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研 修 会 等 ご 案 内
■住職研修会
◆期
◆会
◆講

開催案内後日

日
場
師

２０１１年３月９日（水）
三条教区同朋会館
菅原 伸朗 氏
（東京医療保健大学教授、元朝日
新聞宗教・学芸記者）
◆その他 詳細につきましては、後日ご案内いたし
ます。
◆主 催 三条教区宗祖親鸞聖人七百五十回
御遠忌委員会同朋会運動推進部会

■若手寺族研修会
◆期
◆会

日
場

◆講
◆内

師
容

◆主

催

本山御遠忌法要団参について
①

②

聞思して

開催案内後日

２０１１月４月１３日(水)～１４日(木)
１３日：第２１組浄泉寺 １４日：第１３組
善行寺
武田 定光 氏（東京教区因速寺住職）
『宗祖親鸞聖人５章・６章』をテキ
ストとした講義及び座談。
三条教区宗祖親鸞聖人七百五十回
御遠忌委員会同朋会運動推進部会

宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌

①

２０１１年１月頃には、確定一覧が教務所に、
「確定書」「手引き」「しおり」「運行計画表」が
引率責任者に、本山から送付予定です。
明年３月上旬に指定席券が本山から引率責
任者へ送付されます。

2011 年
第一期法要
第二期法要
第三期法要
御正当報恩講

3 月 19 日～3 月 28 日
4 月 19 日～4 月 28 日
5 月 19 日～5 月 28 日
11 月 21 日～11 月 28 日

教務所別院主催御遠忌団参について
明年３月に出発する教務所別院主催の御遠忌団
参について、募集期間を延長してさらに募集する
ことになりました。
第１班 ： ２０１１年 ３月 ２０日(日)～ ３月 ２２日(火)
■所要経費 ： お一人 ５７,０００円（宴会費込）
■募集人数 ： ４０名 （満員になり次第、締切らせ
て戴きます。）
■バス乗降箇所 ：（新潟駅南口・三条教務所・長
岡 I.C・柏崎 IC）
第２班 ： ２０１１年 ３月 ２１日(月)～ ３月 ２３日(水)
■所要経費 ： お一人 ５５,０００円（宴会費込）
■募集人数 ： ４０名 （満員になり次第、締切らせ
て戴きます。）
■バス乗降箇所 ：（新潟駅南口・三条教務所・長
岡 I.C・柏崎 IC）
※お申し込みは、教務所まで。

本山御遠忌関連各種行事について
『真宗』誌９月号以後の号、『御遠忌ガイドブック』
のＰ１２２にて法要出仕や各種イベント案内が掲載さ
れております。

御遠忌讃仰事業の予定
本山の御遠忌讃仰期間中の２０１１年３月３１
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三条教区教化研修テーマ ／ 「共にといえる、人生を生きよう」

②
日に、教区の日として本山で田んぼアート採納式
や展示企画等を開催いたします。
『教区報』第２０
９号にも関連記事を載せております。１月末には
開催案内チラシを全寺院・教会にご送付申し上げ
る予定です。

教区御遠忌お待ち受け法要兼別院報恩講
１２月１６日、打ち上げを兼ねて実行委員会の
反省会を持ちました。報告は１月末にお届けの予
定です。

教化委員会からのお知らせ
三条教区教化研修テーマについて
教化委員会企画委員会において、これまでの教区
教化研修テーマ「共にといえる 人生を生きよう」につ
いて、教化委員会任期満了までの間、継続する運び
となりました。
教区教化委員会を中心に、このテーマについて考
察を重ねて、次の教化委員会へ引き継ぐべく、【「共
にといえる、人生を生きよう」に憶う】と題して、順番に
執筆、毎月『教区通信』に掲載いたします。
第２７回目は、研修部会委員の金巻拾子氏です。
***********************************

