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教化委員会からのお知らせ
声明基本講習会報告

極重の悪人は
ただ仏を称すべし
『教行信証』「行巻」正信偈 真宗聖典 207 頁

東日本大震災三条教区災害救援金
皆様にご協力いただいております三条教区独自の
救援金は、2012 年４月 25 日現在、総額 12,431,470
円となりました。
三条教区災害対策委員会の決定により、４月 13 日
仙 台教区へ赴き、１千万円を寄託しました。

去る４月４日(水)、三条教区同朋会館にて「声明基
本講習会」が開催されました。講師を部門スタッフで
担 当 し、得 度 受 式 予 定 者 及 び初 心 者 を対 象 とした
「得度班」と報恩講の勤行を中心とした「研鑽班」に分
かれ、33 名の方が受講されました。
また、５月 10 日(木)には、本山より藤澤氏をお招き
し、「春季声明講習会」を開催しますので、ぜひご参
加ください。
三条教務所 五辻広大

保育講習会報告
「絵本が語るもの」

左から鷲尾幸雄三条教務所長、土田隆三条教区門徒会長、
小林光紀三条教区会議長、諏訪敦雄仙台教区会議長、永井
隆仙台教区会副議長、森田成美仙台教務所長 於東北別院
（仙台市宮城野区）

これまでの救援金寄託は以下のとおりとなります。
2,000,000 円 東京教区 2012 年２月 14 日
10,000,000 円 仙台教区 2012 年４月 13 日
ご報告いたしますとともに、ご協力の御礼を申し上
げます。

2012 年２月 25 日開催

21 組願浄寺様を会場に、福音館書店社外講師
錦恵美子氏から主に科学絵本について保育講習会
が行われ、参加者 25 名が集まりました。
科学絵本のねらいは「なに これ!?」と不思議がった
り、「えー」と感動する体験が子ども達の感受性を育て
ていくことにあり、植物の絵本を見て外に出た後、「こ
れを見たよね」と自然に学ばせる事が大切であるとお
話を聴きました。
お話を聴いた後、グループで各々の園での絵本の
取り組みや疑問に思っていることを話し合いました。
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②
「絵本を読むとき、抑揚は付けない方が良いのか」
の問いには、紙芝居は演じて読むものであるが、絵本
は抑揚を付けたり登場人物やものなど声色を変えて
読む必要が無く、絵本は読み聞かせながらスキンシッ
プを取る場として、読む側も絵本を楽しみ、自分の肉
声で心を込めて語りかけるように優しく読むことが大切
であると言われました。

大谷大学教授

福音館書店社外講師 錦恵美子氏

普段何気なく読み聞かせていた本も、科学絵本の
部類に入り意味を持ったものであったと気づき、子ど
も達と一緒に楽しみながら読んでいきたいと思いまし
た。餅つきや芋掘りなどの科学絵本を行事前に導入
することで、子ども達の世界が広がり、感動する体験
がますます増えていき、感受性を伸ばしていけるよう
に努めたいと思います。
竹野町保育園

教区坊守研修会報告
2012 年３月９日、教区坊守研修会が 83 名の参加を
頂き、教区同朋会館にて「寺をひらく わたしをひらく
―ともに聞こう 語ろう―」というテーマで開催されまし
た。例年の研修会は 10 月頃でしたが、是非とも一楽
真先生（大谷大学教授・小松教区第二組宗圓寺住
職）にお願いしたいということで３月開催となりました。
講 義 は今 回のテーマに添 い、先 ず『仏 説 無 量 寿
経』の経文から「心塞意閉」、「身愚神闇」の部分を示
していただき、これはお釈迦様が私達の姿を痛ましい
というふうに教えてくださっているお言葉です。「身愚
かに神闇く、心塞り意閉じて、死生の趣、善悪の道、
自ら見ること能わず。語る者あることなし。」の意味を
私達にわかり易くお話くださいました。すべてが開か
れていると自分を信じ込んでいる思い込みによって、
実際は「吉凶禍福」に囚われている自分にきづかない
でいるのだとお話くださいました。さらに、そのことにつ
いて『仏説観無量寿経』の王舎城の悲劇の韋提希夫
人の姿を通して、お釈迦様との出会いによって心が
開 かれたことをお話頂きました。

