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今 月 の 法 語
〔真宗教団連合『法語カレンダー』より〕

①

別院整備部会では、この御修復期間中に、組や寺院、そ
の他のご希望に応じ、御修復現場視察の受け入れを行っ
ております。
残りわずかな工期（本年 10 月まで）でありますので、是非
この機会に、普段は見ることができない御修復現場をご覧く
ださい。

一切は
縁において生まれ
縁においてあり
縁において去っていく
宮 城 顗

Everything arises, exists and passes away
depending on conditions.
Miyagi Shizuka
第 15 組推進員による別院御修復現場視察の模様

三条教区災害対策委員会のお知らせ
災害支援実行委員会から仙台教区からのお知らせをお
伝えします。
「3.11 東日本大震災・心に刻む集い 命結～去・来・現
のいのちを紡ぐ」
2014 年 5 月 22 日（木）
11:30 開場 13:00 開会 16:00 閉会
会 場
仙台国際ｾﾝﾀｰ 大ﾎｰﾙ
（仙台市青葉区青葉山無番地）
出 演
加藤登紀子、山中信人、木津茂理
主 催
真宗大谷派仙台教区
申込み
抽選 200 名まで。詳細は本号同梱のチラシを
ご参照ください。
その他、「I Love Fukushima T ｼｬﾂ募金」、「NPO 法
人 TEAM 二本松」ボランティア・支援金寄付のお願いにつ
いて、案内チラシを同梱いたします。皆様のご理解とご協力
をお願いいたします。

※所要時間は、１グループ 20 名程度で行った場合、10 分
～15 分です。組やご寺院の行事等でお出かけの際にも、
お気軽にご利用ください。
※工事状況により見学いただけないことがありますので、事
前（１ｶ月程前）にご連絡くださいますようお願いします。
担当： 三条教務所 藤波

日 時

御遠忌実行委員会のお知らせ
三条別院御修復現場視察のご案内
昨年 11 月から三条別院御修復工事に着手し、早、５ヶ月
が経過いたしました。
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声明基本講習会
開催案内既送
◆期 日 2014 年 4 月 4 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
◆内 容 「得度班」「研鑽班」「法務研鑽班」に分けて講習
◆対 象 どなたでも
◆参加費 500 円
◆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） 開催案内既送
◆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）
差別と真宗基礎講座（第 13 組開催）開催案内既送
◆日 時 2014 年 4 月 12 日（土）

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」

②
◆会 場 アトリウム長岡
◆講 師 藤岡正典氏（佐渡組淨願寺）
◆テーマ 「真宗門徒の課題」
◆講 題 「差別問題と信心」
◆問合せ 三条教務所（担当：藤波）

長岡地区坊守研修会
開催案内既送
◆期 日 2014 年 4 月 17 日（木） 9:30～15:15
◆場 所 第 16 組 淨專寺
◆講 師 草間法照氏（第 12 組時水勝覺寺）
◆講 題 死者と生者
◆対 象 坊守・前坊守・准坊守・女性寺族
◆参加費 2,000 円（昼食代含む）
◆問合せ 三条教務所（担当：宮野）
教学研究会
開催案内既送
◆日 時 2014 年 4 月 18 日(金)～19 日(土)
◆会 場 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：西山）
春季声明講習会
開催案内既送
◆期 日 2014 年 4 月 21 日（月） 10：00～16：00
◆場 所 教区同朋会館
◆講 師 藤澤善夫氏（本山堂衆）
◆内 容 『昭和法要式』を中心とした法要式について
◆対 象 僧侶
◆参加費 500 円
◆その他 教師陞補に必要な受講書が発行されます。
◆問合せ 三条教務所（担当：宮野）
第 35 回新潟地区推進員研修会
◆日 時 2014 年 5 月 13 日(火）
◆会 場 第 19 組 高陰寺
◆講 師 村手淳照氏（第２０組光圓寺）
◆講 題 未定
◆参加費 1,500 円（昼食代含む）
◆問合せ 三条教務所（担当：藤波）

