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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★本通信は上記 URL からもご覧いただけます。
先月号にてお知らせいたしましたとおり、三条教区
災害対策委員会の決定により、上記金額のうち 200
万円を去る２月 14 日、東京教区へ寄付いたしました。
今後、仙台教区へ赴き、１千万円を寄付する予定で
あります。
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。

き

浄土に帰せしむるなり
『浄土和讃』 真宗聖典 489 頁

お見舞い
今冬の大寒波による豪雪のお見舞いを申し上げます。
教区では各組組長様にご協力いただき、被害状況
の把握に努めております。寺院・教会・門徒様の被害
がございましたら、各組組長様にご報告くださいます
ようお願いいたします。

東北地方太平洋沖地震三条教区救援金

研修会のご案内
「差別と真宗」共学研修会
開催案内既送
◆日 時 ２０１２年３月２日（金）
◆会 場 三条教区同朋会館
◆講 師 菱木 政晴氏(同朋大学大学院文学研究科
特任教授)
◆その他 本研修会は、教師陞補に必要な受講証が
発行される研修会です。
◆問合せ 三条教務所（担当：史陀・藤波）
教学研究会
開催案内既送
◆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）
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）

青田厚由東京教区会議長（写真左）へ土田隆三条教区門徒
会長（写真右）から救援金目録を手交（於真宗会館 練馬）

皆様にご協力いただいております救援金は、2012
年 2 月 29 日現在、総額 12,149,384 円となりました。

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）

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」

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）

教区推進員前期教習
開催案内既送
2012 年３月 10 日（土）～11 日（日）開催を予定して
おりましたが、参加申し込みがありませんでしたので、
今年度は中止いたします。また、６月 16 日（土）～18
日（月）開催予定の後期教習につきましても同様に中
止いたしますのでお知らせいたします。
◆問合せ 三条教務所（担当：森）
第４回 KANGYO primary school
～１から学ぶ王舍城～ 開催案内同封
◆日 時 2012 年３月 14 日（水）14：00～１7：30
◆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） 開催案内同封
◆日 時 2012 年４月２日（月）
◆会 場 アートホールあかり
◆講 師 荒瀬原 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
開催案内同封
◆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）
新潟地区女性研修会
開催案内後送
◆日 時 ２０１２年５月１４日（月）
◆会 場 第２３組無為信寺
◆講 師 里村 專精氏（第２０組最福寺前住職）
◆講 題 「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）
カルト問題学習会（住職研修会） 開催案内後送
◆日 時 ２０１２年６月１４日（木）
◆会 場 三条教区同朋会館
◆講 師 四衢 亮氏（青少幼年センター幹事、高山
教区不遠寺住職）
◆対 象 教区内住職、教会主管者、代務者
◆問合せ 三条教務所（担当：史陀・森）まで。
新任教師研修会
開催案内後送
◆日 時 ２０１２年６月１９日（火）から２０日（水）
◆会 場 教区同朋会館
◆講 師 藤場 俊基氏(金沢教区常讃寺)
◆対 象 大谷派教師資格取得後５年以内の方
◆問合せ 三条教務所（担当：史陀・森）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
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◎教区行事予定表
3/2（金）
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
4/30（月）
5/9（水）14:00
5/10（木）
5/14（月）
5/15（火）
5/25（金）
6/1（金）
6/8（金）14:00
6/14（木）
6/19（火）
6/20（水）
8/20（月）

２０１２年
「差別と真宗」共学研修会
～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（中止）
～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
～27 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
参議会議員任期満了
企画委員会
春季声明講習会
新潟地区女性研修会
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）
～20 日 新任教師研修会
～21 日 東北連区坊守研修会
保育新任者研修会
～22 第５０回児童夏の集い

