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宗 務 所 便 り                              2020 年 11 月 1 日発信  No．101 

愛知西教区宗務所長 山田英隆 九拝 
謹啓上 風林脱葉の候 

 例年より 10 日程遅れて金木犀が花をつけて秋の香りを放っております。酷暑、雨不足か

ら一転して台風の襲来、秋雨前線による長雨。また、急激な寒気の襲来。秋の好時節の期

間は短縮しております。夏と冬、四季の移り変わりの良き日本は続くのでしょうか。 本

派、教区の諸行事は中止を余儀なくされ沈黙の期間が続いております。本年度の行事は執

行されておりません。誠に残念であります。 

 世界を見ましても、新たに再度感染の兆しが見えております。 皆様には油断なき様

に、三密を避け、手洗い、うがい、消毒に注意をして感染予防に努めて頂きたいと思い

ます。 

                                   頓首敬白 

10 月の報告 
1日   本部特別寺班調査会     於、本山 

 5日   達磨忌 

 5日～11日 本派安居会      於、龍門寺 

 6日   教区役員会      於、白林寺 

 8日   人権現地研修会 (中止)     於、本山 

 8日   名古屋禅センター座禅会     於、白林寺 

13日   微笑会総会      於、本山 

15日   定期宗務所長会      於、本山 

17日～19日 第 2回就学基礎講座     於、本山 

20日   第 70回記念全国奉詠京都大会 (中止) 

21日   第 13部 台番 1747 観音寺先寺庭 梅田辰子様逝去 81歳 

22日   第 7部 瑞林寺住職 小島良雄師 津送   於、瑞林寺 

22日   第 6部 台番 1612 禅源寺先住職 野崎瑞芳師遷化 95歳  

24日   第13部  観音寺先寺庭 梅田辰子様 葬儀  於、観音寺 

27日   第6部  禅源寺先住職 野崎瑞芳師 津送   於、平安会館・春日井東 

30日   全国寺庭婦人会会長会     於、本山 

 

11 月の予定   
2日   愛知西教区連合会会計監査     於、名古屋市内 

9日   臨時宗務支所長会      於、宗務所 

10日   教区寺庭婦人会役員会     於、名古屋都市センター 

11日   妙興寺開山忌      於、妙興寺 

11日   法皇忌、花園会寺院役員研修会    於、本山 

12日   名古屋禅センター座禅会     於、白林寺 

15日   徳源寺開山忌      於、徳源寺 

18日   無相教会称号取得者研修会(中止)    於、本山 

19日   無相教会階級試験 (延期 R3・2・10)   於、本山 

24日～25日 特別寺班調査会      於、本山 

25日～27日 無相教会寺庭婦人講習会(中止)    於、本山 

30日～1日  花園会女性部本山研修会(中止)    於、本山 
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＜報告＞ 
◎「愛知同宗連」現地学習会の報告   教区人権擁護推進員 真寶寺 中嶋彰典 

本年の現地学習会は新型コロナウイルスの影響により、各教団１名程の参加者との事で

した。その為、18 名の参加者にて 10 月 12 日月曜日午後 2 時より 2 時間程、津島市南文

化センターに於いて現地学習会が執り行われました。 

先ず木村智衆氏(部落解放同盟愛知県連合会副委員長)から、ご自身の地元津島市に対す

る思いを伺いました。その中で 2015・2016 年に差別投書が繰返し起こった結果、2018 年

4 月 1 日津島市人権が尊重されるまちづくり条例が施行された経緯のお話を伺いました。 

なぜ愛知県に「人権条例」が必要であるのか。例えば被差別部落に対する偏見、その人

を知りもせず最初から『あいつは部落民だから』という事では無く、直接会って話した上

で判断をする。自分の先入観で見ない。その様な偏見を無くす為に「人権条例」を作るの

だと熱くお話を頂きました。 

引続き文化センター内の展示説明を伺った後、12 年程前迄営まれていた雪駄工場を見学

させて頂きました。時代の流れと共に我々の衣服も変わり行き、雪駄の需要が少なくなり

ました。その結果、職人になる方の減少・後継者問題となり、津島市に於いて、現在雪駄

工場は全て廃業との事です。 

また場所を移動してお祭りに使用する山車を見学させて頂きました。寺院も伽藍など維

持するには資金が必要ですが、この山車を維持するにも数千万、数億円が必要となると説

明を受けました。山車の彫り、それを請け負ってくれる職人を探すだけでも大変だそうで

す。 

津島市のお祭りは賑やかであり、悪く言えば騒音とも取られる太鼓と鐘の音で、市内を

巡行するとの事でした。その音に対して、直ぐにでも警察が飛んでくる問題もあるそうで

す。 

昔ながらの伝統的なものがなくなってしまうのは大変寂しい事でもあり、残念な事だと

いう声が飛び交っていました。 

最後に木村氏が「1 番重要な事は被部落地域だけではなく、他地域の大衆の理解が必要

不可欠だ」と強い声で伝えて頂きました。 

 

 

＜お願い お知らせ＞ 

      教区内行事中止・変更のお知らせ 
 

◎花園会運営委員会 中止のお知らせ 
 11 月 16 日(月)午後、(於、名古屋・都市センター会議室)開催予定の教区花園会運営委

員会は、中止といたします。 

 

◎瑞泉寺月授戒会 中止のお知らせ 
瑞泉寺より月授戒会について連絡が入りましたのでお知らせします。 コロナ渦の終息

は望めず不安をいだいております。つきましては 10 月～12 月の間は中止といたします。 

関係各位にはご理解下さい。 
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◎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。 

 

本派研修会中止・変更のお知らせ 
◎令和 2 年度（2020）前堂職法階取得研修会、日程変更のお知らせ 
日時 ★ 2回目 

2020年 12 月 5日（土）～12月 6日（日） 

 申込期間 2020年 10 月 30日（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。 

 

◎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  2020年 11 月 2日（月）～ 27日（金） 

     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 

      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  2020年 11 月 19日（木） 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 「強制社会における在日外国人とのかかわり方」 

      講師  照屋レナン・エイジ氏 (弁護士) 

    参加無料 事前申し込み制 (定員 50名) 
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◎2020 年「人権週間」記念集会 

 日時  2020年 12 月 11日(金) 14時開場（14時 30分開会） 

 場所  名古屋市公会堂大ホール（鶴舞公園内） 

 参加費 無料（チケット 5枚の為先着順） 

 テーマ 「パンデミックを乗り越えるために～課題と対応と」 

 講師  三輪敦子  

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 

★ 参加されたい方は「宗務所」にご連絡お願いします。 

  

◎第 33 回「愛知同宗連」講演会 

 日時  2021年 2 月 5日(金)  

 場所  東別院ホール 

 まだ詳細は決まっておりませんので、分かり次第、宗務所便りにてご案内致します。 

 

 

＜＜令和 2 年度予定＞＞ 
11月 16日（月） 教区花園会運営委員会     (中止)     於、名古屋都市センター 

11月 25日（水） 第 65回花園会愛知西教区大会(中止) 於、名古屋・徳源寺 

 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 


