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三条教区通信
第７８・７９合併号
本年賜わりました皆様の御懇念に深謝申し上げ
明年も変わらぬお力添えをお願い申し上げます

今 月 の 法 語
〔真宗教団連合『法語カレンダー』より〕

念仏者とは

一切衆生を

「御同朋」として
見出していく存在
宮城 顗 1931～2008 年

Nembutsu followers are those who
treat all beings as equals.
Miyagi Shizuka (1931-2008)

三条教区災害対策委員会のお知らせ
本年の集中豪雨・台風により被害を受けられた方々に
心からお見舞いを申し上げます
皆様にご協力いただいております三条教区独自の東日
本 大 震 災 救 援 金 は 、 2013 年 12 月 １ 1 日 現 在 、 総 額
13,897,315 円となりました。
これまでの救援金寄託状況及び復興支援活動資金の使
用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
1,170,237 円

仙台教区 2012 年４月 13 日
東日本大震災復興支援活動資金

ご報告いたしますとともに、さらなるご協力をお願い申し
上げます。

御遠忌実行委員会のお知らせ
広報部会が「知る・学ぶ・関わる」をコンセプトとしてつくる
『御遠忌通信』第 15 号が発行されました。三条別院お取り
越し報恩講を機会に開催された金澤翔子氏席上揮毫や別
院御本尊動座式の様子などを掲載しています。どうか御高
覧くださり、有縁の方々への教区御遠忌のお知らせとして、
ご活用くださいますようお願いします。

①

また、整備部会からは、報恩講並びに動座式の後、始ま
りました三条別院御修復工事についてお知らせする『教区
通信 御遠忌特集第２号』が発行されました。旧御堂の教化
センターと講堂を兼ね備えた施設としての改修工事内容に
ついてもお知らせしていますので、どうぞご覧ください。
これら発行物については、12 月・１月分合併の全寺院発
送物に 20 部ずつ同梱しております。御寺院の年始参りなど
の機会に配布いただきたく、余分を用意しておりますので、
ご要りようの場合は、教務所へお申し付けくださいますよう
お願いします。
～同朋会館の一部改修工事について～
別院整備工事が始まり、年明けから同朋会館玄関吹き抜
け部分、各トイレの一部改修工事が行われます。来館され
る皆様には、通行等にご不便をおかけいたしますが、ご容
赦くださいますようお願いいたします。
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教区女性研修会
開催案内後送
◆期 日 2014 年 3 月 10 日（火）
◆場 所 教区同朋会館
◆講 師 安原 晃 氏（第 12 組安淨寺住職）
◆対 象 どなたでも
◆参加費 1,500 円（昼食代含む）
◆問合せ 三条教務所（担当：宮野）
交流学習会（靖国問題研修会部門） 開催案内同封
◆期 日 2014 年 4 月 10 日（木）～11 日（金）
◆場 所 満蒙開拓平和記念館（長野県阿智村）
◆対 象 どなたでも
◆参加費 30,000 円程度（旅費・宿泊費・食費を含む）
◆問合せ 三条教務所（担当：宮野）
（児童）指導者研修会
開催案内同封
◆期 日 2014 年 2 月 24 日（月）～26 日（水）
◆場 所 青少幼年センター（京都）・真宗本廟
◆講 師 江馬 雅臣 氏（青少幼年センター幹事））
◆対 象 お寺で子ども会を開くことに関心のある方
◆参加費 38,000 円
（京都までの交通費、宿泊費、食費を含む）
◆問合せ 三条教務所（担当：五辻）
教区坊守研修会報告
第 10 組善勝寺 榎並葉子
私は、講題「念仏に自信がありますか」を見た瞬間、一瞬
ハッと我に返った。正直なところ、お念仏に自信などある筈

