宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌テーマ ／ 「今、いのちがあなたを生きている」
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第２１組第 1 班団体参拝（真宗寺・念仏寺・超願寺
浄泉寺・正福寺）
第１１組養泉寺団体参拝
第１４組長樂寺団体参拝
三条別院団体参拝
第 20 組順瑞寺団体参拝
第 15 組廣圓寺門信徒本山参拝
三条高田教区有志参拝団

田んぼアート米・お酒採納式のご報告
三条教区御遠忌事業並びに中越・中越沖地震復興
支援事業として 2008 年度から３ヵ年にわたり開催してき
た「田んぼアート」。収穫されたお米については、度重な
る災害に対する復興の中にあっても、三条教区が僧俗
一丸となり御遠忌円成に向けて取り組みを進め、全国の
御門徒と共に御遠忌をお迎えしたいとの願いから、毎年
本山へ冥加米として進納してまいりました。

『教行信証』「化身土巻」真宗聖典 401 頁

本山御正当報恩講

2011 年 11 月 19・20 日の宗祖御遠忌讃仰音楽法要
には延べ４千人、21～28 日の御正当報恩講には６万７
千人、また、29 日の御本尊動座式には７千人、総計７万
８千人余りの方々が真宗本廟へお参りになりました。
三条教区からは 300 人以上の方々がお参りされ、加
勢に参った教務所職員も皆様を本山でお迎えし、宗祖
親鸞聖人御真影の御前にて、あらためて御同朋・御同
行として再会させていただくことができましたことは大変
喜ばしいことでした。
三条教区から団体参拝された方々を以下にご紹介い
たします。
第１５組光正寺団体参拝

昨年度は本山御遠忌法要にあたり、田んぼアート米５
俵を進納し、また、高の井・松乃井・吉乃川（五十音順）
の三社様よりお酒の進納をいただきました。
今回の採納式は、本来であれば２０１１年３月３１日の
御遠忌讃仰事業「三条教区の日」にて実施する予定で
したが、御遠忌第一期法要の中止に伴い、このたびの
御正当報恩講にて執り行われることとなりました。式では、
三条別院の御正当団参にて上山され、田んぼアートに
多大なご尽力をいただいた「グループ晴耕雨読」の方々
から宗務所にて杉浦義孝財務長に対しお納めし、感謝
状と記念品をお受けしてまいりました。
三条教務所 五辻広大

三条教区御遠忌スローガン ／ 「おめさん そろっと参ろうて！ ―私を新発見―」

三条教区教化研修テーマ ／ 「共にといえる、人生を生きよう」
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教区御遠忌検討委員会のご報告
先日、各寺院住職・教会主管者及び正副組門徒会
長の方々にお願いしました「三条教区宗祖親鸞聖人七
百五十回御遠忌に関するアンケート」について、ご協力
を頂き誠に有り難うございました。
皆様から頂いたご意見をもとに 12 月 21 日、第 2 回検
討委員会を開催いたし、協議を進めてまいります。
引き続き、皆さまのご理解とご協力を賜りたく宜しくお
願い申し上げます。

東北地方太平洋沖地震 三条教区救援金
皆様にご協力いただいております救援金は、11 月 30
日現在、11,431,292 円となりました。
ご報告いたしますとともに、お見舞いとご協力の御礼
を申し上げます。
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開催案内既送

2011 年 12 月 13 日（火）～14 日（水）
三条教区同朋会館
名畑 崇 氏（本年度安居本講者）
「『教行信証』成立の背景―顕浄土方便化身
土文類私考―」

