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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今 月 の 法 語
〔法語カレンダーより〕

こおりおおきに
みずおおし
さわりおおきに
徳おおし
『高僧和讃』 真宗聖典 493 頁

お見舞い
このたびの大寒波による豪雪のお見舞いを申し上
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、2012
年 2 月 1 日現在、12,149,384 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。
なお、お寄せいただいた救援金は、教区災害対策
委員会において、被災された方々の救援活動に役立
てていただくため、被災教区にお渡しすることとなって
おります。

研修会のご案内
第３回 KANGYO primary school
～１から学ぶ王舍城～
◆日 時 2012 年２月 15 日（水）14：00～１7：００
◆会 場 三条教区同朋会館
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◆講 師 渡邊 学氏（23 組 明正寺住職）
◆内 容 王舍城の悲劇
◆参加費 500 円
◆問合せ 三条教務所（担当：五辻）

「差別と真宗」基礎講座（15 組） 開催案内既送
◆日 時 2012 年２月 17 日（金）
◆会 場 三条教区同朋会館
◆講 師 中島義紘氏
（11 組願興寺衆徒・元県立高校教諭）
◆その他 教師陞補に必要な受講証発行
◆問合せ 三条教務所（担当：史陀・藤波）
教学研究会
開催案内後送
◆日 時 2012 年３月６日（火）～７日（水）
◆会 場 三条教区同朋会館
◆講 師 三木彰円氏（大谷大学准教授）
◆内 容 『教行信証』「信巻」
◆参加費 500 円
◆問合せ 三条教務所（担当：森）
教区推進員前期教習
開催案内既送
◆日 時 2012 年３月 10 日（土）～11 日（日）
◆会 場 三条教区同朋会館
◆講 師 巨谷 学氏（10 組善了寺住職）
◆参加費 5,000 円（宿泊費・食費含む）
◆問合せ 三条教務所（担当：森）
児連指導者研修会
開催案内既送
◆日 時 2012 年３月８日（木）～３月９日（金）
◆会 場 子どもの文化研究所（東京都）
◆講 師 子どもの文化研究所スタッフ
◆内 容 紙芝居に学ぶ
◆参加費 20,000 円（交通費・宿泊費含む）
◆問合せ 三条教務所（担当：五辻）
教区坊守研修会
開催案内既送
◆日 時 2012 年３月９日（金）
◆会 場 三条教区同朋会館
◆講 師 一樂 真氏（大谷大学教授）
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②
◆テーマ 「寺をひらく わたしをひらく
―ともに聞こう 語ろう―」
◆参加費 2,000 円（昼食代含む）
◆問合せ 三条教務所（担当：史陀）

第４回 KANGYO primary school
～１から学ぶ王舍城～
◆日 時 2012 年３月 14 日（水）14：00～１7：００
◆会 場 三条教区同朋会館
◆講 師 渡邊 学氏（23 組 明正寺住職）
◆内 容 王舍城の悲劇
◆参加費 500 円
◆問合せ 三条教務所（担当：五辻）
みのりの会
開催案内同封
◆日 時 2012 年３月１６日（金）～１７日（土）
◆会 場 メトロポリタン松島
◆講 師 細川 好圓氏（第１７組護念寺住職）
◆テーマ「現代に生きる‐寺をひらく・わたしをひらく‐」
◆参加費 17,000 円（宿泊代含む）
◆問合せ 三条教務所（担当：史陀）
全戦争犠牲者追弔法会
開催案内既送
◆日 時 2012 年３月 1８日（日）15：45
◆会 場 三条別院
◆問合せ 三条教務所（担当：五辻）
教区女性研修会
開催案内既送
◆日 時 2012 年３月 22 日（木）
◆会 場 三条教区同朋会館
◆講 師 四衢 亮氏（高山教区 不遠寺住職）
◆テーマ 「韋提希に学ぶ
―思いを超えた現実と観無量寿経の救い」
◆問合せ 三条教務所（担当：史陀）
「差別と真宗」基礎講座（1９組） 開催案内後送
◆日 時 2012 年４月２日（月）
◆会 場 アートホールあかり
◆講 師 荒瀨 原有之氏（15 組蓮照寺住職）
◆その他 教師陞補に必要な受講証発行
◆問合せ 三条教務所（担当：史陀・藤波）
声明基本講習会
開催案内後送
◆日 時 2012 年４月４日（水）9:30～16:10
◆会 場 三条教区同朋会館
◆講 師 声明講習会部門ｽﾀｯﾌ
◆内 容 ①得度班（初心者向け）
②研鑽班（報恩講のお勤め）
◆参加費 500 円
◆問合せ 三条教務所（担当：五辻）