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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が無い。ただ、人様が唱えているから一緒に唱和しているこ
とが多いのが現状である。
でも、日頃の自分の日常生活を振り返ったとき、何と毎日
本堂の御本尊様の前で、無心に念仏を称えている自分が
いるのである。
阿満先生は、念仏について次のようなことをたくさん話さ
れた。
宗教は、人間が未完成であるから、人生の矛盾や不安の
中で、それを補うような本当のものがたりに出遇うための手
段である。
宗教は、常識・自我ではついていけないものでできてい
て、それらを超えている。
念仏は死者のための鎮魂であり、呪文であると世間で理
解されていることが多いが、その上で、そう理解している
方々に、念仏は自分が仏法に出遇って、仏になっていく教
えなのだと伝えていくこと、また、自分自身が、本願念仏を
生きる根拠にしていくことが大切である。
人間は例外なく凡夫であるが、凡夫が凡夫のまま救われ
る仏教とは、阿弥陀仏の本願のうなずきをもつ念仏をひた
すら称えることで、それが唯一凡夫にできることである。
私が念仏をしたときだけ、阿弥陀仏は私の中に存在し、
私の外側にあるものではない。念仏するそれぞれの中で阿
弥陀仏がはたらいているのだから、そこに差は無く、念仏者
は平等である。
信心は念仏によってしか得ることのできないものであって、
決断し選ぶという意味で信心を得るとはどういうことなのかと
言えば、ただひたすら念仏をすることでしか、獲得すること
のできないものではないだろうか。
等々、いろいろ先生のお話をお聞きしていて、やっぱり
私には、念仏に対する自信などないが、日々の生活の中で
自然と念仏を称えている自分の姿をみるとき、それでも無意
識の中にも多少なりとも「自信」があるのだろうかとも思うこの
頃である。
全国坊守同朋大会報告
第 10 組専福寺 毛利弘美
去る１０月９日、台風の影響と、全国から多数参集された
坊守の熱気で夏のような暑さの中、御影堂において全国坊
守同朋大会が開催され、三条教区も会長はじめ 36 名が参
加した。
大会では辛淑玉（ｼﾝ･ｽｺﾞ）さんによる基調講演、それを
受けてのパネル・ディスッカッションなどがあり、気温室温以
上のパワー溢れる場だった。
辛さんの講演では、日頃私たちが何か変だと思いつつ諦
めてきた女性の立場を、時にはジョークで、時には辛辣に
語られ「あら、そういうことだったの？」の講題どおり、私たち
女性に問題の深淵を提起していただき、気付かせてもらっ
た。また、パネリストの狐野やよいさんは、ご自身のお母様
の寺での生活の様子を話された。聞法したい、出向きたい
と渇望しつつも、寺での際限ない仕事に忙殺されていらし
たこと、住職はその思いをちゃんと汲んでいらっしゃり、たと
え優しい言葉はかけはなくとも、ある日、常に坊守が立って
いる台所に本堂の法話が聞こえるスピーカーが設置されて

いたことなど、そこには一見、従属的封建的に見える住職
坊守の寺での生活の中でも、お互いの尊重がそこにはあっ
たのではないだろうかと感じた。
寺に身を置かせてもらっているわたくし共も、男女の性差
を理解し認め合い、互いに尊重「たっとび、うやまう」ことの
大切さを気付かせてもらい、また共に御同朋として念仏の
道を歩んでいきたいと強く感じた大会であった。

教 務 所 か ら の お 知 ら せ
◎法務手伝いについて
新潟市中心部の寺院で法務手伝いのできる方を探して
います（20～30 歳代）。
ご希望の方は教務所までご連絡ください。
◎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 12/8～31, 1/8～25 宮部 渡氏（大阪教区 西稱寺）
1/1～7
里雄康意 宗務総長
1/26～3/8 本多雅人（東京教区 蓮光寺）
（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
12/16（月）
16:00
12/17（火）14:00
12/18（水）14:00
12/19（木）15:00
12/20（金）10:00
14:00
15:00
12/21（土）14:00
12/24（火）13:30
14:30
12/26（木）14:00
12/28（土）
1/16（木） 13:30
16:00
1/20（月） 15:00
1/21（火） 14:00
1/27（月） 11:00
14:00

２０１３年
～1/16 （遠）会館玄関・吹き抜け工事
（遠）広報部会
推進員教習部門会議
企画委員会
児童夏の集い会議
女性研修会スタッフ学習会
差別と真宗共学研修会会議
教学研修会合宿
真宗学院
災害対策委員会
（遠）実行委員会
真宗学院指導会議
～1/5（日） 教務所事務休暇
２０１４年
（遠）法要部会小委員会
靖国問題研修会部門会議
声明講習会部門会議
企画委員会
坊守会たより編集会議
青少年研修関係３部門全体会議

三条教区帰敬式実践運動スローガン ／ ― 帰敬式を受けましょう ― “いただきます” 法名を今
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1/29（水） 14:00
2/1（土）
2/19（水） 14:00
2/24（月）
3/1（土） 13:00
3/4（火）
3/7（金）
3/10（月）
3/17（月）
3/28（金）
3/31（月）
4/5（土）
4/10（木）
4/15（火）
4/18（金）
4/24（木）
4/27（日）
5/13（火）

