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宗 務 所 便 り                               2021年 11 月 1日発信  No．113 

愛知西教区宗務所長 山田英隆 九拝 
謹啓上 黄花将蘭の候 

10月 1日よりコロナ感染症の緊急事態宣言も解除され、少しずつではありますが通常

の生活に戻りつつあります。しかし乍ら、1年半以上の自粛生活は私達の生活に大きな

変化をもたらしました。家庭での生活を見直す機会、家族の関わり、リモートの普及に

よる通勤、通学について、社会意識の変化による人流の変化。新しい流れを受け止めて

次に進む方向性を模索する時と考えます。足元を見据えてから前に進みましょう。                                      

頓首敬白 

10 月の報告 
1日   連合会定期詠鑑巡回講習会（中止）   於、江南市民文化会館 

 5日   達磨忌 

 5日～11日 本派安居会（龍門寺） （中止）   於、龍門寺 

 6日～7日  宗務所長会       於、本山 

14日   微笑会総会        於、本山 

14日   名古屋禅センター座禅会     於、名古屋禅センター 

16日   第 2回就学基礎学習会      於、本山 

19日～21日 無相教会全国奉詠大会（中止）    於、高知市 

22日   平林寺開堂        於、本山 

25日   教区花園会運営委員会 （中止）    於、名古屋都市センター 

25日   第 35回「狭山」学習会             於、オンライン開催 

26日～27日 教区寺庭婦人会長会         於、本山 

28日   人権現地学習会 （オンライン参加）   於、本山 

28日～29日 布教師特別講座      於、本山 

29日   第 2回教区寺院セミナー     於、名古屋都市センター 

 

11月の予定   
1日   平和・復興のいのり（中止）     於、本山 

 3日～5日 無相教会寺庭婦人講習会     於、本山 

 5日～7日 本派安居会       於、瑞泉寺 

 9日   花園会愛知西教区大会 、花園会運営委員会  於、徳源寺 

11日  花園会寺院役員研修会      於、本山 

11日  花園法皇忌        於、本山 

11日   妙興寺開山忌       於、妙興寺 

11日   名古屋禅センター座禅会     於、名古屋禅センター 

13日～14日無相教会第 3回称号取得者講習会    於、本山 

14日   無相教会階級試験      於、本山 

14日   無相教会称号試験      於、本山 

15日   徳源寺開山忌       於、徳源寺 

16日   「愛知同宗連」現地学習会            於、あま市人権センター 

17日   宣旨草案作成委員会      於、本山 

21日   第 7部 東禅寺晋山式・落慶式    於、東禅寺 

25日～26日 無相教会称号取得者講習会    於、西ブロック 



2 

26日   無相教会本部称号試験      於、地方 

26日   青年僧の会研修会                於、オンライン 

 

＜お願い お知らせ＞ 
 

◎第 66回 花園会愛知西教区大会のお知らせ 
 来る 11月 9日（火）に開催します。 

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。 

 

◎災害被害が起きましたらお知らせ下さい        花園会本部 

 8 月からの大雨は全国に甚大な被害を起こしております。各寺院、並びに花園会員様に

はお見舞い申し上げます。被害を受けられました方は罹災届（花園会-書式第 4 号）な記載

して、各市町村・消防署発行の罹災証明書と報道の記事等を添えて花園会本部に提出して

下さい。些少ですが見舞金をお出しします。 

   

◎あいち人権啓発プラザ 企画展のお知らせ 

企画展 第 7 回「外国人県民との共生を考える～多文化共生社会をめざして～ 

        子どもを虐待から守るために」 

    パネル展示 

 期間  2021年 11月 2日（火）～ 30日（火） 

     午前 9時～午後 5時 15分 

会場  あいち人権啓発プラザ(愛知県東大手庁舎 3階) 

  内容  多文化共生に関する啓発パネルの展示 

多文化共生日本語スピーチコンテスト（2021度開催）の上映 

児童虐待防止推進月間ポスターの展示 

    入場 無料 

 

