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 ７２ 号

今 月 の 法 語
〔真宗教団連合『法語カレンダー』より〕

ぶっ ち

仏智に照らされて
初めて
愚鈍の身と知らされる
信國 淳 1904 年～1980 年
『いのちは誰のものか』より
（樹心社 2005 年 4 月）

Illuminated by the Buddha’s wisdom,
for the first time,
I am made aware of my own foolishness.
Nobukuni Atsushi (1904-1980),
Inochi wa dareno monoka.
Jushinsha, April 2005.

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５月 27 日現在、総額 13,729,326
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
「差別と真宗」基礎講座
開催案内既送
◆日 時 ２０１３年６月２日（日）
◆会 場 第 12 組 淨照寺
◆講 師 今泉温資氏（往生人舎主宰）
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◆テーマ 差別と真宗
◆参加費 500 円（昼食代含む）
◆問合せ 三条教務所（担当：藤波）
新任教師研修会
開催案内既送
◆日 時 2013 年 6 月 10 日（月）～11 日（火）
13:30～翌日 12:00
◆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
◆参加費 3,000 円（宿泊・食事代含む）
◆問合せ 三条教務所（担当：森）
別院フォーラム（御坊市）
開催案内同封
◆日 時 2013 年 6 月 15 日（土）～16 日（日）
両日とも 10:00～16:00
◆場 所 三条別院本堂・旧御堂・諸殿
◆参加費 無料
◆その他 運営スタッフ募集中！
◆問合せ 三条教務所（担当：五辻）
春季声明講習会
開催案内同封
◆日 時 2013 年 6 月 19 日（水）10：00～16：00
◆場 所 教区同朋会館
◆講 師 藤澤善夫氏（堂衆）
◆内 容 御遠忌法要の勤め方（荘厳を中心に）
◆対 象 僧侶
◆参加費 500 円
◆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：五辻）
第 19 回全戦争犠牲者追弔法会 開催案内同封
◆日 時 2013 年 7 月 6 日（土）13：30～16：00
◆場 所 三条別院
◆問合せ 三条教務所（担当：五辻）
第 51 回児童夏の集い
開催案内同封
◆日 時 2013 年 8 月 20 日（火）～22 日（木）
◆場 所 長野市戸隠キャンプ場
◆テーマ 友達の輪～つながり～
◆その他 運営スタッフ募集中！
◆問合せ 三条教務所（担当：五辻）

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
◎新任職員着任のご挨拶
このたび、５月７日付で三条教務所書記補を拝命
いたしました、宮野慧（めぐみ）と申します。奥羽教区
の秋田県出身です。
この春大谷大学を卒業
し、宗務所に入所いたしま
した。この三条教区が、初
めての配属先になります。
一度も訪れたことの無い土
地 で不安 ですが、教 区の
方々にあたたかく迎え入れ
ていただき、今ではこの場
所で頑張らせていただきた
いという気持ちの方が強くなりました。
親鸞聖人も歩まれたこの地にご縁をいただいたこと
に感謝し、教区の皆様と出遇っていくなかで、三条教
区が私にとって、第二のふるさとのような大切な場所
になっていくといいなと思っております。
まだ右も左もわからない未熟な身ではございますが、
再来年の教区御遠忌法要に向けて、また日々の宗務
に精一杯尽くしてまいりますので、どうかご指導ご鞭
撻のほど、よろしくお願いいたします。

封建的な宗門のあり方に危機感を唱えた「宗門白書」
や、宗門人がより処とすべきことを問い続けられた清沢
満之の思想から、一人ひとりの信心が繰り返し問いなお
されてきた歩みが同朋会運動であることを学ぶ。また、現
代社会の諸問題を見つめ、社会に対してどのように親鸞
聖人のみ教えが開かれていくべきか、共に考え、実践し
ていく大切さにふれる。

法話 CD「本願に生きた念仏者」③浄土の教学
本願に生きた念仏者シリーズ第３弾！！
発行日： 2013/4/9
価 格： \1,800
「同朋会運動の
願いに聞く集い」
（1980 年 2 月 22 日）
において行われた
安 田 理 深 氏 の講 演
「浄 土 の教 学 」を収
録。切り離して〝しおり〟としてご使用いただける特典
「安田氏直筆の書」を封入。

法話 CD「本願に生きた念仏者」④『一人の尊さ』
宗門の近代教学の礎を築いた諸師の法話ＣＤ化第 4 弾！
発 行日： 2013/5/27
価

◎法務手伝い希望について
教区内勤務希望 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。
◎「東本願寺電子 Book ストア」の開設
５月 20 日から「東本願寺電子 Book ストア」が開設さ
れました。東本願寺の書籍がパソコン・スマートフォ
ン・タブレットで読める電子ブックの専用ストアで、宗
教団体としては初めての開設となります。
ぜひ、専用サイトをご覧いただくとともに、有縁の
方々に周知いただきますようお願いいたします。

URL: https://higashihonganji.e-shelf.jp/
または 東本願寺電子ブックストア で検索。
詳細は、宗派ホームページ上の「お知らせ」をご覧
ください。

http://www.higashihonganji.or.jp/news/publication/2635/
◎出版物のご紹介
同朋会運動の願い
同 朋 会 運 動 が始 まった背 景 とその
願いを学ぶ入門書。
著 者： 草間法照
シリーズ： 伝道ﾌﾞｯｸｽ
発行日： 2013/04/28
価 格： \250
―帰敬式を受けましょう―

