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１１年を休止していたため、今回は 2005 年の第 17 回大会か
ら９年ぶりに開催された第 18 回大会となりました。１年後の
御遠忌法要に向かうお待ち受け決起大会とし、第１部では
三条教区御遠忌実行委員会の楠 雅丸委員長（第 18 組西
源寺住職）及び各部会代表者による御遠忌に向けた取り組
みが発表されました。
第２部では仏教讃歌合唱と記念講演が行われ、仏教讃
歌合唱は、教区内の合唱団の方々、108 名が結集した合唱
の初お披露目となりました。曲間のナレーションや参加者と
ともに合唱する場面もあり、会場全体が和やかに一体となり
ました。明年の御遠忌音楽法要での活躍が期待されます。

およびごえ
お軽

What I heard yesterday, and today again,
is the Buddha’s voice calling me to come
without fail.
Okaru

三条教区災害対策委員会のお知らせ
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 、 2014 年 5 月 1 日 現 在 、 総 額
14,014,021 円となりました。なお、三条別院春彼岸会で開
催された東日本大震災復興支援チャリティーバザーにおい
て、60,490 円の寄付をいただきました。ご協力頂きました
方々に御礼を申し上げます。
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
教区お待ち受け同朋大会開催
2014 年４月 27 日（日）、長岡市立劇場にて三条教区宗祖
親鸞聖人 750 回御遠忌お待ち受け同朋大会が開催され、
1,036 名の寺族・門徒が集いました。３年に一度開催される
教区同朋大会ですが、本山御遠忌のため、2008 年及び２０

記念講演は、東京都葛飾区亀有からお越しいただいた
本多雅人氏（蓮光寺住職）を講師に、「生きるということ、死
ぬということ－存在の尊さの回復－」という講題でお話を頂
きました。講師から、最近お念仏の声があまり聞こえなくなっ
てきましたが、ご一緒に念仏しましょうという呼びかけがある
と、会場中に「なんまんだぶつ」の声が響きわたりました。
三条教区駐在教導 西山郷光
駒札立柱式
４月 30 日（水）13 時か
ら三条別院山門前にて、
駒札立柱式が執り行わ
れた。
御遠忌実行委員会で
は、宗祖御遠忌の記念
事業として、鎚起銅器製
駒札の制作を企画し、
その制作を玉川堂（燕
市）に、題字を書家・金
澤翔子氏に依頼。そし
て、玉川堂をして「玉川
堂史上最大」と言わしめ
た銅板を使用し、世界
で始めての鎚起銅器製
駒札の前で挨拶を行う
楠実行委員会委員長
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駒札が完成した。
立柱式は、御遠忌実行委員会委員のほか、宗議会・参
議会議員をはじめとする教区・別院役職者が見守る中、駒
札を制作いただいた玉川堂の七代目当主である玉川基行
氏、三条市長（代理）、地域の自治会長、商店街の会長・理
事長など、14 名の方々に臨席いただき、来賓全員によるテ
ープカットを行った。
なお、立柱式後、駒札は白布で覆われ、５月６日開催の
三条マルシェにおいて除幕式を行い、一般公開される。
三条教務所書記 五辻広大
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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 「真宗門徒として生きる」
◆参加費 1,500 円（昼食代含む）
◆問合せ 三条教務所（担当：藤波）

案

内

開催案内既送

帰敬式実践運動研修会
開催案内同封
◆日 時 2014 年 5 月 14 日(水)14:00～17:00
◆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 帰敬式執行にかかる具体的事案の報告と検討
◆問合せ 三条教務所（担当：西山）
新潟地区坊守研修会
開催案内既送
◆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 三条教区同朋会館（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）

