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〕
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足利源左 1842 年～1930 年

研 修 会 の ご 案 内
教学研究会
開催案内既送
◆日 時 2013 年３月１日(金)～２日(土) 13:30～15:30
◆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
◆その他 教師陞補に必要な受講書発行
◆問合せ 三条教務所（担当：森）

「差別と真宗」共学 研 修会
◆日 時
◆会 場
◆講 師
◆講 題
◆その他
◆問合せ

開催案内既送

2013 年３月８日（金） 13:00～16:30
教区同朋会館
山内小夜子氏 解放運動推進本部委員
「大谷派における女性の位置と役割」
教師陞補に必要な受講書発行
三条教務所（担当：藤波・藤村）

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)
◆参加者がありませんでしたので中止といたしました。
◆問合せ 三条教務所（担当：森）
長岡地区坊守研修会
◆日 時 ２０１３年３月１２日（火）
◆会 場 第１５組 淨覺寺
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◆講 師 東舘紹見氏（大谷大学准教授
仙台教区盛岡組善林寺）
◆テーマ 「いのちと光に出遇う ３・１１から今日まで」
◆参加費 2,000 円
◆申込み 各組坊守会長様へお申し込みください。
◆問合せ 三条教務所（担当：藤村）

教区女性研修会
開催案内後送
◆日 時 ２０１３年３月２７日（火）９：３０～
◆会 場 三条教区同朋会館
◆講 師 四衢 亮氏（宗派青少幼年ｾﾝﾀｰ幹事
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－」
◆テ キ ス ト 『現代の聖典』
◆参加費 1,500 円
◆問合せ 三条教務所（担当：藤村）
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
開催案内既送
◆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）
◆問合せ 三条教務所（担当：五辻）
「差別と真宗」基礎講座
開催案内同封
◆日 時 ２０１３年 4 月１９日（金） 13:00～17:00
◆会 場 佐渡組 專念寺

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
◆講 師 村山教二氏（第 11 組願興寺）
◆テーマ 差別と真宗
◆問合せ 三条教務所（担当：藤波・藤村）まで。

第 3４回長岡地区推進員研修会 開催案内後送
◆日 時 ２０１３年５月８日（水）
◆会 場 第１０組 聞光寺
◆講 師 大藤赳麿（第 10 組 行通寺住職）
◆講 題 未定
◆参加費 1,500 円（昼食代込み）
◆問合せ 三条教務所（担当：藤波）
仏青報恩講
開催案内後送
◆日 時 2013 年 5 月 17 日（金） 時間未定
◆場 所 アオーレ長岡（予定）
◆内 容 講談師 神田香織氏による講談
◆演 目 「チェルノブイリの祈り」または「はだしのゲン」
◆対 象 どなたでも
◆参加費 無料
◆問合せ 三条教務所（担当：五辻）
別院フォーラム（御坊市）
開催案内後送
◆日 時 2013 年 6 月 15 日（土）～16 日（日）
◆場 所 三条別院
◆参加費 無料
◆問合せ 三条教務所（担当：五辻）
第５１回児童夏の集い
開催案内後送
◆日 時 2013 年 8 月 20 日（火）～22 日（木）
◆場 所 長野市戸隠キャンプ場
◆問合せ 三条教務所（担当：五辻）

教務所からのお知らせ
◎法務員の募集について
前号までの旧新潟市内の寺院の法務員募集は終
了しました。ご協力を頂き有り難うございました。
◎法務手伝い（入寺）希望について
当方 教区内勤務（入寺）希望 30 代男性 有教師
可能な寺院がありましたら教務所へ連絡ください。
◎出版物のご案内
大きい字の法話集 今、いのちがあなたを生きている

B6 ｻｲｽﾞ 132 頁 \350
ラジオ放送『東本願寺の時間』で
御遠忌テーマについて話された法
話の中から１２話を掲載！
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」を主題に、ラジオ放送『東本願
寺の時間』において放送された法話を書籍化。
毎月の同朋の会など、１年をとおしてテーマの学びを
深めていただけるよう１２話を収録。
また、記念品にも最適な一冊です。