※次回は研修部会委員の澤田祥子氏（第１７組淨
恩寺）よりご執筆いただきます。

「同朋の会提灯・上山旗」贈呈式の様子
阿賀野市金淵で開かれている金淵講同朋の会（２３
組西蓮寺所属：代表 小林 護さん）
では毎月第 3 日曜日の午前中、金淵の公会堂を会場
とし、地域の皆さんが中心となり講が長年開催されて
来ました。
毎月の集まりには、近隣のご住職にご法話をいた
だいたり、皆さんで正信偈や阿弥陀経の練習をし、そ
の後座談会など行っておられます。
このたび、同朋の会に登録するとともに、「同朋の
会提灯・上山旗」の申請をされ、それらを 11 月 21 日
にお届けしました。
当日は、金淵全集落 50 数戸中 30 名あまりの方々
が出席され、勤行を行い、金淵講に伝わる達如上人
からの御消息の拝読、法話後は和やかに懇談がはか
られました。
講の歴史に思いを馳せるとともに、同朋の会への登
録を契機にさらなる歩みの確認がされたことです。

「共にといえる、人生を生きよう」に憶う
第２３組無為信寺門徒 金巻拾子
もう数年前のある推進員の研修会の班別座談会の
場でのこと。座談会での問題提起が、各組での活動
内容についてどの様なものか、というような事だったよ
うに記憶しております。
各組の活動内容は似たり寄ったりで、活動している
組、特に何もしていない組と色々さまざまで、私供のと
ころは、丸一日を用いた前期では総会兼研修会、後
期は半日の研修会のみ。
私は何処へでも聞法の場へ出向いていけるが、そ
の地域から出ることのできない人達に、どうしたら良い
か、と言ったら、男性の人から他の人達はどうでもいい
と手刀で切られ、彼方が救われることだと指差され、
二度も繰り返して、え、私、救われてないの・・・と頭の
中で思ったが、口には出なかった。私を指差した残り
三本の指は自分を指しているのが分っているの？そ
れ以来長い間、救われるとは一体どういう事なんだろ
う、と本気で悩んだ時期もあったりしました。その後、
教区での「共にといえる人生講座」のスタッフの一員と
して学習会などを通し、「共に」とは口や言葉で言うほ
ど簡単で容易いものではないことを確かめました。だ
からこそ、教区教化研修テーマにも選ばれたことでし
ょうから、生涯かけて「共にといえる」ような歩みをして
いきたいと思う。

◎同朋の会結成届けについて
寺院・教会や地域などで同朋の会が結成されま
したら、結成届を教務所にご提出ください。届出
の提出されました同朋の会には、「同朋の会提灯」
や
「同朋の会奉仕上山旗」が無償で贈呈されます。
（贈与は１回。提灯や上山旗には申請されました
会の名称が入ります）また、「同朋会員結婚記念念
珠」が無償で贈られます。詳しくは教務所（森・
北島まで）

教務所からのお知らせ
◎ラジオ放送「東本願寺の時間」について
宗門が 1951 年 11 月よりラジオ伝道として取り組んで
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きている「東本願寺の時間」について、吉運堂様のご
提供により、新潟県でもお聞きになれます。
また、現在は、宗祖の御遠忌テーマ「今、いのちが
あなたを生きている」を番組テーマとして様々な方より
法話をいたしておりますが、現在、宗派のホームペー
ジである「しんらんしょうにんホームページ」
（ http://higashihonganji.jp/index.html ） に て 、 こ れ ま
で放送された番組をお聴きいただくことができます。
是非、ご聴取ください。

③

下記のとおり教務所事務を休止とさせていただきま
す。期間中まことに御迷惑をおかけいたしますが、何
卒よろしくお願いします。
①期間２０１０年１２月２９日～２０１１年１月６日
②緊急連絡先
・三条別院
０２５６－３３－０００７
・藤坂所長
０７６６－７６－２９１１（光臨寺）
・加田岡主計 ０７４９－８５－４５２７（圓長寺）
・竹内主事
０２５５９－２－２３２６（光円寺）