    講演会 

 期間  2021年 11月 26日（金） 14時 ～ 16時 

会場  愛知県東大手庁舎 地下 1階大会議室  

  内容  講演 「外国籍住民との共生はいかにあるべきか」 

      講師  村井 忠政氏 (名古屋市立大学名誉教授) 

    参加無料 事前申し込み制 (定員 50名) 

 

◎2021年「人権週間」記念集会のご案内 

 日時  2021年 12月 3日(金)  午後 1時 30分～午後 4時 10分 

会場  名古屋市公会堂 大ホール 
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  テーマ 「ヤングケアラー(家族のケアを担う子ども・若者)⁻現状と必要な支援⁻」 

   

講師  江上昇氏（尼崎市子ども青少年局こども青少年課(学びと育ち研究所担当) 

    濱島淑恵氏（大阪歯科大学医療保険学部教授） 

入場  無料 

 

◎第 36回部落解放基礎講座のご案内 

 日時  2021年 12月 15日(水)  午前 10時～午後 4時 

会場  オンライン開催(Zoomウェビナー) 

  講義内容 講義 1「宗教と部落差別問題」 

宇野哲哉師（浄土真宗本願寺派社会部長） 

       講義 2「被差別部落の歴史に学ぶ」 

          寺木信明氏（桃山学院大学名誉教授） 

       講義 3「部落差別の現状と課題」 

          上川多美氏（BURAKU HERITAGA） 

入場  500円 

 

＜報告＞ 
◎教区寺庭婦人会会長会の報告      愛知西教区寺庭婦人会 会長 龍泉寺 

                                              山中千恵子 

 メインテーマ 

 「各寺院における寺庭婦人の役割」 

 サブテーマ 

 「コロナ禍でのお寺の活動を通して思う事」 

 ・質疑応答 

令和 3年 10月 26日 27日の２日間、妙心寺宗務本所にて 教区寺庭婦人会会長会 が開催

されました。オンライン会議(zoom)での参加は 27教区中 7教区あり私もスマートフォンで

の参加を選択しました。小さな画面では顔の確認も難しく 画面で手を挙げても気づいて

頂けず、チャットに記入する方法で意思を伝える事が出来た時は嬉しく思いました。5人

以上の会議には、オンライン参加者に議事毎に確認する時間と予め OKのサインを決めてお

く事が必要だと分かりました。 

 本山に出向いて対面による全国の会長寺庭さまと交流が出来ず残念でしたが、私にとっ

てハードルが高い〈外泊をしない選択肢〉を用意して頂けたことに感謝いたします。 

今後、本山寺庭婦人研修会(教区仏教講座)などに少しずつオンライン対応がなされてい

きます。子育てや介護をしながらお寺の護持をされている寺庭さまが、本山から投げられ

たボール(情報)を自分に出来る方法を試行錯誤しながら積極的に受け取りにいく事が大切

だと私は思います。時代に合わせた教材で本山寺庭婦人研修会など内容に変化が生じま

す。学びという自己投資は財産なので更新を目的に本山参拝も出来る各種研修会に近隣寺

庭さまと出かけませんか? 
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 前日に PDFで送られた À4 ・45枚の意見書をスマホで確認しました。27教区の中には