＊ 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

③

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

所員のつぶやき

～加田岡克哉～

▼家族との約束をやっと果たすことができた。先月東
京ディズニーリゾートへ行ってきた。今回使用した入
場券は、一年前の 3 月 12 日に予約していた二日間券
だった▼我が家にとって、震災はディズニーランドへ
の約束の日の前日に発生したのだった。もし、一日ず
れて行っていたらどうなっただろうと 1 年前に言ってい
たことを思い出す。震災後、ディズニーランドは休園し、
その間のチケットは交換可能となり、今回再来園チケ
ットに交換して入場することができた▼比較的混雑し
ない時期に行ってしまおうということで、寒い閑散期に
行ったが、それでも人の多さはハンパじゃない。時間
を無駄にしないシステムもあるが、午後には普通に並
ばなければならず結構長時間並んだアトラクションも
あった▼新潟の雪景色とは対照的で太平洋側では、
いい天気だ。駐車した凍結防止剤でまっ白になった
自分の車以外、凍りついた車はどこにも見当たらなか
った▼子どもたちの友達には、年に数回ディズニーに
足を運ぶ人が居ると聞いたが、我が家にとっては、な
んか田舎くさくて恥ずかしいが、一生に一度の感覚だ
った。率直な感想は、いい意味でモンスターパークだ
った。入園したらその世界に飲み込まれてしまった。
いい大人が、ミッキーの防止をかぶっている。丸二日
間疲れたが、それを忘れさせてしまうような魔法の国
だった。自分にとっては中学校の修学旅行以来約 30
年ぶりとはいえ、園内に漂うポップコーンの香りが印象
的で新鮮だった。どこに行ってもキャラメル味の香りが
漂っているし、そこにも列をつくって並んでいる。五感
を刺激された感じだ。すべてにおいて完璧なまでの準
備がなされているなと感じた。御遠忌誘導員で出向す
る前に訪れていたならば、参拝の皆さんへもう少しマ
シな笑顔で明るく対応できたかもしれない▼帰宅して
気づいたことは、強烈なイメージがしばらく頭の中から
離れない、洗脳されてしまったような感じだ。ピノキオ
じゃないが、あそこにずっといればロバになってしまう
かもしれない▼特に強烈なキャラメルの香りのことで思
い起こすのが、先般の御遠忌御正当報恩講でのこと
だ。法要取材で幸い堂内で法要日程を過ごす中で、
ご門首が焼香されると、堂内に沈香の香りが隅々にま
で静かにいきわたる。特に人工的に空調で香りを送っ
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④
ているわけではない。うっすらと煙が棚引くように参拝
者の頭上に広がっていくのがカメラを構えながらよく見
える▼あのお香の香りは、たしかに体が覚えていた。
報恩講の香りであり、間違いなく法要の香りだった。こ
の香りが参拝席の隅っこにいる自分のところにまで届
くと、思わず襟を正して合掌してしまう▼ディズニーリ
ゾートのキャラメルポップコーンの香りは、なにか戦略
的なものを感じるが、あの広い御影堂で感じたお香の
香りは、それとはひときわ違う何か自分の無意識の部
分に知らないうちに記憶されていた、そんな働きが自
分に届いていたことを再認識させられた。やはり、お
香は読んで字のごとく香りが大事だ。今度京都に行っ
たらいい御香を求めようと思った。

新潟親鸞学会からのお知らせ
●「親鸞となむの大地展」はいま、
………進捗状況ご報告……
宗祖７５０回ご遠忌記念として壮大なスケールの
プロジェクトが一歩一歩着実に進められています。
①新潟日報社が主催団体に加わりました。
これまで県立歴史博物館と２者で協議を進めてきま
した。そこへ新潟日報社が資金も含めて参加すること
になりました。新潟日報社が県内の文化事業に名前
を連ねることはよくありますが、このような積極的参加
は珍しいとのことです。これによって内容も膨らみ、県
内外への告知も大きく変わるものと期待されます。
②３本山等で激励を受けてきました。
年末の１９～２０日に大谷派・本願寺派・仏光寺派
の各本山と大谷大学・龍谷大学・国立京都博物館へ
代表団が表敬訪問しました。各宗務総長・両学長に
は超多忙のところを御面談いただき、教区と連携し県
民あげての活動にしてほしい、と期待の言葉をいただ
きました。
③ロゴマーク検討中
このプロジェクトは、2014 年４月２６日(土)～６月８日
(日)に約 1 カ月半（44 日間）にわたって新潟県立歴史
博物館（長岡市関原町）を会場として予定する展覧会
をメインとし、そのほかにも種々のサブイベントを計画
しています。一例をあげれば、現代画壇の雄、畠中光
享師(日本画家・大谷大非常勤講師)の美術展を三越
デパートと共催すべく交渉が進められています。
この事業も宗祖７５０回ご遠忌記念の展覧会の一環
であることを示すロゴマークを、いま新潟日報社と検
討しています。

●第９回(板倉)大会の研究発表を募集しています
今年の大会は、５月３１日(木)に上越市板倉区の
「ゑしんの里記念館」をメイン会場として開催いたしま
す。記念講演には信楽峻麿元龍谷大学学長がご来
演の予定です。現在、当日午後に行われる研究発表
を募集しています。ふるってご応募ください。
1、発表時間 １５分
質問 ５分
1、発表内容 真宗教学および浄土真宗に関係す
る宗教・歴史・民俗・声明・教育・医療などに関
すること
1、申込締切 ３月２０日（土）当日消印有効
研究発表希望者は、氏名、住所（寺院のかたは寺
号も）、電話番号、発表題目を明記のうえ、発表要旨
（800 字程度の論旨概要）を添えて、事務局宛お申し
込みください。
1、研究発表申込先
新潟親鸞学会 事務局
〒951-8061 新潟市中央区西堀通二番町
超願寺内
以上
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/

三条仏青有志会ボランティア
【三条仏青有志会】
連絡係 藤井信彰（14 組長楽寺）shinsho@nct9.ne.jp