◎教区他 主な行事予定一覧（12 月 23 日現在）

ラジオ放送「東本願寺の時間」
〇テ ー マ 「今、いのちがあなたを生きてい
る」
○講 師 （事情により変わる事があります）
★11/21～1/8 酒井義一 氏（東京教区）
※1/1～1/7 は宗務総長のお話の予定です。
★1/9～2/19 佐藤義成 氏（長浜教区）
○放送局 新 潟 放 送 （BSN）
＊新 潟 県 全 県 をカバー
・小 出 エリア 1026ＫＨｚ
・中 越 エリア 1062ＫＨｚ
・下 越 エリア 1116ＫＨｚ
・塩 沢 エリア 1485ＫＨｚ
・上 越 エリア 1530ＫＨｚ
○時 間 毎 週 金 曜 日 5：00～5：10
○提 供 吉 運 堂 様

◎いのち・愛・人権新潟展におでかけください
部落差別をはじめ、一切の差別を撤廃し、平和と
民主主義、人権の確立という願いを、すべの新潟県
民のなかに確かなものとしていくことをめざし、「いの
ち・愛・人権展」を 1989 年に新発田市で開催して、今
年で２２回目を迎えます。
今年は「いのち・愛・人権」新潟展として次の内容で
開催されます。
是非、ご参加ください。
◆期 間 ２０１１年１月２６日（水）～２月１日（火）
◆会 場 りゅーとぴあ（新潟市民芸術文化会館）
◆記念講演会
・日 時 １月２６日（水）15:00～16:50
・場 所 りゅーとぴあ
・講 師 荒木康雄 氏
（全国人権教育研究協議会事務局長）
・講 題 部落問題と人権教育の課題
・参加費 無料
・問合せ 新潟市 市民総務課市民相談係
（☎025-226-1025）

◎教務所事務休止について

日程は変更となる場合があります。諸行事の重複
等を避けるうえで参考になるよう、なるべく把握
している行事は掲載しております。

日
1/1
1/7
1/11

1/12
1/13

時
00:00
15:00
13:30
14:00
15:00
14:00
14:00

1/14

14:00

1/17
1/18
1/20
1/21

14:00
14:00

1/24

14:00
14:00

1/26
1/27

行事内容
２０１１年
１月
三条別院修正会
子ども会巡回
保育研究部会
別院教化審議会
坊守役員会
子ども奉仕団
臨時教区会
お待ち受法要兼報恩講教化部会
教区門徒会常任委員会
センター
帰敬式受式者の集い
法宝物調査
差別と真宗スタッフ会議
教区御遠忌委員会教化伝道部会
センター
～22 日保育 園長・設置者研修会
フォーラム会議
夏の集い・仏青通信会議
23 組別院巡回
いのち・愛・人権展はじまり
センター

２月以降の予定
2/4
16:00
2/9～10
2/16
2/19
14:00
2/26
3/1
3/3
3/5
3/9
3/11
3/12

教学研修輪読会
靖国交流学習会兼歴史講座
同朋の会教導総会
学院同窓会
～27 日真宗学院一泊研修
保育講習会
～2 日教学研究会（三木彰圓氏）
１０組差別と真宗学習会
～6 日 15 組推進員養成講座（別院）
住職研修会
～12 御遠忌オープニングの所長会
本山御遠忌オープニングイベント
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④
3/19
3/29
3/31

4/1
4/4
4/8
4/13
4/19
4/29
5/19
6/4
6/13
6/30
9/30
11/5
11/21
3/31
4/30

～3/28 本山御遠忌第一期法要
～4/18 本山御遠忌御遠忌讃仰
御遠忌讃仰三条教区の日（於本山）
御依頼適正審議会委員・「差別と真
宗」協議会員任期満了
～3 日本山春の法要
声明基本講習会
午後 15 組別院清掃奉仕
～14 日若手寺族研修会
～4/28 本山御遠忌第二期法要
～5/18 本山御遠忌御遠忌讃仰
～5/28 本山御遠忌第三期法要
保育大会・新任研修会
20 組公開講座
15・16 組育成員研修
教区教化委員・教区坊守会役員・教
区御遠忌委員(所長選定)任期満了
査察委員任期満了
～8 日三条別院報恩講
～28 日本山御正当報恩講
２０１２年 同朋会運動５０周年
教区門徒会員・教区監事(常任委員
会選出)任期満了
参議会議員任期満了