開催案内同封

帰敬式実践運動研修会
開催案内後送
◆日 時 2014 年 5 月 14 日(水)
◆会 場 三条教区同朋会館
◆講 師 佐々木憲雄氏（第 15 組光善寺）
◆内 容 帰敬式の意義や課題との向き合い方（予定）
◆問合せ 三条教務所（担当：西山）
新潟地区坊守研修会
開催案内同封
◆期 日 2014 年 5 月 15 日（木）10：00～15：00
◆場 所 第 19 組 玄證寺
◆講 師 廣澤憲隆氏（仏光寺派瑞林寺）
◆対 象 坊守・前坊守・准坊守・女性寺族
◆参加費 2,000 円（昼食代含む）
◆問合せ 三条教務所（担当：宮野）
第 7 回「教勢調査」報告学習会
開催案内同封
◇期 日 2014 年 5 月 21 日(水) 14:00～17:00
◇場 所 教区同朋会館（変更する場合あり）
◇講 師 寺林脩氏（統計調査専門員）
◇内 容 「教勢調査」の統計に基づく報告学習
◇問合せ 三条教務所（担当：西山）

第 35 回長岡地区推進員研修会
◆日 時 2014 年 5 月 24 日（土）
◆会 場 第 12 組(時水)勝覺寺
◆講 師 赤沼義昭氏（第 13 組西方寺）
◆講 題 「荘厳は法を説く」
◆参加費 1,500 円（昼食代含む）
◆問合せ 三条教務所（担当：藤波）

開催案内同封

新潟地区女性研修会
開催案内後送
◆期 日 2014 年 6 月 17 日（火）10：00～15：00
◆場 所 第 22 組淨念寺
◆講 師 里村專精氏（第 20 組最福寺前住職）
◆内 容 「韋提希に学ぶ―思いを超えた現実と観無量寿
経の救い―」
◆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）
宗祖御影巡回（第 23 組）
第 23 組福明寺坊守 佐々木ひとみ
２月１日、阿賀野市の瓢湖のほとりにある「瓢湖憩いの
家」にて、宗祖御影巡回が開催されました。
別院本堂の御修復のため、御影が各地に巡回されるわ
けですが、その第１回目にお遇いすることができました。普
段、別院の本堂の中、遠くからしかお参りできませんが、間
近にお参りできる御縁に感謝するばかりです。
会場には、70 名を超える有縁の方々が集い、勤行をした
後、別院輪番の鷲尾幸雄氏のお話を聞きました。宗祖親鸞
聖人は、正面を向いておられ、「真向きの御影」で、今現在
説法、阿弥陀様の本願を説いておられるお姿だそうです。
私たちがよくお見かけするお内仏の中の親鸞聖人は、斜め
を向き、阿弥陀様の説法を聴聞されている姿だそうです。
「真向きの御影」は、別院など由緒のある寺院に授与され、
遠く京都まで、すぐお参りすることができない私たち門徒が
各地でお参りできるよう配慮されたものです。
その「真向きの御影」のお顔は、温和なふっくらとした聖
人様で、法然上人に似ています。真向かいに座り、お参り
すると、やさしい気持ちになりました。午前中は、輪番さんの
話を聞き、昼食をはさみ、午後からは第 17 組護念寺住職の
細川好圓氏の御法話を頂きました。
「真向きの御影」の前で、お話を聞き、昼食を食べ、金巻
さん手作りの甘酒を頂き、法話を聞き、外の世界は寒かった
けれど、心の中は、あったか、ほっこりしたひとときでした。
２０１３年度 指導者研修会
第 19 組玄證寺 藤田賢哉
２月 24 日から 26 日の二泊三日の日程で、児連指導者研
修会が開催されました。今回は、私たち児連メンバーが京
都真宗本廟に赴いての研修でした。行きには吉崎参拝、帰
りには大谷祖廟、比叡山参拝も盛り込んだ今回の研修は、
青少幼年センターにおいて、子ども会の立ち上げに関する
研修、青少幼年センターとの意見交換、京都教区児連との
交流を目的に掲げて行われました。
子ども会立ち上げに関する研修は、高山教区の江馬雅
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臣師にお越しいただきました。江馬さんは、真宗子ども講座
の施策を通して、６年前にお寺での子ども会を開設しておら
れます。江馬さんが大切にしていることは、「ひとりからはじ
める」「ひとりと出会う」ということです。子どもひとりひとり、抱
えている悩みや苦しみ、痛みをはじめは話してくれなかった
が、信頼関係ができてくると話してくれるようになっていく、
そこに喜びがあると教えてくださいました。