◎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 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）
上記期間は「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
3/1（金）
3/2（土）
3/3（日）
3/4（月） 14:00
3/5（火） 14:00
3/6（水） 14:00
3/7（木） 14:00
3/8（金） 13:00
3/12（火） 14:00
3/14（木） 14:00
3/15（金） 14:00
3/27（水） 9:30
3/28（木） 14:00
3/29（金） 9:30
3/30（土）
4/1（月）
4/2（火）
4/9（火） 15:00
4/11（木） 14:00
4/17（水） 14:00
4/18（木） 14:00
4/19（金） 13:00
4/23（火） 10:00
4/25（木）14:00
5/9（木） 14:00
5/14（火） 14:00
5/16（水） 13:30
5/17（金）

２０１３年
～2 日 教学研究会
～3 日 真宗学院一泊研修
～5 日 児童指導者研修会
御遠忌-別院整備部会
災害対策委員会・内局巡回事前協議会

靖国問題研修会部門会議
新任教師研修会ｽﾀｯﾌ会議
差別と真宗共学研修会
教区推進員前期教習ｽﾀｯﾌ会議
内局巡回
企画委員会
教区女性研修会
教化ｾﾝﾀｰ
声明基本講習会
真宗学院卒業式
～3 日 福島の子どもたち一時避難受入
～3 日 三条別院子ども奉仕団
御遠忌-法要部会
教化ｾﾝﾀｰ
企画委員会
教化ｾﾝﾀｰ
「差別と真宗」基礎講座（於佐渡組）
女性研修会部門ｽﾀｯﾌ学習・会議
教化ｾﾝﾀｰ
教化ｾﾝﾀｰ
企画委員会
推進員・育成員共学研修会
仏青報恩講

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」
5/20（月） 9:30
教区坊守研修会
5/23（木） 14:00 教化ｾﾝﾀｰ
5/24（金） 10:00 春の別院奉仕研修（推進員）
6/7（金） 14:00
企画員会
6/10（月） 13:00 ～11 日新任教師研修会
6/13（木） 14:00 教化ｾﾝﾀｰ
6/15（土）
～16 日御坊市
6/20（木） 14:00 教化ｾﾝﾀｰ
6/27（木） 14:30 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。

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
のぼり旗の設置にご協力を！

③

新潟県内の仏壇店が 2,000 本から用意してくれます。
会場の新潟県立歴史博物館はもとより、新潟日報販
売店、旅館・ホテルやコンビニなどにも設置したいと考
えています。
県内各ご寺院さまにも、門柱など目につく場所に旗
を設置していただけると幸いです。ご協力の程お願い
いたします。

第 10 回大会 今年はメディアシップ日報ホールで
毎年１回の新潟親鸞学会大会が今年は６月６日
（木）１１時から開かれます。会場は、新潟市万代橋
のたもとに今年４月にオープンするメディアシップの
日報ホールです。
学会総会のほか、午後からの記念公開講演会は、
「親 鸞 となむの大 地 ―越 後 と佐 渡 の精 神 的 風 土
―」展のプレイベントと位置付け、講演会後に引き
続きシンポジウムも開催する予定です。時間の関係
から、今回は会員の研究発表を割愛することになり
ました。
記念公開講演は 今井 雅 晴先生（元 筑波大学教
授）、シンポジウムのパネリストには矢田俊文先生（新
潟大学教授）と前嶋 敏先生（県立歴史博物館学芸
課主任研究員）など日本史のスペシャリストを迎え、
親鸞聖人と恵信尼様および越後・佐渡の真宗門徒
の歩みについて熱く語っていただきます。
この講演会並びにシンポジウムは、会員外にも
公開しますので、お誘い合わせてお出かけくださ
い。
なお、そのハイライトは、７月中に新潟日報朝刊
に１頁にわたって掲載します。（詳細な大会案内は
後日予定）
【新潟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】

展覧会ムード盛り上げのアイテムとして、のぼり旗
（図）を用意することになりました。旗は、「親鸞となむ
の大地―越後と佐渡の精神的風土―」展に協賛する

仏青有志会は教区災害対策委員会と連携し、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―」