第２回 KANGYO primary school
～１から学ぶ王舍城～
開催案内同封
◆日
◆会
◆講
◆内

時
場
師
容

法話は午前と午後の２回にわたり、流暢な語り口で、
熱心に、しかもわかり易く語って頂きました。
氏は子供の頃から目に不具合があったため、小学校
から中学校にいる間、随分と苦労されたとしみじみ語ら
れました。具体的には、嫌がらせやいじめを体験し、その
現実にじっと耐えながら「いま私をいじめている人達を、
勉強して偉くなって、きっと見返してやる」と心に決めて
いたと告白されます。そして、猛烈な勉強の甲斐あって、
人も羨む当時一流の進学校に合格したのですが、やは
り目のハンデは如何ともしがたく、これまでの「見返して
やる」という思いに浸るひまもなく、挫折されてしまうので
す。そんな時、浄土真宗の僧侶に出会われ、京都の専
修学院に入学されて、本格的に親鸞聖人に学ばれたと
語られました。この話をお聞きして、まさに親鸞聖人が法
然上人に出会われた時のような感動を覚えました。
後半は、全盲になられたこと、ボウズバーを開く経緯と
して２人の善知識との出会いがあったこと等、紆余曲折
を重ねながら２０年が経過したと語られました。そして、ご
自分が体験した事実の中で親鸞聖人と出会い、自然の
浄土を求めてこられたのだと語られました。
田口氏の人生の中でつかまれた真宗の味わいに、参
加者おのおのが感動した素晴らしい研修会でした。
第 10 組推進員 丸山敏英

2011 年 12 月 15 日（木） 14：00～１7：00
三条教区同朋会館
渡邊 学 氏（23 組 明正寺住職）
王舍城の悲劇

教化委員会からのお知らせ
第３７回推進員研修会報告

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
宗派が 1951 年 11 月よりラジオ伝道として放送してい
る「東本願寺の時間」について、吉運堂様のご提供によ
り、新潟県でもお聞きいただけます。
〇テ ー マ 「今、いのちがあなたを生きている」
○講 師 10/30～12/10 藤場芳子氏（金沢教区）
12/11～12/31 名畑格氏（北海道教区）
（変更になる場合があります）
○放送局 ＢＳＮ新 潟 放 送
＊新 潟 県 全 域 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 午 前 5：00～5：10
○提 供 吉 運 堂 様

◎教区行事予定表
12/1（木）14:00
12/2（金）

講師の田口弘氏は、現在は全盲の身であり、真宗大
谷派の僧侶でいらっしゃいます。そして、東京都新宿区
四谷で仏教酒場「東京ボウズバー」の会長を務める傍ら、
ホスト役を務める異色の僧侶として大活躍されている方
です。

12/3（土）
12/5（月）
12/6（火）15:00
12/7（水）14:30
12/8（木）14:00
12/9（金）14:00
12/10（土）
12/12（月）14:00

２０１１年
『仏青通信』会議
～4 日 19 組後期教習上山
女性研修会ｽﾀｯﾌ会議・学習会
真宗学院
～6 日 法灯の集い
別院報恩講実行委員会反省会
査察委員会
教化ｾﾝﾀｰ学習会
『すいしん』編集会議
真宗学院
三条教区教誨師の会

宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌テーマ ／ 「今、いのちがあなたを生きている」
15:00

別院責任役員会議
12/13（火）
～14 日 秋安居
KANGYO primary school
12/15（木）14:00
14:00 坊守会役員会
15:00 別院常議員会
12/16（金）13:30
16 組坊守会学習会
14:00 企画委員会
12/17（土）
真宗学院学年末試験
12/19（月）14:00
児連・仏青会議
12/21（水）14:00
教区御遠忌検討委員会
12/22（木）14:00
真宗学院指導会議
教化ｾﾝﾀｰ学習会
12/26（月）14:00
同朋会運動推進部会（御遠忌）
12/29（木）
～１月 5 日 教務所事務休暇
12/31（土）23:45
三条別院除夜の鐘
２０１２年
1/1（日） 00:00
三条別院修正会
1/6（金）
教務所事務始め
1/19（木）15:00
同朋の会教導連絡協議会総会
1/30(月)
園長設置者研修会
2/9（木）
組門徒会員選定期間終了
2/15（水）
KANGYO primary school
2/17（金）
15 組「差別と真宗」基礎講座
2/25（土）
～26 日 真宗学院一泊研修会
保育講習会
3/6（火）
～7 日 教学研究会
3/8（木）
～9 日 児童指導者研修会
3/9（金）
教区坊守研修会
組門徒会員任期満了
3/10（土）
～26 日 教区門徒会員選定期間
3/14（水）
KANGYO primary school
3/31（土）
教区門徒会員・教区監事(常任委員
会選出)任期満了
4/11（水）
～25 日 参議会議員選挙（教区門徒
会開催）
4/30（月）
参議会議員任期満了
5/15（火）
三条祭（別院周辺交通規制あり）
5/25（金）
新潟地区坊守研修会
6/1（金）
長岡地区坊守研修会
6/2(土)
保育大会
6/20（水）
～21 日 東北連区坊守研修会
＊行事日程（会場）重複防止の便宜上、教区・別院主
催以外の行事が一部含まれています。また、日程は変
更される場合があります。
と