三条教区教化研修テーマ ／ 「共にといえる、人生を生きよう」

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。
○講 師 １/29～３/11 望月慶子氏（山陽教区）
3/12～４/22 今泉温資氏（三条教区）
（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
2/2（木）14：00
2/7（火）14：00
2/9（木）13：00
2/15（水）14：00
2/17（金）13：00
2/20（月）14：00
2/24（金）14：00
2/25（土）
2/29（水）15：00
3/6（火）
3/8（木）
3/9（金）
3/10（土）
3/14（水）
3/18（日）
3/22（木）
3/25（日）
3/26（月）14:00
3/30（金）
3/31（土）
4/4（水）
4/5（木）
4/11（水）
4/24（火）14:00

２０１２年
真宗学院運営委員会
「差別と真宗」共学研修会部門会議
『坊守会たより』編集会議
組門徒会員選定期間終了
KANGYO primary school
15 組「差別と真宗」基礎講座
同朋会運動推進部会
企画委員会
～26 日 真宗学院一泊研修会
保育講習会
靖国問題研修会部門会議
～7 日 教学研究会
～9 日 児童指導者研修会
教区坊守研修会
組門徒会員任期満了
～11 日 教区推進員前期教習
～26 日 教区門徒会員選定期間
KANGYO primary school
全戦争犠牲者追弔法会
教区女性研修会
～29 日 福島の子どもたち宿泊
企画委員会
～３１日 別院子ども奉仕団
教区門徒会員・教区監事(常任委員
会選出)任期満了
声明基本講習会
～6 日 全推協ｽﾀｯﾌ研修会
～25 日 参議会議員選挙（教区門徒
会開催）
企画委員会
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4/30（月）
5/9（水）14:00
5/10（木）
5/15（火）
5/25（金）
6/1（金）
6/8（金）14:00
6/14（木）
6/20（水）

参議会議員任期満了
企画委員会
春季声明講習会
三条祭（別院周辺交通規制あり）
新潟地区坊守研修会
長岡地区坊守研修会
企画委員会
カルト問題学習会（住職研修会）
～21 日 東北連区坊守研修会
保育新任者研修会

＊ 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。
◎勤行練習帳
勤行の練習に是非ご活用ください。
価格 ２，０００円
内容 真宗宗歌
念仏和讃淘三
和讃 彌陀成佛のこのかたは 次第六首
回向 願以此功徳
恩徳讃

新潟親鸞学会からのお知らせ
特別講座のご案内
各御本山の親鸞聖人７５０回大遠忌法要は、東日
本大震災・大津波・原発事故の直撃を受けて、その
輝きを失うこととなりました。しかし、それによって今、
私ども真宗門徒は、被災地に思いを馳せつつ、廃仏
毀釈に始まった近代文明の行きづまりのなかで、いよ
いよ宗祖の御生涯と教えを指針として、一人ひとりが
確かな歩みを進めるべき大切な機縁を賜ったと言える
のではないでしょうか。
このたび奈倉哲三先生を招聘して、「僧侶は誰がた
めに、寺院は何がために《疑と信の結節点を求めて》
―弥彦神社本地仏 阿弥陀如来像 焼却阻止行動か
ら、今、何を学ぶべきか―」をご講演いただくことにな

③

りました。皆様のご聴講をお待ち申し上げます。
～前号『教区通信』第 55 号にてお知らした時間・会費等
から変更がありましたのでご留意くださいますようお願
いいたします～

【共催】
【日時】

真宗教団連合新潟県支部・新潟親鸞学会
2012 年（平成 24 年）２月 16 日（木）
14:30～17:00
【日程】 受付 14:00 開会式 14:30
講演 14:40 質疑応答 16:10
閉会式 16:50 散会 17:00
引き続き懇親会
【場所】 新潟グランドホテル
℡025-228-6111（代表）
〒951-8052
新潟市中央区下大川前通 3 ノ町 2230 番地
【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
【聴講料】 無 料 （定員 100 名）
【講題】 「僧侶は誰がために、寺院は何がために
＜疑と信の結節点を求めて＞
－弥彦神社本地仏 阿弥陀如来像
焼却阻止行動から、今、何を学ぶべきか－」
【講師】 奈倉哲三先生
＜講師プロフィール＞
１９４４年、東京生まれ 東京都立大学人文科学研
究科史学専攻[日本史]博士課程修了 文学博士 現
在、跡見学園女子大学文学部教授 同大学文学部
長兼大学院人文科学研究科長
著書に『真宗信仰の思想史的研究－越後蒲原門
徒の行動と足跡』『幕末民衆文化異聞－真宗門徒の
四季』ほか多くの著書・共著があります。（新潟親鸞学
会 会員）
※当日講演終了後、同グランドホテルにて懇親会
を開きます。（会費６，０００円）
参加希望の方は平成 24 年２月 10 日までに下記事
務局へハガキでお申し込みください。
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 〒951-8061 新潟市中央区西堀
通二番町 783 超願寺内 ☎025-222-2820
新潟親鸞学会デスク（ブログ）：
http://niigata-shinran.cocolog-nifty.com/blog/

今月、所員のつぶやきは
お休みさせていただきます。
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