。 

 国内では、外出制限によりＤＶ相談が３割増え、特別定額給付金が世帯主に受給される

ことによりＤＶから逃げている女性や家に居場所がない子どもに直接給付されないなどの

問題が発生しました。世界では、相対的に低所得者の感染者・死亡者数が多く、人種別に

見ると黒人とヒスパニックの死者数が多い。また、予防に一番大切なのは「手洗い」です

が、ユニセフによれば世界の 30億人(世界人口の 40％)は石鹸と水で手を洗う設備がありま

せん。インドのニューデリーでは「市民権改正法」に対し、平和な抗議行動をしていた女

性たちの拠点が跡形もなく撤去されたとのことです。これは、緊急事態という名の下でパ

ンデミックを理由に政府が制限を強化し民主主義や人権が脅威にさらされています。 

 私たちは、今、パンデミックが危機に乗じた権利の制限に結びつかないように、自身の

人権意識も問われているのだと感じました。 
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◎2020 年「人権週間」記念集会報告     第 2部人権擁護推進委員 龍山正臣 

 
令和 2年 12月 11日(金)午後 14時半より、2020年「人権週間」記念集会が鶴舞の名古

屋公会堂大ホールにて開催されました。この記念集会に参加しましたのでご報告させて頂

きます。 
コロナ対策によりソーシャルディスタンスとして席と席の間を空けて着座しました。 

また来賓者挨拶の間にも消毒、マイクカバーの取り替えなどを行っていました。コロナ禍

にもかかわらず大勢の参加者が出席されました。 

テーマは「新型コロナウィルスへの対応に最大限の人権の保障を」と題されるものでし

た。講師の一般財団法人アジア・太平洋人権情報センター所長の三輪敦子さんによって講

話が始まりました。おもにコロナ禍における人権問題、給付金や所得による不平等などに

ついて話されました。また貧困度の高い地域の死者数の増加で黒人とヒスパニックの死者

数が多い理由として、予防に 1番大切なのは手洗いですが、ユニセフによれば世界の 30 億

人、世界の人口の 40%は石けんと水で手を洗う為の設備がない事をあげられました。 

12月 10日は世界人権デーですが、テロや宗教紛争、貧困、いじめ、虐待、DV、障害者

偏見など様々な人権侵害があります。さらにコロナ禍における人権侵害が近い所で行なわ

れている現実を知り、とても考えさせるものがありました。 

 

＜お願い お知らせ＞ 
◎ 年末年始、宗務本所・宗務所・宗務支所のお休み 
 来る、12 月 26 日～1 月 11 日まで、宗務本所、宗務所、宗務支所は年末年始の休みにな

ります。進達書類は 12 月 20 日までに宗務所に提出して下さい。 それ以後は、1 月 12 日

から宗務支所で受付します。休みの間に提出された進達書類は、宗務所、宗務本所・受付

に止め置かれて事務処理はなされません。ご注意下さい。 

 

◎定期巡教中止のお知らせ 
 教学部より 10 月 9 日付にて「令和 3 年度春季定期巡教について(中止のお知らせ)」が出

ました。コロナ渦の中流行か収まる兆しもなく、ワクチン開発の遅れる予測から本派行事

も延期、又は中止と判断されました。 

 感染状況が比較的穏やかな教区では、春の行事を希望されておられますので、その場合

は近隣の布教師に直接連絡を取り、各寺にて行ってください。尚、愛知西教区内の布教師

名簿は「愛知西教区報」に掲載しております。 尚、教区からの助成金はございません。 

 

◎第 3 回教区寺院セミナー 中止のお知らせ 
 令和 3年 2月 8日(月) 開催予定の第 3回教区寺院セミナーは、コロナ渦感染が未だ鎮 

静化の兆しもなく終息の目途も立っておりません。諸事情を考慮して中止といたします。 

 

◎第 3 回 やさしい坐禅体験                 青年僧の会 

  日時 2021年 2 月 23日(火) 天皇誕生日 

  会場 妙興寺 （一宮市大和町妙興寺 2438） 

  定員 30名 

  参加費 1,000円 

コロナウイルス感染拡大防止を受けて、人数制限、年齢制限（10 歳～65 歳）をいたしま
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す。参加者募集に御協力をお願いします。 

 

◎ 青年僧の会 研修会のお知らせ 

テーマ  日本仏教の遺族ケア 

講師   京都大学政策のための科学ユニット特任教授 カール・ベッカー氏 

日時   令和 3年 1月 26日（火） 開場 16:20〜 開演 16:30〜 

定員   先着 70名 

禁止事項 講座の録音・録画。カメラ OFF 。 

申込〆切 令和 3 年 1 月 20 日（水）         

参加方法 下記の QR コードから投稿フォームにてお申込みください。ミーティング 

ID・パスワードを通知します。Zoomのインストールが必須となります。 

 
 

◎第 33 回「愛知同宗連」講演会 

 日時  2021年 2 月 5日(金) 午後 2 時～4 時(午後 1 時 30 分開場) 

 場所  東別院ホール 

 講師  味岡一博氏(元 三重県人権センター) 

 テーマ 『謂われなき差別は、どのようにしてつくられたのか 

～「ケガレ」「キヨメ」～』 

 チケット 3枚となりますので、希望者の方は宗務所までお願いします。 

 

◎「荊冠旗びらき」 
 2021年 1月初旬は中止となりました。 

 

◎本山寺庭婦人研修会実施の案内 
令和 3年 4月 14日～15日開催予定の「本山寺庭婦人研修会」は、人数の関係から受講対

象者は、令和 2 年度 4 月の講習を申し込まれて受講できなかった方だけに限ります。新規

の受付は行いません。 履修要項などの詳細につきましては、直接、本年度に申し込まれ

た履修予定者にご案内をいたします。 

 

 

 

 

＜＜令和 2 年度予定＞＞ 
 令和 3年 

 2月 8日  (月) 第 3回教区寺院セミナー  (中止) 

4月 23日 (金) 教区花園会部会長会、宗務支所長・会推進委員会  

    於、日本特殊陶業市民会館 (名古屋市民会館)会議室 


