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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教化委員会からのお知らせ
差別と真宗交流学習会Ⅱ報告
「被災者支援ボランティア活動に参加して」
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活動は１０月２２日（月）朝７時、三条別院で大量の支
援物資を大型バスに積み込むことからスタート。参加者
１９名の座席以外のすべてを新米、水、野菜、ご馳走の
カニを入れたケースや煮炊きする大鍋、釜、燃料などで
満杯にして出発しました。
要項によると私は仙台教務所でご飯を炊くスタッフ７
名の一員でした。米をとぎガス釜で炊き、ジャーに入れ、
今夜の会場である宮城県亘理町浜吉田東公会堂へ運
んでいよいよ炊き出しの始まりです。匂い立つカニ汁、
大釜で仕上がった野菜炒め、梅干しと味噌漬けを添え
たあつあつご飯は、地区の皆さんに喜んでいただき、本
当にうれしかったです。

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 11 月 26 日現在、総額 13,237,981 円と
なりました。
これまでの救援金寄託状況は以下のとおりです。
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。

教区御遠忌実行委員会
９月 1９日開催の第１回三条教区宗祖親鸞聖人七百
五十回御遠忌実行委員会（小林光紀委員長、楠 雅丸
副委員長、土田 隆副委員長）に続き、11 月 30 日、第２
回実行委員会が開催され、各々、法要部会（關根大丘
主査・巨谷 学副主査）、教化部会（渡邊 学主査・風巻
和人副主査）、別院整備部会（大野成一主査・小岩井
孝三副主査）、募財部会（楠 雅丸主査・井上秀紀副主
査）、広報部会（渡邉智龍主査・北島栄誠副主査）にて
検討された教区御遠忌の総計画の内容が報告され、協
議が行われる。

作業の合間に、この地区が震災前は仙台イチゴの名
産地であったこと、イチゴ作りは津波のため塩害ですっ
かりだめになってしまったこと、復興支援は今回の私た
ちが初めてであったことなどをお聞きし、まだまだ支援の
手が届いていない地域があることを知りました。

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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翌２３日（火）の会場は二本松市の眞行寺。支援物資
を降ろした後、副住職佐々木道範さん、准坊守のるりさ
ん、たまたま眞行寺に居合わせた郡山の主婦野口さん、
高遠菜穂子さん（イラクでボランティア活動をしていて人
質になったことがある）、写真家の野口さんから、たくさん
の貴重な話をお聞きしました。
佐々木さんは、小型ショベルカーを駆使して除染、ど
こにも持って行き場のない放射能を含んだ土は穴を掘っ
て埋めるしかないとのことでした。境内の桜の木は、放射
能が検出されたため、切らざるをえなかった話には、思
わず涙がこぼれました。
るりさんや主婦の野口さんからは、子どもたちの飲み
水や食べ物に一時も気を抜けない日々の苦労が語られ
ました。しかも、その苦労は終わる日がないのです。子を
持つ母として、親として、どんなにむごい仕打ちかと言葉
を失いました。
高遠さんからはイラク戦争で米軍が使用した劣化ウラ
ン弾の放射能被害に苦しむイラクの子どもたちのことが
報告されました。写真家の野口さんからは、「しかし、戦
争は必ずなくなる」と未来への希望のメッセージがありま
した。
福島の原発から流れ出た放射能は、これから何十年、
何百年も留まることになるでしょう。放射能汚染を除く震
災の復興は、多くの方たちの智慧と勇気で成し遂げられ
ることは確信しておりますが・・・
第１１組願興寺門徒 中島美代子

研修会のご案内
秋安居

開催案内既送

◆日 時 2012 年 12 月 5 日（水）～6 日（木）
◆場 所 教区同朋会館
◆講 師 小谷信千代氏（嗣講）
◆講 題 世親浄土論の諸問題
◆ﾃｷｽﾄ 2012 年度安居講録
◆参加費 500 円
◆問合せ 三条教務所（担当：森）

第３２回法灯の集い

開催案内既送

◆日 時 2012 年 12 月 6 日（木）～7 日（金）
◆会 場 月岡温泉 華鳳
◆講 師 安冨信哉氏（大谷大学真宗学科
特別任用教授 第 22 組光濟寺）
◆講 題 本願の歴史に立つ
―「宗門白書」の願いに聞く―
◆問合せ 三条教務所（担当：藤波まで）
◆主 催 三条教区推進員連絡協議会

KANGYO primary school
～１から学ぶ王舍城～
◆日 時 2012 年 12 月 10 日（月）14：00～17：00
◆場 所 教区同朋会館

◆講 師
◆内 容
◆対 象
◆参加費
◆問合せ

渡邊学氏（第 23 組明正寺住職）
王舍城の悲劇について
すべての有縁の方
500 円
三条教務所（担当：五辻）

靖国問題交流学習会

開催案内既送

◆日 時 2012 年 12 月 12 日（水）～15 日（土）
◆場 所 南京（中国）
◆内 容 ①南京大虐殺記念式典への参列
②市内各地に残る虐殺跡地のﾌｨｰﾙﾄﾞ
ﾜｰｸを予定
◆問合せ 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11/19～12/30 金石潤導氏（北海道教区 ）
1/1～1/7 里雄康意宗務総長
（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
12/5（水）
12/6（木）14:00
12/10（月）14:00
12/12（水）12:00
12/13（木）14:00
12/14（金）14:00
12/16（日）12:00
12/20（木）14:00
12/27（木）14:00
12/28（金）17：30
12/29（土）
1/1（火）
1/7（月）
1/10（木）14:00
1/17（木）14:00
1/18（金）14:00