一楽

真氏

「寺をひらく わたしをひらく」と言うことが開いている
つもりでも、実は閉じていることを教えて頂きました。
教えに導かれ閉じている事に気づき、歩んでいかなけ
ればならない生き方を教えてくださいました。
お経は私たちの日頃のあり方を教えて下さる仏様
の眼であり、人生のメッセージが詰まっていること、現
代の問題とも重ねあわされることも。
まとめ切れない文章でのご報告になりましたが、ご
講義終了後の多くの質問にも丁寧にお答えいただき、
有意義な一日を過させていただきました。
第２２組 信行寺坊守 豊田 久子

「差別と真宗」基礎講座報告
去る４月２日、「あかり」(新潟市秋葉区新津)を会場
に、「差別と真宗」基礎講座が開催されました。講師
に荒瀬原有之先生(第 15 組蓮照寺住職・「差別と真
宗」共学研修会部門スタッフ)をお迎えし、「真宗門徒
と部落問題」という講題で先生が同和問題に関わるよ
うになったいきさつや、部落差別、就職差別、真宗教
団 の差別性など具体的にご講義をいただきました。

第 15 組蓮照寺住職 荒瀬原有之氏

中でも、御同朋、御同行といいながら真宗の教えに
背いてきた真宗教団の差別の歴史には深く考えさせ
られるものがありました。お斎の器にしても被差別部
落の人は違っていたり、寺格によって出仕の条件や
衣体なども違う、教団そのものに差別があったとのこと
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です。お話しをお聞きして、差別をしていながら差別
を差別と見抜くことができないのは今も昔もあまり変わ
りがなく、表には出てこない差別もたくさんあるというこ
とを感じました。同時に、以前読んだある本の中でも
「差別性に気づかぬゆえに全く知らぬ間に差別語を
用い、多くの人を苦しめるという罪をつくり、しかも、も
しどこかで指摘されることがなければ、どこまでもそれ
に気づかぬという、さらに深い差別性の中に眠りこむ」
と書かれていたことを思い出しました。
最後に基礎講座を受けて、私が日頃使っている
言葉はどうなんだろうと疑問が湧いてきました。あたり
まえのように使っているけれど、それを人から言われる
ことによって、誰かが傷つき悩んだり、自信を失ったり
はしていないだろうか。もう一度言葉の有り様を見直し、
確認していくことが大切だと思いました。
第 19 組満願寺 石川量満

研修会のご案内
春季声明講習会
◆日 時
◆会 場
◆講 師
◆内 容
◆参加費
◆問合せ

開催案内既送
2012 年５月 10 日（木）10：00～16：00
教区同朋会館
藤澤善夫 氏（本山堂衆）
普通寺院における報恩講の勤め方
500 円（研修冥加金）
三条教務所（担当：五辻）

新潟地区女性研修会

開催案内既送
2012 年５月１４日（月）
第２３組無為信寺
里村專精氏（第２０組最福寺前住職）
「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）
◆日
◆会
◆講
◆講

時
場
師
題

「推進員教習」についての研修会 開催案内既送
◆日 時
◆会 場
◆講 師
◆テーマ

2012 年５月 21 日（月）
三条教区同朋会館
今泉温資氏（往生人舎主宰）
同朋会運動の中の「推進員教習」の歩みを考
える
◆問合せ 三条教務所（担当：森）

新潟地区坊守研修会
◆日 時
◆会 場
◆講 師
◆参加費
◆問合せ

開催案内既送
2012 年 5 月 25 日（金）
第１７組清徳寺
草間法照 氏（第１２組勝覺寺住職）
2,000 円（昼食代込み）
三条教務所（担当：史陀）

第 33 回長岡地区推進員研修会 開催案内同封
◆日 時 2012 年５月 25 日（金）
◆会 場 長岡会堂（長岡市南町１丁目１番１１号）

◆講 師
◆講 題
◆参加費
◆問合せ

③

佐々木亜人氏（第 10 組 行通寺住職）
「自己を自覚できるか」
1,500 円（昼食代込み）
三条教務所（担当：藤波）

カルト問題学習会（住職研修会） 開催案内同封
◆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。
ごぼういち