駐在教導のつぶやき
～北島之篇～
新年が訪れた。
御遠忌 YEAR である。
しかし、いろんな段取りに振り回され、立ち止まって
ゆっくり考える暇もないまま、今を迎えているような気
がする。
空しくもあり、弱気になってしまう。弱気？といっても
ビビッているわけでなく、こんな方向でいいのか？と不
安になる・・・。
ん？？やっぱりビビッてんのか？
いずれにせよ、スッキリしない。考えれば考えるほど、
頭が固い自分しか見えてこない。というかそんな自分
が見えているのか？とも思う。またその問いすら狭い
範囲での自分の中での問い。何をしたいのか？と聞
かれ、「・・・」考え込んでしまう。「宗祖に遇う」という次
元ではない。傷ましい。
「人と会うという事は、自分の足りないところを見つ
けることだよ。」と教えてくれた人がいる。
その足りないところを満たす事は出来ないだろう。
でもそのことに素直に気付く事。いまさらながら、そん
な事を感じさせられる。
「たくさんの人に遇っていかねば・・・」今月はこんな
心の『つぶやき』である。かしこ。

所員のささやき

～五辻之篇～

ある人いわく、「救いはＭ心にある。」
こんな発言をしたときには、多方面から叩かれる恐
れがあったりなかったり。でも、僕は表現方法のひとつ
として、かなり面白い表現だと思います。
性的なＳとかＭとか、攻めるのが好きとか攻められる
のが好きとか、そういう次元の話じゃなくて。もっと奥の
話。
Ｍ心っていうことは、すべてを引き受ける覚悟があ
るかどうかっていうこと。身を任せることができるかって
いうこと。僕はそう受け止めました。
ある日、「救いはＭ心にある。」的なことを別院のＳ
氏に話していたら、さすがはＳ氏。すかさず「浄土をね
がう行人は 、病患をえて、ひとえにこれをたのしむ」
と聖典から引用してきた。たまらずその日は初めて
２人で飲みに行きました。初デートは「どんと」でした。
また飲みに行きましょう。
「浄土をねがう行人は 、病患をえて、ひとえにこれ
をたのしむ」とは、『御文』四帖目十三通の「法然聖
人の御詞にいわく」の後とこ。「病患をえて、ひとえ
にこれをたのしむ」って、病気を楽しむことができる
ってことですよね。驚きです。つまり、この流れで言
うと、浄土を願う行人は Ｍだ。そういうことになります。
病気を楽しむなんて世間一般常識で考えたら異常
ですよ。ドＭです。
この前、１４組のお待ち受け大会で、延塚先生が
「良いとこも悪いとこも全部あなたなんですよ」とおっし
ゃっておられたが、それがなかなか難しい。僕は、自
分の悪いとこは認めたくないし、都合の悪いものは排
除したい。ましてや病気なんて引き受けたくないし、喜
べない。喜べない自分を恥ずかしいとも思えない。…
ということは、この流れでいうと、僕はＳだ。そういうこと
になります。
苦しみが喜びに変わるとき。痛みが快感に変わると
き。絶望が希望に変わるとき。
あらゆる苦悩を引き受けて、全部いただいて、それ
を逆縁として、そこから歩みだそうとする心。なんという
か、「苦悩からあふれ出すいのち」が「光」を求めてる
感じ。これこそ「いのち輝け！」の世界っぽいと思った。
なんとなく。光寿無量。
生きてるうちに、めぐりあいたい。生きてるうちに。
「かかる世のなかの風情なれば、いかにも一日も片
時も、いそぎて信心決定して、今度の往生極楽を一
定して、そののち、人間のありさまにまかせて世をすご
すべきこと肝要なり」
今を味わって生きようと思った。今年もよろしくお願
いいたします。