回答がしやすいように項目を作り 棒グラフにして結果をまとめ提出された会長寺庭さま

もあり、2週間で 出来る事の違いを感じました。 

 全国の寺庭さまの意見は身近さが感じられ共有したり参考に出来る事が寺庭さまそれぞ

れで異なるため可能なら PDFを活かして、取りまとめ前の文章で会員寺庭皆さまにも見て

いただきたいと思いました。 

 第 25回 令和 3年度 教区寺庭婦人会会長会意見書の取りまとめは、本山より 27教区

の会長寺庭に例年通り届く予定です。愛知西教区各部委員寺庭さまより会員寺庭皆さまに

お届けするのでお待ちください。 

 愛知西教区の意見は各部委員寺庭さまに連絡し、返信された意見で本山に提出しまし

た。愛知西教区の意見を掲載し今回の報告といたします。 
           

◎第 2回 教区寺院セミナー報告        教区会計 長谷川實弘 
10月 29日、名古屋都市センターに於きまして、『第 2回教区寺院セミナー』を開催致し

ました。今回もハイブリットで開催させて頂き、会場 21名、オンライン 12名の方が受講

されました。 

 講座 1では、「墓地の今後を考える」と題して、滋賀北陸教区宗務所長・大安寺住職・寶

勝寺兼務住職・高橋友峰師より講義を拝聴致しました。福井藩松平氏の菩提所である大安

寺、金沢市寺町にある寶勝寺両寺院の再生、立地条件を活用しての樹木葬やカフェの取り

組みなどをご紹介され、皆に喜んでもらえるような、使い易いお寺やお墓のシステムが大

切とお話されました。 

 講義 2では、「樹木葬 ふれあいパーク霊園のしくみ」と題して、株式会社ココプランニ

ング社長・中本大資氏より講義を拝聴致しました。なぜ樹木葬が求められるのか。寶勝寺

などの樹木葬の取り組みをご紹介され、販売実績から見る顧客ニーズの背景やお寺のメリ

ットなどをお話されました。 

 講義 3では、「愛知県内での墓地の現状について」と題して、株式会社エムエムシー社

長・大竹将人氏より講義を拝聴致しました。納骨堂、樹木葬、散骨などの様々な墓地形態

の現状をお話され、開発事業である庭園墓『花樂苑』をご紹介されました。 

 昨今の少子高齢化や老老介護の問題などにより後継者も減少し、お寺や墓地に対する理

念も大きく変わってきました。消費者の様々なニーズの中で、我々僧侶が何を提供できる

か、深く考えさせられる研修会でした。 

講義 1の最後に高橋師が、禅の端的とは読経・作務・法話・坐禅を一生懸命努めると必

ず起きてくる奇跡がある。寺院の護持、発展のために努力を続けて欲しい。と説かれ、襟

を正す思いで研修会を受講させて頂きました。 

 

◎第 35 回「狭山」学習会の報告        人権擁護推進員 中嶋彰典 
 10月 25日月曜日午前 10時より午後 3時迄、オンライン形式にて開催されました。約 90

名参加がありました。 

 講義 1、テーマ「冤罪狭山事件の事実と再審闘争の現状」を安田聡氏(部落解放同盟中央

本部 事務局員)よりお話を頂きました。石川一雄氏は警察の取調から圧を受け、罪を犯し

ていないのに自白する運びとなりました。特に、脅迫状の筆跡が一致していないという部

分を紹介頂きました。石川氏は漢字を知らなく、字を書く事も出来なかったのに、犯人と

決め付けた警察の傲慢さを感じました。 

 講義 2、テーマ「狭山第 3次再審闘争の現状と課題」を小野寺一規氏(部落解放同盟埼玉
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県連合会書記長)よりお話を頂きました。この講義では脅迫状に使用した万年筆と発見され

た物とは別物だった。それは万年筆の色が違う事から講義 1にも重なる所でした。また当

時の取調録音テープにも自白強要が明白な内容だったと紹介頂きました。 

 講義 3、石川一雄夫妻のビデオメッセージには、悲痛の思いが私の心に痛々しく響きま

した。当たり前が当たり前でなく、基本的人権の尊重を再度考えさせられました。 

 講義 4、テーマ「狭山と私」を磯田浩隆師(熊本県第 6番泰巖寺住職・人権啓発相談員)

より、ご自身の活動報告や内容をお話頂きました。 

 半世紀以上の時間が過ぎている中で、石川氏の人生を想像すると、悲しくもあり、また

強い憤りを感じました。事件名だけは知っていましたが、具体的な内容は僅かながら知っ

ていた状況でした。改めて、今回の学習会にて人権について再考させられました。 

 

 

 

＜＜令和 3 年度予定＞＞ 
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 

12月 3日(金) 2021年度人権週間記念週間     於、名古屋市公会堂大ホール 

                          (オンライン参加兼用) 

12月 15日(水)第 36回部落解放基礎講座      於 オンライン開催 

 

令和 4年 

 2月 2日(水) 第 3回教区寺院セミナー   於、名古屋都市センター  

 2月 9日(水) 第 33回「愛知同宗連」講演会   於、東別院ホール 


