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」

三条教区通信
第 ６８ 号

今 月 の 法 語
〔法語カレンダーより〕

その知恵ゆえに
まことに
深い闇を生きている
高 史明 1932 年～

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、2013 年１月 29 日現在、総額 13,333,889
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。

研修会のご案内
教学研究会
開催案内同封
◆日 時 2013 年３月１日(金)～２日(土)
◆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）

◆日 時 2013 年３月８日（金）
◆会 場 教区同朋会館
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◆講 師
◆内 容
◆テーマ
◆その他
◆問合せ

山内 小夜子 解放運動推進本部員
「大谷派における女性の位置と役割」
真宗教団と女性差別問題
教師陞補に必要な受講書発行
三条教務所（担当：藤波・藤村）まで。

教区推進員前期教習
開催案内既送
◆日 時 2013 年３月 12 日(火)～13 日(水)
◆会 場 三条教区同朋会館
◆講 師 佐々木 祐玄氏（15 組 光善寺前住職）
◆参加費 5,000 円（宿泊費・食費含む）
◆問合せ 三条教務所（担当：森）

人間とは

「差別と真宗」共学 研 修会

①

開催案内既送

声明基本講習会
開催案内同封
◆日 時 2013 年 3 月 29 日（金）9：30～16：00
◆場 所 教区同朋会館
◆講 師 声明講習会部門スタッフ
◆班 別 ①得度班
②法務研鑽班
③声明研鑽班
◆対 象 どなたでも
◆参加費 500 円
◆問合せ 三条教務所（担当：五辻）
児童指導者研修会
開催案内同封
◆日 時 2013 年３月３日（日）～３月５日（火）
◆場 所 教区同朋会館、長岡市千蔵院
長岡市山古志支所、蓬平温泉福引屋
◆講 師 山田すみ江氏（アップルスポーツカレッジ）
諸橋精光氏（千蔵院）
◆内 容 体を動かした遊びの習得
大型紙芝居の見学
真宗大谷派児童教化連盟東北連区協議会
◆対 象 青少幼年教化に携わる方
◆参加費 20,000 円（食費・宿泊費込み）
◆問合せ 三条教務所（担当：五辻）
「同朋の会教導連絡協議会」総会
対象者へ案内既送
◆日 時 2013 年２月 21 日(木)午後 2 時より
◆会 場 三条教区同朋会館
◆内 容 推進員養成講座を教化への取り組みの手が
かりとして組・教区の今後の教化のあり方につ
いて協議する。
◆問合せ 三条教務所（担当：森）

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

教務所からのお知らせ
◎法務員の募集について
旧新潟市内の寺院で法務員を募集されています。
希望される方は三条教務所までご連絡ください。
◎出版物のご紹介
『顕浄土真実教行証文類』 坂東本翻刻
大谷大学（編） \18,000
今回の翻刻作業では、変遷・歴程
にも注意を払って、「坂東本」に忠実
な活字化を行いました。
脚注や補註、索引などを収載し、
読みやすさや学習に配慮した編集
がなされています。
解読 教行信証 上巻
教学研究所（編） \3,800
宗祖の主著『教行信証』の内、総
序・教巻・行巻・信巻・証巻の現代語
訳。『真宗聖典』所収の『教行信証』
に基づいた書き下し文を上段、その
現代語訳を下段に構成し、書き下し
文中の難解な用語を簡単に説明し
た脚註、さらに詳しい説明を要する用語は巻末に語
註を掲載。また巻末には訳註、索引も。

◎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 1/8～2/16 木ノ下秀俊氏（仙台教区）
*2/17～3/30 大桑 齊 大谷大学名誉教授
*3/31～5/11 木越祐馨（能登教区）
（変更になる場合があります）
*の期間は「教如上人」をテーマとし、教如上人四百
回忌のコンセプトである①教如上人の事跡の顕彰、
②東本願寺創設の祖としての位置づけ、③真宗大谷
派なる宗教的精神の確認について、上人の人物像や
教化活動に焦点を当てたお話を解り易い言葉でお届
けする予定です。
○放送局 ＢＳＮ新潟放送

○時
○提

＊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
間 毎週金曜日午前 5：00～5：10
供 吉運堂 様

