
1 

宗 務 所 便 り                               2021年 8月 1日発信  No．110 

愛知西教区宗務所長 山田英隆 九拝 
謹啓上 三伏極炎の候 

7月 23日から 2020東京オリンピックが開催しました。感染予防に力を尽くして無事に開

催。無観客ではありますがテレビでの視聴率は高く、競技のすばらしさを見て、私達は感

動しています。こんなに早く泳げるのか。体操や柔道でこんに素晴らしい技が出来るの

か。まるで神業のような技をテレビで観戦しています。 元中日ドラゴンズ監督をされ

た・落合博満氏は「練習は嘘をつかない」の名言を残されています。練習をした人が力を

付け、技を磨いて強くなるのです。東京オリンピックに出場できる方は、競技選手の中か

ら選びに選ばれた方々です。日々の努力と周囲の支えを得て、今日現在の結果が結び付い

たのでしょう。まだまだ、オリンピックは続いています。皆さんで応援をいたしましょ

う。 

                                   頓首敬白 

 

7 月の報告 
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 

26日    教区花園地方大会依頼・打ち合わせ   於、徳源寺 

27日    集団得度式      於、本山 

27日～28日 学徒研修会      於、本山 

 

8 月の予定   
 8日～17日 宗務本所、宗務所、宗務支所盆休み 

19日    教学審議会      於、本山 

24日    人権擁護推進委員会     於、本山 

25日    宗制審議会      於、本山 

26日    宗務本所機構刷新会議     於、本山 

27日～30日 本山本派安居会      於、本山 

28日～29日 花園会夏季講座      於、本山・花園大学 

31日    無相教会推進委員会     於、本山 

31日～9月 1日 特別布教研究会（中止） 

 

＜報告＞ 
◎2021 年「愛知同宗連」研修会の報告     人権擁護推進員 中嶋彰典 

 コロナ禍中の感染防止の為、人数制限も設けて 7月 16日(金)午後 2時より天理教愛知教

務支庁に於いて、参加者 34名で研修会が取り行われました。 

 講師には味岡一博(元・三重県人権センター職員)氏を招き、講演内容『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」とは～』を拝聴させて頂きまし
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た。 

 平安時代終わりから鎌倉時代初め頃、「ケガレ」「キヨメ」という言葉は 100年間掛けて

全国に伝わった。「ケガレ」の語源は、平凡な日常を「気」と表し、突然起こる不幸な出来

事を「気が枯れる」から「気枯れ」となり「ケガレ」に変換された。目に見えない悪霊・

怨霊がもたらすと解釈されていた。また目に見えない悪霊の仕業であり、「ケガレ」に近づ

くと、また触れると、悪霊が移って不幸になると信じられた。その為に「ケガレ」が起こ

ったら、その原因となる悪霊を取り除く、追い払う(お祓い)事が必要となり「キヨメ」と

いう言葉が生まれた。 

 「非人(河原者)」というものに、人や動物の死骸の処理、獣の肉や皮の仕事、猿楽によ

る悪霊払いの儀式を始め 30種類の仕事を与えた。そこで世話になった方々は「非人」達に

感謝を持っていたが、世代が 2・3つも変わっていくと当然の如くとなる。「非人」が自分

達に近付くと『寄らないでくれ‼』と罵声が飛び交った所から差別が始まったと言われてい

る。教団議長からの挨拶にもありましたが、起縁を知る事の大切さ、元を知る事が大事で

ある、と。 

 

＜お願い お知らせ＞ 
◎宗務本所、宗務所、宗務支所、盆休みについて 
宗務本所・宗務所・宗務支所の盆休みは、8 月 8 日～17 日です。進達書類提出の方は早め

に提出して下さい。以後は 8月 18日からの事務処理になります。 

 

◎令和 3 年度 教区寺院セミナー現地研修会のご案内     教化本部 
 テーマ「開山禅師の足跡を訪ねて」   (各本山参拝・開山堂諷経 最終回) 

 日 時 ： 令和 3年 9月 13日（月） 日帰り 

場 所 :   京都・東福寺、滋賀県・永源寺 

参加費 :   5,000円 (香資を含む) 

皆様のご参加をお願いいたします。 

※  別紙にてご案内状を発信いたしました。 

 

◎令和 3 年度 第 2 回教区寺院セミナーのご案内        教化本部 

テーマ「墓地の今後を考える」 

日 時 ： 令和 3年 10 月 29日（金） 

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 :  滋賀北陸教区宗務所長・金沢寶勝寺兼務住職 髙橋友峰師 

★リモート研修の準備も進めています。多くの寺庭様、寺族の皆様にもご参加下さい。 

 リモートの詳細は後日に「宗務所便り」にてお知らせいたします。 

 

◎令和 3 年度 愛知西教区連合会・詠鑑定期巡回講習会のお知らせ 

 例年、講習会、教区奉詠大会を開催しておりますが、昨年は中止とし、本年は講習会の

みの開催としました。 午後からの研修会ですが詠鑑先生のご指導を頂ける機会ですの

で、多くの皆様にご参加いただけますようにご案内下さい。 

 日時  :  10月 1日(金)  1３:00 から 

  場所  :  江南市民文化会館 
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 講師    :  無相教会詠鑑・内藤陸雄師 

★ コロナ禍にて、教区奉詠大会は中止をします。講習会のみを行います。 

御詠歌に興味の有られる方に講習会参加の声を掛けて下さい。 

 

◎第 66 回 花園会愛知西教区大会 日程変更のお知らせ 
 来る 11 月 9日（火）に変更をいたします。 

会場は名古屋・徳源寺にて。「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（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） 

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。 

 

◎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 
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    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 9日(火) 第 66回花園会愛知西教区大会  於、名古屋・徳源寺 

令和 4年 

 2月 2日(水) 第 3回教区寺院セミナー  於、未定  