また、子ども会を開くことで課題が明らかになり、「動きな
がら学ぶ」という姿勢で取り組んでおられます。動いている
から失敗するが、動かなければ失敗もないという言葉からは、
失敗を恐れずに一歩を踏み出してみなければ、何も始まら
ないと感じます。
江馬さんは、小学生には楽しんでもらい、一緒にお勤め
をすることを目標にして子ども会をしています。中学生にな
ったら、それまでに築いた信頼関係をもとに悩みを話しても
らい、仏教青年会にもつなげていく段階的な活動をしてお
られます。ひとりひとりの視点に立って、「共に悩み、共に生
きる」ことを目指しておられる姿勢がとても印象的でした。

③

がされました。
様々な差別が横行する中、女性差別に焦点を絞っての
内容でした。 講義の冒頭に、戦前の男女差別（＝三従＝
親権問題）と戦い子供のために自ら命を絶って死んでいっ
た金子みすゞさんの生涯をお聞きして、彼女がどんなに悔
しかっただろうと、同じように幼い子供を持つ母親として、私
も胸が締め付けられる思いでした。
そして戦後、男女のいのちの平等性をうたった条文（日
本国憲法２４条）が制定され、戦前の様な女性差別が行わ
れていた事が信じ難い時代となりましが、『女性（男性）らし
く』『女（男）のくせに』といった言葉が私たち現代人の口から
発せられている以上、まだまだ差別は色濃く残っていると感
じました。私自身も、それが”差別”なのか”区別”なのかを
今も悩んでいます。

また、大谷派が大戦下での男性(住職)不在等の理由で
住職代務者としての女性の得度を認可してから７０年が経
過し、平成の世となり、ようやく初の女性住職が誕生し、現
在１２０名程の女性が住職として活躍していると聞いて、あま
りの人数の少なさに正直なところ驚きました。
差別は間違っていると頭では分かっていても、私たちが
凡夫である以上、差別と無縁では生きていけません。だから
こそ、金子みすゞさんが残された『みんなちがって、みんな
いい』という詩（ことば）が思い返されます。
教区女性研修会報告
第 15 組淨福寺 青山えい子
東京大空襲から 69 年、明日が 3.11 震災から３年という３
月 10 日、第 12 組安淨寺住職である安原晃氏より「宗祖とし
ての親鸞聖人に遇う」のお話を頂戴しました。

京都教区児連の皆さんとともに研修を受けましたが、京
都教区では子ども会立ち上げに関心をもっている方も増え
てきているとのことです。子ども会を通して、教区の枠を越
えて京都教区児連、青少幼年センターの皆さんとも出会うこ
とができました。人としっかり出会っていくことが根底でつな
がっていると感じた研修でした。
差別と真宗共学研修会報告
第 24 組専明寺坊守 松木祐子
去る３月４日、講師の山内小夜子先生（解放運動推進本
部員）から『真宗教団と女性差別問題』とのテーマにてお話

④

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」

宗祖親鸞聖人 750 回御遠忌間近の東日本大震災・福島
原発事故・メルトダウンに、急遽「被災者支援のつどい」（黒
衣・五条袈裟、平座でお勤め）に変更されたことは、皆様も
記憶に新しいことです。８年に及ぶ準備、中止への賛否両
論、限られた時間の中でこの決断を下された当時重責者と
してのご苦労、大変だったといただけました。
安原氏は、「“決断”の裏に、じーっと待っていてくださっ
た方がおられる」「遇うことは、待っていてくださることを、受
けとめて頂くこと」と示唆くださいました。私共の日常の決断
も、そうなのですね。
また、人知中心・科学万能の闇のお話もあり、私自身、ス
イッチ１つで灯りがともる生活、あふれる物資、便利に座り込
んでいます。考えることを放棄しています。
「何故」の感覚こそ、いのちが感じられるところ、私を掘り
起こしてくださるところ、「感じてください。感じてください。」と
お話しくださいました。
安原氏の訳された「和訳回向曲」は、いつも涙で歌えなく
なります。「あの方が、和訳された方なのですか。会えて、お
話しが聞けて嬉しい。曲が間近になれた。」「素敵なメロディ
ーだから楽譜がほしい。」と、いろいろな方との出遇いがあり
ました。