２０１２年
～6 日 秋安居
～7 日 11:00 法灯の集い
KANGYO primary school
教区女性研修会ｽﾀｯﾌ会議・学習会
～15 日 靖国問題交流学習会（南京）
教化ｾﾝﾀｰ
企画委員会
～17 日 12:00 園長・設置者研修会
教化ｾﾝﾀｰ
教化ｾﾝﾀｰ
教務所事務納め
～1 月 6 日 教務所事務休暇
２０１３年
三条別院修正会
教務所事務初め
教化ｾﾝﾀｰ
教化ｾﾝﾀｰ
企画委員会
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1/24（木）14:00
2/14（木）14:00

教化ｾﾝﾀｰ
企画委員会
教化ｾﾝﾀｰ
2/21（木）14:00
教化ｾﾝﾀｰ
2/28（木）14:00
教化ｾﾝﾀｰ
3/2（土）
～3 日 真宗学院一泊研修
3/3（日）
～5 日 児童指導者研修会
3/12（火）
長岡地区坊守研修会
～13 日 教区推進員前期教習
3/14（木）
教化ｾﾝﾀｰ
3/15（金）
企画委員会
3/27（水）
教区女性研修会
3/28（木）
教化ｾﾝﾀｰ
3/30（土）
真宗学院卒業式
＊ 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。

◎出版物のご案内
聞思の人⑦ 蓬茨祖運集（上）
宗門の近代教学の礎を築いた曽
我量深・金子大榮・安田理深・蓬茨
祖運各氏の講義録集。
第 2 回配本は、仏道を生活の中に
実験しつづけ、親鸞聖人の教えを
現 代 に蘇 らせた人 、蓬 茨祖 運 。そ
の教 えを丁寧 に読 み返し、私 たち
が今一度「聞思する姿勢」を問い直す。蓬茨祖運集は
単行本初出。次回は第 8 巻蓬茨祖運集（下）が来春刊
行予定。

◎帰敬式に関するお知らせ
このたび、帰敬式の執行に関して、以下のとおり変更
がありましたので、お知らせします。
【改正内容】
従来、寺院において、１つの帰敬式を執行する場合、
法名紙 A（住職選定）と法名紙 B（本山選定）の両方を用
いての執行は認められていませんでしたが、「帰敬式に
関する条例施行条規」の一部改正（2012 年２月 28 日達
令公示第５号、同年７月１日施行）に伴い、法名紙 A（住
職選定）と法名紙 B（本山選定）の両方を用いての執行
が可能になりました。

◎三条真宗学院第４期生募集

要項・願書同封
2013 年４月から第４期を開設します。
お問い合わせ・資料請求は三条教務所まで。

◎退任・新任のご挨拶
謹啓 晩秋の候 益々ご清祥のこと
と拝察しお慶び申しあげます
私 儀
このたび 11 月 12 日付をもって東
京宗務出張所書記を拝命いたしま
した。
三条教務所書記として在職いたし
ました３年半を振り返りますと、着任
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した際、右も左もわからず戸惑ってばかりいた私が、目
睫に迫った宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌に向け
た三条教区お待ち受け法要兼三条別院報恩講を始
めとする種々事業に微力ながら従事いたすことができ
ましたのは、偏に三条教区の皆さまのひとかたならぬ
ご芳情とご支援の賜物と心より御礼申しあげることであ
ります。
本来ならば参上いたしご挨拶申しあげるべきところで
はございますが略儀ながら書中をもって御礼旁ご挨拶と
させていただきます。
合 掌
2012 年 11 月 史陀浩輝
11 月 12 日付けで三条教務所書記を
拝命いたしました、藤村聖輝です。
宗務所に入所して 2 年半になります。
その間、名古屋教務所と総務部に所
属していました。教務所の五辻書記と
は同期入所になります。
三条教務所に着任早々、教区御遠
忌の会議に参加させていただき、御遠
忌に向けて委員の方々の意気込みを
感じさせていただきました。2015 年 5 月に予定されてい
る教区御遠忌法要に向けて、微力ながらも、三条教区
の方々のお力添えができれば考えております。
また、越後には宗祖の御旧跡やその土地に語り継が
れてきた伝承等多くあるかと思います。機会がある折に
はそのようなことも教えていただければ幸いです。教務
所にお越しの際には気軽にお声かけください。
ご迷惑をおかけすることも多々あるかと思いますが、ご
指導ご鞭撻の程、何卒宜しくお願いいたします。
藤村聖輝（ふじむら せいき）
1985 年 1 月 16 日生まれ。
大分県（日豊教区）出身。
宗務歴：名古屋教務所、総務部

三条仏青有志会ボランティア
仏青有志会は教区災害対策委員会と連携しながら東
日本大震災で被災された方々の支援活動を行っていま
す。活動に参加いただける方はご連絡ください。
【三条仏青有志会】
連絡係 藤井信彰（14 組長楽寺）shinsho@nct9.ne.jp

新潟親鸞学会からのお知らせ
【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/
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