「仏智疑惑」▼別院に勤めている時に初めて知ったこ
～史陀浩輝～
が
あ
る
。

所員のつぶやき

今月の「所員のささやき」の担当であったことを忘れてい
たことに気づき、何を書こうかと今年を振り返ってみると、
本当に色々なことがあった年だなと思いました。東日本
大震災に始まり、宗祖御遠忌、新潟福島豪雨などの大
きな出来事が目まぐるしく僕の目の前を過ぎ去り、何の
整理もつかないままに気付けば師走の候となってしまい
ました▼思えば子供の頃はもっと時間の流れは穏やか
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で、１日が途方もなく長く感じられたのに、今は気付けば
１日が終わっているなんてことも多いです。こんな風にし
て１日が終わり、１年が過ぎ去り、１０年、２０年と時が経っ
ていくのかと考えると何か寂寥感に打ちひしがれる思い
がします▼しかし、どんなに時が過ぎても２０１１年は僕達
にとって特別な１年であり、忘れ難く、また、多くの教訓と
課題を与えられた年であると思いました。

新潟親鸞学会からのお知らせ
新潟親鸞学会の今後の予定について
真宗教団連合との共催特別講座
1.日 時／2012 年（平成 24 年）２月 16 日（木）
13:30～16:30
2.場
所／（予定） クロスパルにいがた
新潟市中央区礎町通３ノ町 2086 番地
3.聴 講 者／真宗教団連合新潟県支部会員
および新潟親鸞学会会員
4.聴 講料／無 料 （定員１５０名）
5.講 師／奈倉哲三先生
6.講 題／「未定」
※後日に詳細ご案内予定。
第９回大会（板倉大会）
1.日 時／2012 年（平成 24 年）５月３１日（木）
10:00～16:00
2.会 場／（予定）ゑしんの里記念館
上越市板倉区米増２７番地４
℡ 0255-81-4541･FAX 0255-78-5020
3.記念講演講師／信楽峻麿（しがらきたかまろ）先生
1926 年広島県生まれ。龍谷大学元学
長。元仏教伝道協会理事長。現在、龍
谷大学名誉教授、
4. 記念講演講題／「未定」
※会員には後日に詳細ご案内予定。
新潟親鸞学会事務局 富沢慶栄
【親鸞学会入会の申し込み・お問い合わせ】
新潟親鸞学会事務局／超願寺内(〒951-8061 新潟市
中央区西堀通二番町 ☎025-222-2820
新潟親鸞学会デスク（ブログ）：
http://niigata-shinran.cocolog-nifty.com/blog/

三条仏青有志会ボランティア
義援金釜ご協力の御礼
先般、三条別院お取り越し報恩講の際、旧御堂に設
置させていただきました義援金釜に皆様からの暖かいご
支援 8,776 円を頂きました。
皆様のご協力にお礼申し上げますと共に、未だ困難
な状況下にある被災地の方々への「顔の見える支援」を
続けていきたいと考えております。今後も被災地と支援
活動に心を寄せて頂き、ご協力頂きますよう、よろしくお
願い致します。
三条仏青有志会 巨谷 学
【三条仏青有志会】
連絡係 藤井信彰（14 組長楽寺）shinsho@nct9.ne.jp
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