・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
4/1（火）
4/2（水）
4/4（金）
4/5（土）

9:30

4/7（月） 14：00

16:00
4/8（火） 10:00
14:00
4/10（木）
4/11（金） 15:00
4/12（土） 14:00
16:00
4/14（月） 14:00
4/15（火） 14:00

皆様の「感じたこと」を聞き合い、生きていることを実感し
合う時間、司会進行はなかなか不手際が多いですが、皆様
と共に作り上げていく座談の大切さ、有難さを、改めて感じ
ています。

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 3/9～4/19 安本浩樹（山陽教区 專光寺）
4/20～5/31 二階堂行壽（東京都 專福寺）
（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

4/16（水） 15:00
4/17（木） 9:30
14:00
4/18（金） 13:30
4/19（土） 14:00
4/21（月） 10:00
14:00
4/22（火）
4/24（木）
4/24（金）
4/26（土） 14:00
4/27（日）
4/30（水） 15:00
5/8（木） 13：30
14:30
5/13（火）
5/14（水） 14:00
5/15（木） 9:30
5/16（金） 14:00
5/17（土） 14:00
5/19（月） 14:00
5/20（火） 14:00
5/21（水） 14:00
5/23（金）
5/24（土） 14:00
5/29（木）
5/31（土） 14:00

２０１４年
～3 日 福島の子どもたち一時保養
～3 日 教区会選挙人名簿縦覧期間
～3 日 別院子ども奉仕団
声明基本講習会
保育新任者研修会
真宗学院始業式
（遠）親鸞聖人顕彰ｽﾀｯﾌ会議
（遠）法要部会
青少年研修会部門会議（御坊市）
教学研究会事前学習会/輪読会
女性研修会部門ｽﾀｯﾌ学習会/会議
第 19 組宗祖御影巡回
青少年関係研修会部門全体会議
～11（金）靖国問題交流学習会
～12 日 教区会選挙立候補届出期間
児童教化研修会部門会議（夏の集い）
真宗学院
差別と真宗基礎講座（第 13 組）
選挙管理会
（遠）同朋大会合唱団練習
（遠）広報部会
企画委員会
選挙管理会
女性助音説明/相談会
長岡地区坊守研修会
第 15 組組門徒会（御修復現場視察）
～19 日（土） 教学研究会
真宗学院
春期声明講習会
（遠）整備部会
～23 日 教区会選挙不在者投票期間
選出教区会議員選挙の日
選出教区会議員選挙開票
真宗学院
教区同朋大会
靖国問題研修会部門会議
院議会臨時会
教区会臨時会
新潟地区推進員研修会
帰敬式実践運動研修会
新潟地区坊守研修会
企画委員会
真宗学院
（遠）実行委員会
教区改編委員会
教勢調査学習会
推進員別院奉仕
真宗学院
～30 日 みのりの会（坊守会/月岡温泉）
真宗学院

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

三条教区・三条別院宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌法要 2015 年 5 月 19 日～24 日 「親鸞さんに おあう」
6/5（木）
6/7（土） 14:00
6/8（日）
6/12（木）
6/14（土）
14:00
6/16（月） 13:30
6/17（火） 9：30
6/19（木） 14:00
6/21（土） 14:00
6/21（日）
6/28（土） 14:00