開催案内既送

「差別と真宗」基礎講座（第 20 組）
開催案内同封
◆日 時 2014 年 6 月 7 日（土）
◆会 場 第 20 組圓周寺
◆講 師 村山教二氏（第 11 組願興寺）
◆講 題 「真宗門徒がなぜ差別問題を学ぶのか」
◆問合せ 三条教務所（担当：藤波）
新潟地区女性研修会
開催案内同封
◆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）
◆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）
木揚場教会で“れきし”を発見！
開催案内同封
◆期 日 2014 年 6 月 25 日（水）15：00～17：00
◆場 所 第 21 組木揚場教会
◆講 師 今泉温資氏（往生人舎主宰）
◆内 容 御遠忌教化事業「ほうおん！」ﾌﾟﾚｲﾍﾞﾝﾄ
明治度の本山両堂再建のため、1474 本もの用材
が送り出された新潟港木揚場。そこに在った念仏
と人の歴史について学ぶ会。
◆対 象 どなたでも（申込み不要）
◆参加費 教区の方 500 円（一般無料）
◆問合せ 三条教務所（担当：西山）
推進員・育成員共学研修会
開催案内後送
◆期 日 2014 年 6 月 30 日（月）13：30～17：30
◆場 所 三条教区同朋会館
◆講 師 草間 法照 氏（第 12 組 勝覺寺）
◆対 象 同朋の会教導、各組推進員養成講座ｽﾀｯﾌ、
各組推進員連絡協議会役員ほか
◆問合せ 三条教務所（担当：西山）
保育新任者研修会報告
４月５日（土）三条教区同朋会館にて保育新任者研修会
が開催された。大谷保育協会加盟園の新任職員を対象に、
真宗の基礎知識を学ぶことを目的として、36 名の参加があ
った。第 10 組專徳寺住職多田誓氏を講師としてお招きし、
真宗入門・声明練習・讃歌練習と多岐に渡ってご教示をい
ただいた。
保育新任者研修会に参加して

みのりの会（坊守会）
開催案内同封
◆期 日 2014 年 5 月 29 日（木）～30 日（金）
◆場 所 月岡温泉ホテル華鳳
◆講 師 渡邉 豐氏（第 23 組光圓寺）
◆対 象 坊守・前坊守・准坊守・女性寺族
◆参加費 17,000 円（宿泊費・食費・写真代を含む）
◆問合せ 三条教務所（担当：宮野）
御坊市（別院フォーラム）

◆期 日 2014 年 6 月 1 日（日）10：00～16：00
◆場 所 三条別院境内
◆問合せ 三条教務所（担当：五辻）

開催案内同封

蒲原幼稚園 佐藤 菜美
私はこれまで浄土真宗に関してほとんど知識がありませ
んでした。しかし、今回新任者研修会ということで一つ一つ
丁寧に教えて下さり、親鸞聖人が描かれている姿の意味や
お経についてなど少しずつ知ることができました。講義の中
で特に印象に残ったのは、「何のために生まれてきたのか」
という問いです。とても深くなかなか答えることが難しいです
が、これからこの問いに対して自分なりに考えながら生活し
ていきたいと思います。