格： \1,800

書籍化された文
字だけではわからな
い松原氏の生きた
言葉を通して現代を
生きる私たちが親鸞
聖人の教えにふれ
る機縁となる法話 CD です。
高倉会館での親鸞聖人讃仰講演会（1972 年 11 月 26
日）において行われた松原祐善氏の講演「一人の尊さ」
を収録。一人ひとりの身にかけられた仏の誓願が念仏の
道となって、私たちは日々を歩ませていただいている･･･。
氏の臨場感溢れる講演録。切り離して〝しおり〟として
ご使用いただける「松原氏直筆の書」を封入。

◎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 5/12～6/22 田村晃洋（東京教区）
（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
いただきます 法名を 今

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」

○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
6/1（土）
6/2（日）
6/3（月）
6/4（火）

6/5（水）

12:00
14:00
16:00

13:00
14:00
15:00
14:00

15:00
17:00
6/7（金） 14:00
6/8（土） 14:30
6/10（月） 13:00
6/11（火） 14:00
6/12（水） 14:00
6/13（木）
6/14（金）
～15 日
6/15（土）
6/19（水）

14:00
14:00

10:00
10:00
14:00
6/20（木） 10:30
14:00

6/21（金）
6/22（土）
6/24（月）
6/27（木）
6/30（日）
7/6（土）
7/10（水）
7/11（木）
7/12（金）
7/18（木）
7/19（金）

17:00
14:00
14:00
14:00
13:30
14:00
14:00
14:00
14:00
10:00
14:00

7/20（土）
7/23（火） 13:00
14：30
7/24（水） 14:00
7/25（木） 14:00

7/26（金）
7/27（土）
7/29（月）
8/2（金）
8/3（土）
8/6（火）
8/8（木）

③

13:30

教区会
第 13 組推進員養成講座（宮原善行寺）
10:00 教区門徒会
14:00 大谷大学同窓会
14:00 別院院議会
13:30 真宗同朋の会推進員連絡協議会総会
13:30 正副組長会
14:00
教化ｾﾝﾀｰ
8/15（木） 14:00 教化ｾﾝﾀｰ
8/20（火）
～22 日 第 51 回児童夏の集い
（遠）は三条教区宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌実
行委員会関連であることを示します。
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。

２０１３年
～2 日 東北連区保育大会（新潟ﾁｻﾝﾎﾃﾙ）
「差別と真宗」基礎講座（12 組淨照寺）
御坊市ｽﾀｯﾌ会議
～5（水） 東北連区坊守研修会（高
田教区）
新任教師研修会ｽﾀｯﾌ会議
青少年 3 研修会部門全体会議
（遠）各専門部会主査会
帰敬式広報作業部会
新潟親鸞学会からのお知らせ
同朋の会教導代表者会議
このたびは、2013 年７月から新潟日報に連載が開
（遠）法要部会
教学研究会輪読会
始される五木寛之作『親鸞―激動編』の挿絵を手掛
教区教化委員会総会
ける画家 山口晃氏の新潟発個展についてご紹介さ
～9 日 第 10 組主催推進員養成講座
せていただきます。
～11 日新任教師研修会
期間： 平成 25 年７月 27 日（土）～９月 29 日（日）
真宗学院運営委員会
会場： 新潟市美術館
（遠）実行委員会
山口晃氏サイン会とトークショーも開催されます。
別院責任役員会
詳しくは、６月の教区全寺院発送物に同梱されるチ
教化ｾﾝﾀｰ
教区会参事会・教区門徒会常任委員会
ラシをご覧ください。
教区坊守会「みのりの会」（佐渡組）
【新潟親鸞学会入会の申し込み・お問い合わせ】
～16 日御坊市（両日 16:00 まで）
新潟親鸞学会事務局 担当 富沢慶栄
春季声明講習会
〒951-8061 新潟市中央区西堀通二番町 783 超願寺内
教区会臨時会・教区門徒会臨時会
☎025-222-2820 FAX 025-222-2830
Ｅメール ｃｈｏｇａｎｊｉ＠ｎｉｆｔｙ.ｃｏｍ
声明会講習会
新潟親鸞学会デスク（ブログ）：
（遠）広報部会
http://niigata-shinran.cocolog-nifty.com/blog/
教化ｾﾝﾀｰ
教学研究会如来会
別院院議会臨時会
三条仏青有志会ボランティア
～24（月） 第 20 組後期教習上山（真宗本廟）
三条仏教青年有志会は教区災害対策委員会と連
児童夏の集いｽﾀｯﾌ会議
携し、東日本大震災で被災された方々の支援活動を
教化ｾﾝﾀｰ
第 13 組推進員養成講座（宮原善行寺）
行っています。活動に参加いただける方はご連絡くだ
全戦争犠牲者追弔法会
さい。
教区会監査
連絡係 藤井信彰（14 組長楽寺）shinsho@nct9.ne.jp
教化ｾﾝﾀｰ
御依頼適正審議会
教化ｾﾝﾀｰ
教区門徒会常任委員会
教区会参事会
第 20 組推進員養成講座（会場未定）
教区会特別委員会
教区会決算委員会
教区会予算委員会
別院責任役員会
教化ｾﾝﾀｰ
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―」