（遠）宗祖御影巡回（第 12 組）
真宗学院
差別と真宗基礎講座（第 20 組）
（遠）宗祖御影巡回（第 11 組）
～13 日 連区坊守研修会（東京）
～15 日 東北連区保育大会
真宗学院
～17 日 新任教師研修会（教学）
新潟地区女性研修会
教化ｾﾝﾀｰ閉講式
企画委員会
真宗学院
（遠）宗祖御影巡回（第 10 組）
（遠）宗祖御影巡回（第 10 組）
真宗学院

（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
なむ街道を歩く 25 日間の旅がスタート
特別展「親鸞となむの大地」が、いよいよ今月 26 日から
始まります。
また、そのプレイベント「なむ街道を歩く 25 日間の旅」は、
既に親鸞聖人の誕生日４月１日に桜満開の京都を出発しま
した。京都の岡崎別院から新潟県長岡市の県立歴史博物
館まで約５３５km を、北海道から沖縄まで全国各地から参
集した４５歳から８０歳までのウォーカー１７名が、デイリー参
加の数十名と共に、いま、新潟を目指して歩いています。桜
前線を伴って、４月１９日(土)に本県糸魚川へ入ります。ゴ
ールの２５日には特別展「親鸞となむの大地」のオープニン
グセレモニーが開催されていて、その会場に全行程を完歩
到着したウォーカーの皆さんが入場され、式典は最高潮に
なることでしょう。
三条教区には歩く方もおられることですが、道で京都から
のウォーカー達に遭遇することがありましたら、大きな声援
をお願いいたします。

③ゴールデンウイークは避けた方が賢明です。例年、小中
学校の団体見学で混みます。
④午前は団体で混みがち。午後がお勧めです。
⑤音声ガイドの機器あります。スタッフ不足のため学芸員に
よる解説は、要請があってもお応えできない時があります。
図録(２５５頁)は定価\2.000-です。
⑥前売り券持参してバスでお越しの場合は、予めバスの中
で券を集めておき、団体入口で一括提出くださいますと、
待たずに入場できます。
⑦計画が決まりましたら、県立歴史博物館へ見学日時をご
連絡ください。TEL 0258-47-6130
⑧不明な点は、博物館へお問い合わせください。
新潟県立歴史博物館／TEL 0258-47-6130
FAX 0258-47-6136
有意義な見学になりますようご来場をお待ちしています。

北方文化博物館 特別展
「句仏上人と伊藤家の人々特別展」
このたび、三条教区が後援しております「親鸞となむの大
地展」（於：新潟県立歴史博物館）の開催に合わせ、北方文
化博物館にて伊藤家にゆかりのある大谷光演東本願寺第
23 代門首の作品や関連資料が展示されます。
全国を布教のため新潟入りした際、一週間ほど伊藤家に
滞在し、残した書の数々。その扁額や幅が展示されるほか、
「句仏上人（句を以って仏徳を讃嘆する）」の名で俳人として
も活躍した大谷光演の詠んだ歌の色紙も展示されますので、
ぜひご観覧ください。
場 所

北方文化博物館 中の間（中奥）
（新潟市江南区沢梅 2-15-25）
期 間
2014 年４月１日（火）～６月 10 日（火）
入館料
大人（一般 800 円・団体 700 円）
お問合せ 北方文化博物館
電話： 025-385-2001
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://hoppou-bunka.com/
新潟県立歴史博物館～北方文化博物館 車で約７５分
新潟県立歴史博物館にて開催される「親鸞となむの大地
展」は、2014 年４月 26 日（土）～６月８日（日）開催です。

団体旅行計画 チェックポイント
もう、前売り券はお求めになられましたか？
団体旅行をご計画のお寺も多いことと存じます。
これからの方は次の点を参考にされてください。
①休館日にご注意!! (休館日 5 月 12・19・26 日、6 月 2 日)
②会期中に展示替えがあります。お目当ての品がある場合
は、博物館にお問い合わせください。
例／親鸞聖人像(熊皮御影／奈良博 重文):4/26～
5/19 七箇條制誡(二尊院 重文):5/20～6/8
一念多念文意(東本願寺 重文):4/26～5/19 恵信尼文
書(西本願寺 重文):通期ただし巻替えあり
六角宝塔(浄興寺): 4/26～6/6

⑤

【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/

