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宗 務 所 便 り                               2021年 7月 1日発信  No．109 

愛知西教区宗務所長 山田英隆 九拝 
謹啓上 金風蕩暑の候 

 間もなく、1 年間延期になりました東京オリンピックが開催されます。57 年ぶりの大会に

なります。昭和 39 年のオリンピックをテレビで観戦した方も多くおられます。高度経済成

長の名のもと、東海道新幹線、名神高速道路の開通。これから日本はどの様になるのかと

ワクワクした思いがありました。手塚治虫氏の漫画には近未来の高速道路・交通網や宇宙

船が描かれていました。10 年以内にはリニア新幹線が東京と名古屋を結ぶのでしょう。近

未来が実現されています。しかし乍ら、コロナ禍にてのオリンピック開催は多くの障害を

含んでの開催になっております。感染予防に力を尽くして無事に開催されて、競技のすば

らしさを見せてほしいと願っております。 

                                   頓首敬白 

6 月の報告 
3日～4日 寺庭婦人会ステップアップ講座・開講スクーリング(中止) 於、天衣寺 

4日    第 12部 台番 1737 清寥院先住職 大﨑景山和尚遷化 92歳 

4日    第 10部 台番 1668 全徳寺先寺庭 吉田佳代子様逝去 92歳  

 7日    本山参拝推進本部会議     （延期） 於、本山 

 8日    無相教会師範会      於、本山 

 8日    第 12部 清寥院先住職 大﨑景山和尚 津送  於、清寥院 

 9日    無相教会称号試験     於、本山 

 9日    教区報編集会議      於、林貞寺 

10日    人権擁護推進合同研究会     於、本山及びオンライン 

10日    名古屋禅センター座禅会 (中止)    於、名古屋禅センター 

11日    第 10部 全徳寺先寺庭 吉田佳代子様 葬儀  於、全徳寺 

12日    妙心寺おかげさま奉仕の日    於、本山 

15日    無相教会推進委員会     於、本山 

16日    無相教会代表委員会     於、本山 

16日    第 45期部落解放講座～部落解放をめざす愛知研修会～  於、名古屋市公会堂及びオンライン 

22日～24日 前堂職法階取得研修会     於、本山 

22日    無相教会階級試験     於、本山 

23日    無相教会第 1回称号取得者講習会   於、本山 

25日    教区住職研修会(第 1回教区寺院セミナー)  於、名古屋都市センター 

28日～7/1日 新亡供養      於、本山 

 

7 月の予定   
 1日    連合会役員会      於、宗務所 

8日    名古屋禅センター座禅会     於、名古屋禅センター 

13日～14日 全国花園会会長会     於、本山 

16日    2021年「愛知同宗連 研修会」      於、天理教 愛知教務支庁 

20日    僧侶育成審議会      於、本山 

21日～23日 社会事業従事者研修大会(中止)    於、本山 

26日    本山参拝推進委員会（中止）    於、本山 

27日    集団得度式      於、本山 
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27日～28日 学徒研修会      於、本山 

＜報告＞ 
◎令和 3 年度・教区住職研修会（第 1 回教区寺院セミナー） 

教区会計 長谷川實弘 

 6 月 25 日、名古屋都市センターに於きまして、「直ぐに役立つセミナー」を年間テーマ

としました『第 1 回教区寺院セミナー』を開催致しました。今回は法階昇進対応の住職研

修会となり会場 28 名、オンライン 20 名の方が受講されました。新型コロナウイルス感染

拡大の為、開催も懸念されましたが、感染対策に配慮して努めさせて頂きました。 

 講座１では、「禅語録に学ぶ」と題して、岐阜西教区徳林寺住職・岩村宗康師より講義を

拝聴致しました。『臨済禄』『涅槃経』『圜悟心要』『仮名法語』における「本来の面目」と

「仏性」について説かれました。語録を学ぶ際には、色々な見解があり禅僧としてのあり

方を今一度見つめ直す機会となりました。 

 講義２では、「コロナ禍におけるインターネットの必要性」と題して、真宗大谷派妙覚寺

教師・山田昌史師より講義を拝聴致しました。始めに、コロナ禍においてインターネット

の利用が急増する中で、正しい情報を見極めて裏付けしていくことが大切であると話され

ました。ZOOM などの会議ツールを利用した様々な活用事例（熊本地震体験談、坐禅会）

をご紹介され、応援(拡散・シェア)して仏教を広めてほしいと提言されました。時代が変

わっても仏教は変わらない、ネットに「正しい仏教」があふれることを願われました。

SNS 等の情報発信が急増する中、僧侶としての立場で仏教を正しく広め発信していく事の

大切さを改めて再認識致しました。 

 今般のセミナーより、初めて ZOOM を使用してオンライン講習をさせて頂きました。

コロナ禍で人と人との関わりが制限される中、オンラインを通して人との繋がりを大切に

して、より研鑽を重ねたいと思います。ネット環境や利用者の促進など課題もございます

が、今後の教区諸行事にもオンラインを活用して、広くご参加頂けるように努めさせて頂

きます。 

  