御坊市 （別院フォーラム 2012） 開催案内後送
◆日 時
◆会 場
◆テーマ
◆問合せ

2012 年６月 16 日（土）～17 日（日）
三条別院
私のすきなもの、私のすきな人
三条教務所（担当：五辻）

第 33 回新潟地区推進員研修会 開催案内同封
◆日 時
◆会 場
◆講 師
◆講 義
◆参加費
◆問合せ

2012 年６月 18 日（月）
第 22 組善良寺
今泉温資氏（往生人舎主宰）
「今現在説法―いま現にましまして法を説きたもう」
1,500 円（昼食代込み）
三条教務所（担当：藤波）

新任教師研修会
◆日 時
◆会 場
◆講 師
◆対 象
◆問合せ

開催案内同封
2012 年６月 19 日（火）～20 日（水）
教区同朋会館
藤場俊基氏(金沢教区常讃寺)
大谷派教師資格取得後５年以内の方
三条教務所（担当：史陀・森）まで。

第 50 回児童夏の集い
◆日 時
◆会 場
◆テーマ
◆対 象
◆参加費
◆問合せ

開催案内同封
2012 年８月 20 日（月）～22 日（水）
粟島
友達の輪
小学 3 年生～中学 3 年生
10,000 円
三条教務所（担当：五辻）

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 4/23～6/3 榊 法存氏（山形教区）
6/4～7/15 四衢 亮氏（高山教区）
（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
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④

○時
○提

・下越エリア 1116ＫＨｚ
・塩沢エリア 1485ＫＨｚ
・上越エリア 1530ＫＨｚ
間 毎週金曜日午前 5：00～5：10
供 吉運堂 様

◎教区行事予定表
4/4（水）
4/5（木）
5/9（水）14:00
5/10（木）
5/14（月）
5/15（火）
5/24（木）
5/25（金）
5/30（水）
6/1（金）
6/2（土）
6/6（水）
6/8（金）14:00
6/12（火）
6/14（木）
6/16（土）
6/18（月）
6/19（火）
6/20（水）
8/20（月）
6/25（月）
8/２０（月）
9/4（火）

２０１２年
声明基本講習会
～6 日 全推協ｽﾀｯﾌ研修会
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）
仏青声明講習会
新潟地区坊守研修会
長岡地区推進員研修会
春の別院奉仕研修（推進員）
長岡地区坊守研修会
保育大会
同朋の会教導連絡協議会代表者会
企画委員会
同朋の会教導連絡協議会全体会議
カルト問題学習会（住職研修会）
～17 日 別院フォーラム
新潟地区推進員研修会
～20 日 新任教師研修会
～21 日 東北連区坊守研修会
～22 第 50 回児童夏の集い
仏青報恩講
～22 日 第 50 回児童夏の集い
大谷大学同窓会（三条支部）

＊ 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。

◎書籍のご紹介
『響 いのちのひびき ことばのひびき～真宗と人間解放～』

●定価 1,800 円
●内容
親鸞、差別、人
間解放―在日コリアン、沖
縄、アイヌ民族、部落差別
…被差別の現実から立ち
上 がり人 間 解 放 の道 を歩
み続ける人たちに聞く。
高史明・佐喜眞道夫・阿部
ユポ・山本義彦の四氏によ
る誌上対談をはじめ、差別
の現実を生きる人からのメ
ッセージ、大谷派における
差別問題の歴史解説を収録。「同朋社会の顕現」に

向けてこれから教団が歩むべき道を探る１冊。
●編集担当者より 本書で語られている対談者の差
別体験はどれも読んでいて辛いものですが、差別
の現実から目を逸らさないその生き方から「本当の
人間解放」を願うひたむきな精神が伝わってきます。

◎ 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

出版部通信員の募集について
三条教区について全国の皆さんにお知らせいただ
ける方を募集しています。自薦他薦を問いません。是
非三条教務所までご連絡くださいます。
記
１ 任
期 2012 年７月１日～2014 年６月 30 日
までの２年間
２ 募集人数 １名
３ 内
容 三定期刊行物（『真宗』『同朋新聞』
『同朋』）の誌(紙)面に関する取材・
執筆、情報提供など。
４ 締 め 切 り 2012 年５月７日（月）