◎教区行事予定表
２０１３年
2/6（水）15:00
同朋の会教導代表者会議
2/12（火）14:00
別院整備部会（教区御遠忌）
靖国問題研修会部門会議
2/14（木）14:00
企画委員会
教化ｾﾝﾀｰ
2/15（金）10:00
推進員役員会
2/18（月）14:00
広報部会（教区御遠忌）
2/20（水）14:00
三条真宗学院指導会議
2/21（木）14:00
教化ｾﾝﾀｰ
2/23（土）14:00
三条真宗学院入学試験
2/25（月）12:00
差別と真宗共学研修会部門会議
15：00
声明講習会部門会議
2/26（火）14:00
教化ｾﾝﾀｰ顧問会議
2/28（木）15:00
教化ｾﾝﾀｰ
3/1（金）
～2 日 教学研究会
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
3/8（金）
差別と真宗共学研修会
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） 14:00 内局巡回
14:00 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
3/29（金）
声明基本講習会
3/30（土）
真宗学院卒業式
4/1（月）
～3 日 福島の子どもたち一時避難受入
4/2（火）
～3 日 三条別院子ども奉仕団
4/11（木）14:00
教化ｾﾝﾀｰ
4/17（水）14:00
企画委員会
4/18（木）14:00
教化ｾﾝﾀｰ
4/25（木）14:00
教化ｾﾝﾀｰ
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。

所員のつぶやき

～加田岡克哉～

思い返せば、御遠忌直前の冬とその翌年は、豪雪
で、また今年も寒さの厳しい予報が出ている。今のと
ころ三条市は、昨年のような積雪にはなっていない。
これが、ここ最近少なくなったといわれる三条の雪景
色なのだろうか。しかし、見附市から長岡へ、さらに魚
沼方面に向かうほど、既にたっぷりと積もっているよう
でこれから先が心配だ▼時おり春が来たのかと錯覚
するような晴れ間が覗く。特に今年は、寒暖のリズム
がはっきりしているようで、ついつい春が恋しくなる。
春が来れば、新潟生活も 4 年を過ぎる。思えば、宗祖

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」

御遠忌法要を目睫に赴任し、気づけば御遠忌法要を
終えて、同時に震災後、2 年が過ぎることになる。法要
をお迎えするのと、震災復興に向けて、何か盛り上が
っていたような思いがあった。法要後は、将来のことを
考えさせられることが多い。今回の門徒戸数調査を実
施し、調査票のコメント欄には、高齢化と人口流出と
いった課題が特に目に付いた。人口減少という日本
全体にも言える大きな課題に、将来を考えると気分は
下がり気味になってしまう▼先日、ハワイの門徒さん
にお話を聞く機会があった。そこでは、厳しい現実に
驚かされた。ハワイへの移民生活が始まってから、世
代交代をくりかえしていく中で、現在、寺院へ足を運
ぶ人は、減少しているという。その孫たちは、周りの環
境になじんでしまって、キリスト教徒になる人がほとん
どだという。今まで門徒のコミュニティーとしてあった寺
院の役割は、時代とともにその必要性が無くなってし
まっている現実を知らされた▼お寺がそこにあれば相
続されるという単純なことではない。これからの日本で
も、同じようなことが起こりうる。改めて、現実に目を向
けて、何をすべきか。何が必要とされているのか。眼を
しっかりと開いていかなければならないと痛感した年
初めとなった。

新潟親鸞学会からのお知らせ
いよいよ動き始めます・ご一緒にやりませんか！！
８００年の時を超えて
宗祖の足跡を辿る

③

「親鸞となむの大地」展のプレイベント「なむ街道２５
日間の旅」の企画準備がスタートします。メインの展覧
会にも劣らぬスケールの大きな事業となります。ぜひ
皆様にスタッフとして参画願いたく御連絡をお待ちし
ています。
予定計画
流罪にあわれた親鸞聖人が恵信尼様とたどられた
北国街道を歩きます。コースはこのたび（社団法人）
日本ウオーキング協会の公認コースに認定されました。
日本ウオーキング協会会報「Walking Life」にも情報
が掲載されるため、全国から参加者が集まってきま
す。
全行程５００ｋｍを２５区間に分割し、１日平均２０ｋｍ
程度歩きます。全行程参加者を３０名程度募集する
ほか、区間参加にも応じます。
全行 程完 歩 者には４月２５日の「親鸞 となむの大
地」展オープニングセレモニーにおいて表彰する予
定です。
親鸞聖人御誕生日の４月１日に京都の大谷派岡
崎別院を出発し、沿線の別院・寺院を巡拝しながら、
２５日に「親鸞となむの大地」展を開催する長岡の新
潟県立歴史博物館にたどり着く予定です。
実施期日 ２０１４年４月１日（火）～２５日（金）
主 催 新潟親鸞学会
企 画 （社団法人）日本ウオーキング協会
協 力 新潟日報社
新潟県ウオーキング協会ほか
協 賛 （社団法人）日本ウオーキング協会ほか
【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
【三条仏教青年有志会】

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。
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―」