13:30
14:00
14:00

14:00
13:30

14:00

（遠）法要部会
（遠）鎚起銅駒札打ち初め式
企画委員会
～26（水）児童指導者研修（真宗本廟）
真宗学院特別講義３
正副組長選挙期日（3/26 まで）
「差別と真宗」共学研修会
同朋の会教導連絡協議会総会
教区女性研修会
企画委員会
選出教区会議員選挙発令日
正副組長任期満了日
保育新任者研修会
～4/11（金）靖国問題交流学習会
企画委員会
～19 日（土） 教学研究会
選出教区会議員選挙の日（予定）
教区同朋大会
企画委員会

（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。

新潟親鸞学会からのお知らせ
特別展「親鸞となむの大地－越後と佐渡の精神的風土－」
まで３ケ月
謹賀新春 旧年中は何かとお世話になり有難うございま
した。
いよいよ今春は特別展や関連イベントが開催されます。
教区内ご寺院ご門徒の皆様には、一層のご理解ご支援の
ほど切にお願い申し上げます。願わくは、この活動が嚆矢と
なり、明年の三条教区御遠忌法要に向けて、さらに大きなう
ねりになっていくことを期待しております。
◎前売り券の販売にご協力ください
昨秋、県内ご寺院へポスター・チラシをお届けし、実行委
員会から１万５千枚の前売り券を購入して、関係者によって
配布させていただきました (一部地域では現在配布中) 。
これは御寺院に先行販売していただくための方途です。
１月４日からは一斉に前売り券が、新潟日報販売店・伊
勢丹・駅の本屋(文信堂)・紀伊国屋・イオン新潟県内１６店
舗・アピタ長岡店・セブンイレブン県内各店・セーブオン県
内各店・各美術館・各博物館などで発売解禁になります。と
りわけ新聞配達員が「あんたの家は門徒だったよね。だった
ら前売り券買っておいたほうがイイよ」と、軒並み売り歩くこと
が予想されます。新聞店で売れても当会の実績にはなりま
せん。
先手必勝、ご寺院ご門徒には、その前にお買い求めい
ただきたいところです。三条教務所でもお買い頂けます。
◎新潟日報紙に広告を頻繁に掲載します
４月１９日(土)朝刊に別刷り８頁のカラー特集を掲載する
ほか、１２月 27 日・１月中旬・３月 26 日にも１頁の特集を予
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定しています。そのほか広告が頻繁に掲載されて開催ムー
ドを盛り上げます。
◎関連イベント プレ記念講演会
会期中には新潟県立歴史博物館講堂で、５月４日・５月１
８日・６月１日の３回、記念講演会が開かれます。そのほか
展覧会実行委員会・新潟親鸞学会・真宗教団連合新潟県
支部の共催による次の特別講演会が、落語から仏教に親し
んでもらう視点で近年著名の、釈 徹宗氏を迎えて開催さ
れます。ぜひご予定ください。
日 時 ３月８日(土) 14:00～15:30
会 場 新潟ユニゾンプラザ多目的ホール
(新潟市中央区上所 2-2-2)
参加費 一人\500-(展覧会前売り券ご持参の方は無料)
定 員 先着 300 名(事前申込不要、当日受付順)
講 題 「現代を生きる力としての仏教」
講 師
釈 徹宗氏(本願寺派如来寺住職・相愛大教
授・NPO 法人リライフ代表)
◎「なむ街道を歩く２５日間の旅」募集始まる
800 年の時を超えて、親鸞聖人・恵信尼さまが流罪のおり
にたどられた道を歩く、壮大なプロジェクトの参加募集が始
まりました。近日中に各ご寺院へご案内のチラシが配送さ
れる予定です。
(社団法人)日本ウォーキング協会の主管により、沿線各
県のウォーキング協会の協力、SG ホールディングスの協賛、
真宗教団連合・(公財)全日本仏教会・新潟県・新潟市・長
岡市・上越市・佐渡市・柏崎市・糸魚川市・京都新聞社・北
国新聞社・新潟日報社・TV 各社・FM 各社などの後援をえ
て、実行委員会でその準備が進められています。
桜前線とともに貴方もご一緒しませんか？
開催期日
2014 年４月 1 日（火）〜４月 25 日（金）
開催場所 踏破コース（京都/岡崎別院〜長岡/新潟
県立歴史博物館／530km）
参加費用
全行程参加 お一人\288.000-(25 泊 26 日
間／宿泊費朝食付き)60 名まで７デイリー
参加１ 日 \1.500-( ｳ ｫ ｰ ｷ ﾝ ｸ ﾞ 協 会 会 員 は
\500-)
お申込み・お問い合わせ先
アプロ株式会社内「なむ街道を歩く２５日
間の旅」係
電話 052-223-8320 FAX 052-219-5232
【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