所員のつぶやき

～結城光陽～

▼先週末、三条別院の桜が一気に満開になりました。
大雪に埋もれていた後の春は、本当に暖かく、明るく
感じられました。松葉幼稚園のお山で砂を食べるわが
娘と、青空のもと、古い桜の木々に囲まれていて、まる
で自分が虫であるかのような錯覚を覚えました▼思え
ば、新潟で生活をするのは何年振りになるでしょうか。
高校生のとき以来ですから…気がつけば、もう人生の
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半分以上の間、新潟を離れていたことになります▼昨
年夏に三条に着いて初めての感想は「なんて遠いとこ
ろへ来たんだろう」というものでした。これまで赴任した
北米やハワイ開教区よりももっと近いはずなのに。そ
れより、もともと新潟は自分の生まれ故郷であるはず
なのに。時間と距離のわけがわからなくなるような錯覚
でした▼この希薄な私の「今」を身に感じつつ、これか
ら皆さんといっしょに歩ませていただく三条教区の宗
祖御遠忌への道のりの中で、桜の花が咲くように、私
の人生の意味がまた開かれるのではないかと期待し
ています▼

新潟親鸞学会からのお知らせ
第９回

大会ご案内

新 潟 親 鸞 学 会 ではこのたび第 ９回 大 会 （板 倉 大
会）を下記のように開催することとなりました。
会員外の皆様も午後３時からの公開講演は聴講
（要聴講費 500 円）できますので、お誘いあわせて是
非お出かけください。
今回の講師信楽峻麿（しがらき たかまろ）先生は
元龍谷大学学長で、私ども大谷派の者にとっては拝
聴するチャンスがない先生です。
準備の都合上、ご出席の場合、会員は専用ハガキ
で、一般の方は官製ハガキで、５月 19 日（土曜）まで
に、事務局あてお申し込みいただければ、幸いです。
なお、当日の弁当や宿泊についても、お申し込み
を事務局が承ります。
合掌
仏紀 2555 年（2012 年）４月２３日
新潟親鸞学会事務局
第９回大会実行委員会
記

日 時

2012 年（平成 24 年）５月 31 日（木曜）

会 場

こぶしの里恵信尼さま会館
上越市板倉区米増字五反田 60 番 1

ゑしんの里記念館
上越市板倉区米増 27 番地 4
℡ 0255-81-4541
駐車はゑしんの里記念館の駐車場をご利用ください。

日 程
11:00 開会式

＜恵信尼さま会館入口＞

⑤

※会員は機関誌『新潟親鸞学会紀要』第 9 集をご受納ください。
また、新年度（平成 24 年度）年会費\5,000 も受付で承ります。
11:15 会員総会 ＜恵信尼さま会館＞
11:45 昼食 ＜ゑしんの里記念館＞
各自／希望者には弁当（お茶付\1.000）の予約受け付けます。
13:00 会員研究発表 ＜ゑしんの里記念館＞
14:40 休憩
15:00 公開講演 ＜ゑしんの里記念館＞
90 分／休憩および質疑は講師と相談
◎一般市民の来聴も歓迎（要聴講費 500 円）
講題 「仏を信じたら人間変るか」
講師 信楽峻麿 （しがらき たかまろ）先生
【講師プロフィール】 1926 年広島
県生まれ。1955 年龍谷大学研究科
（旧制）卒業。1970 年龍谷大学文
学部教授。1989 年より 1995 年まで
同大学学長。1995 年より 2008 年ま
で仏教伝道協会理事長。現在、龍
谷大学名誉教授、文学博士。著書
に『信楽峻麿著作集全 10 巻』『教行証文類講義
全 9 巻』『真宗学シリーズ』(現在６巻まで)『真宗
の大意』『仏教の生命観』『念仏者の道』（法藏
館）その他多数／会場内に講師の著作コーナ
ー設置予定。
16:45 閉会式
17:00 解散・懇親会場へ移動（送迎バスにて１５分）
18:00 学会懇親会 ＜ゑしんの里「やすらぎ荘」＞
講師と参加希望会員／会費￥5,000
※宿泊先は懇親会場のゑしんの里「やすらぎ荘」
です。相部屋で１泊朝食付き\6,000。他の宿ご
希望の場合は、各自で手配願います。
※６月１日午前に「恵信尼公法要」が恵信尼さま会
館寿塔前で厳修されます。ぜひ御参拝下さい。
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 担当 富沢慶栄
〒951-8061 新潟市中央区西堀通二番町 783 超願寺内
☎025-222-2820 FAX 025-222-2830
Ｅメール ｃｈｏｇａｎｊｉ＠ｎｉｆｔｙ.ｃｏｍ
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

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―」