◎令和３年度 人権擁護推進委員・教区人権擁護推進委員合同研究会の報告 
教区人権擁護推進副員 長松寺 大野憲宗 

 令和３年６月１０日人権擁護推進委員・教区人権擁護推進委員合同研究会に Zoom にて参

加させて頂きました。近畿大学人権問題研究所 北口末広教授の「コロナ禍における差

別」を聴講し、アメリカでは医療格差や貧困により適切な治療を受けられないヒスパニッ

ク、黒人の死者数が多いことや、大阪府では、２００７年から「行政の無駄を省く」とい

う観点から公立病院削減により、医師、看護師を半数にした結果、医療破壊が起き、助か

る命が助けられない状況を招き、命の選別を余儀なくされ最大の人権侵害を被ったこと。

また、コロナ禍において、心理的に不安をかき立てれば立てるほど人々は簡易に操作さ

れ、フェイク情報に誘導され拡散することにつながるので、SNS に接する人が情報活用能

力を高め、情報の真偽を判断する力、読み解く力（リテラシー）が必要であることなど、

国内外の差別の現状を理解することができました。 

 

◎第 45 期部落解放講座～部落解放をめざす愛知研修会の報告   

教区人権擁護推進員 真寶寺 中嶋彰典 

 6月 16日水曜日午後 1時より、名古屋市公会堂並びにオンラインの融合として講座が開

かれました。会場参加者 486名、オンライン参加 527名の計 1,013名の参加数でした。コ
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ロナ禍の影響の為、愛知西教区としてはオンライン受講参加をさせて頂きました。 

 今回のテーマ『2019年就職差別に関する調査の結果報告について』山本和代さん(日本

労働組合総連合会 副事務局長)、竹信三恵子さん(和光大学名誉教授・ジャーナリスト)の

2人からの講義を拝聴させて頂きました。 

 私が『部落解放・人権大学－愛知講座－』を受講した際、同じ班だった人事担当の方か

ら就職の形式が変わっていると聞きました。採用試験を受ける側も、面接をする会社側

も、一昔とは違ってきています。応募書類・エントリーシートや面接の際、本籍地や出生

地、宗教や尊敬する人物、等といった内容は仕事と関係ないプライバシーについて質問し

てはいけない様になっています。 

 また目に見えない所にて男女差別が起こっています。人間誰しも先入観というのは持っ

てしまいますが、「その大学の人は優秀」「女性は結婚するからすぐやめる」その人が所属

している集団の統計的な傾向で人をふるい分ける手法も現実にある事だと言えます。 

 この講義の中で心に残った言葉があります。『差別しない人間はいない。差別されている

人間でさえ差別する。』このままという訳には行かないでしょうが、その為『人は誰でも色

眼鏡を持っている。色眼鏡を無くそうとするより、自分の色眼鏡の色を知り、その負の効

用を減らす事』という感慨深い言葉を頂きました。 

 

 

＜お願い お知らせ＞ 
◎令和 3 年度（2021）秋期僧堂掛搭予定者学習会開催のお知らせ 
 開催日  令和 3年 9月 4日（土）～6日(月) 

 申込期間   6月 1日（火）～8月 5日(木)（ 教学部必着） 

 会場   妙心寺、研修センター 

 対象   僧堂掛搭を予定している学徒 

参加費  2万円 （当日持参） 

※ 交通費も自弁です。 

※ 受講希望者。要項、受講願は宗務本所・教学部へ請求下さい。 

 

◎令和 3 年度（2021）宗学基礎学習会開催のお知らせ 
日時 2回目  令和 3年 10月 16日（土）から 

 申込期間     9月 10日（金）（教学部必着） 

 会場   妙心寺、研修センター 

 対象   18歳以上で知客職以上の法階を有する者 

定員   30名 

参加費  1万円 （当日持参） 

※ 宿泊先の用意はございません。各自で用意のこと。交通費も自弁です。 

 出願方法 宗務本所・教学部へ問い合わせ下さい。 

 

◎令和 3 年度（2021）前堂職法階取得研修会のお知らせ 
日時 2回目 令和 3年 12月 4日（土）～6日(月) 

 申込期間       10月 29日（金）（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） 
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定員   30名 

参加費  2万円 (当日持参下さい) 

 出願方法 宗務本所・教学部へ問い合わせ下さい。 

 

◎第 66 回花園会、愛知西教区大会開催方法について 

 来る 11月 4日（木）、於、名古屋・徳源寺にて開催予定の「第 66 回花園会、愛知西教区

大会」は新型コロナ感染症予防を受け、花園会員様の感染リスクを考慮し、部花園会会

長、部花園会女性部会長、宗務支所長、部推進委員、宗議会議員、教区役員、他荷担和尚

にて開催します。 

 ★一般花園会員様の募集は行いません。 

※ 大会開催について、感染症の拡大状況を観て判断いたします。 

 

◎令和 3 年度『教区報』発行・配布について          教化本部 

令和 3年度 愛知西教区『教区報 51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。 

 

◎部落解放・人権大学(愛知講座 2021 年度)の募集案内 

 日時 2021年 9月 25日(水)～12月 15日(水) 内 7日間 

    申込期間 4月 1日～8月 18日 

 主催 ＮＰＯ法人愛知部落解放・人権研究所 

 後援 愛知県 愛知県教育委員会 名古屋市 名古屋市教育委員会 

 ※ 己事究明出来る講座内容となっておりますので、興味ある方は愛知西教区宗務所へ 

   連絡をお願い致します。 

 

 

＜＜令和 3年度予定＞＞ 
9月 13日(月) 教区寺院セミナー現地研修会  於、京都・東福寺、滋賀県・永源寺 

10月 1日(金) 愛知西教区連合会・詠鑑定期巡回講習会 於、江南市民文化会館 

10月 29日(金) 第 2回教区寺院セミナー  於、名古屋都市センター 

11月 4日(木) 第 66回花園会愛知西教区大会  於、名古屋・徳源寺 

 2月 2日(水) 第 3回教区寺院セミナー  於、未定  