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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蒲原幼稚園 三富 佳奈
お経というものは人生を教えてくれる鏡のようなものであり、
人生において尊いことは何かということを尋ねる身となること
は大切なことであり、ありがたいことであるということを学んだ。
また命について、ずっと先の親（先祖）からすべての愛情が
受け継がれ、自分の命にはその愛情が詰まっている、だか
ら尊いということを教えていただいた。仏様がいつも私たち
のことを見てくださっていること、感謝の気持ちを持つこと、
命を大切にすることを子どもたちと共に考え、大切にしてい
きたい。
蒲原幼稚園 樋浦 由佳
この研修会を通し、浄土真宗と親鸞聖人について深く学
び考えることができ、真宗保育に携わる一人になったのだと
とても身の引き締まる思いがしました。
親鸞聖人のあの有名な像が合掌をせずにお数珠を持っ
ていらっしゃるのが、「お念仏を申す人になってほしい。どう
か話を聞いてほしい」とお説法をしていること、お念仏を申
すことが本当に尊いことなのだということがわかり、南無阿弥
陀仏という六字と礼拝の時間を大切にしようと思いました。
子どもたちにも歌や絵本、紙芝居などの日々親しめるもの
や行事を通し浄土真宗の教えを伝えて、私自身も子どもた
ちとともに生き、ともに育ちあいたいと思います。
蒲原幼稚園 藤本雅子
私は今まで宗教について学ぶ事が全くありませんでした。
今回は初めての研修でしたが、とてもわかり易く徐々に話に
引き込まれました。
お話の中で「思うようになる事が幸せと思っていたが、思
うようにならない事で幸せになれる（幸せに気付く）という事
もある」と聞き、なるほど！と気付かされました。
参加して親鸞聖人の事も詳しく知る事が出来て良かった
です。
「経教は鏡なり」という言葉を心に毎日を生きて行こうと思
います。
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分かりませんでした。
でもお父さんに教えてもらって、だんだんできるようになり
ました。お父さんも子どものとき、おじいちゃんに教えてもら
ったそうです。
ぼくは、４月４日に三条別院で、得度考査に向けて、先生
に正信偈と阿弥陀経を教えてもらいました。すごく長い時間
お経の練習をしました。学校の勉強のほうがまだ楽だと思い
ました。でも、何とか得度考査に合格することができて、うれ
しかったです。
夏休みに京都で得度式を受けます。でも頭を剃るのはイ
ヤです。

交流学習会報告
第 14 組 光傳寺 鷲尾祐恵
今回の交流学習会に参加させていただいて、私が強く感
じたのは、現場へ足を運ぶことの大切さです。
満蒙開拓平和記念館には様々な史料が集められ、満蒙
開拓に関する様々な事実を知ることができました。そして実
際に開拓へ行った丹羽さんのお話を直接聞けたことで、そ
れらの事実をより実感を持って学べたと感じます。丹羽さん
の、「日本も中国も大切な祖国。仲良くして欲しい。そして戦
争はしないで欲しい。」という言葉が胸に残りました。そして、
これだけ辛い目にあいながらも、祖国日本を恨んではいな
いと言う。そこに、単純に善悪で語れないあの時代社会の
ありさまを考えさせられました。
また日程全体を通して高橋先生の熱の入ったお話と、良
し悪しの前にまず事実を学ぼうというスタンスに共感させら
れました。この貴重な時間をきっかけとし、これからも日本の
戦争問題についての学びを進めていこうと思います。

声明基本講習会に参加して
第 15 組光德寺 銀田誓子
声明基本講習会に参加して、いろいろな経験をしました。
参加する前は、どんな人がいるのか不安でした。当日は、
同じ位の年の人が少なくて、ちょっぴり淋しかったです。ほ
とんどが大人だったので、とても緊張しました。
緊張した中で、正信偈のお勤めを教えてもらいました。家
で何度も練習してきたので上手に言えると思っていましたが、
声が小さくなったり読み間違えたりして、上手く言うことがで
きませんでした。でも、先生からやさしく教えてもらえたので、
だんだん良くなっていくのが分かりました。
講習会が終わってから得度考査がありましたが、思ったよ
うにできず、とても悔しくて涙が出てしまいました。何とか合
格することができましたが、これからも教えて頂いたことを思
い出しながら、家でも練習したいと思います。
第 23 組福照寺 中冨孝純
お経の練習。ぼくは、お坊さんになるためのお経の練習
を、去年の夏休みから始めました。最初は、なにがなんだか

第 18 組 長願寺 直江弘憲
講師に高橋健男氏をお迎えして長野県下伊那郡阿智村
にある満蒙開拓記平和念館を中心に満蒙開拓団について
の研修に行ってきた。
歴史認識も全くなく、事前研修も含め初参加だった私に
は満蒙開拓の底にある問題ということが分からなかったが、
記念館で語り部のお話を頂き、実際に満州に行かれた方の
手記を拝見してきた。
手記に「促されるまま私も小さな子供の首を絞めた」とあ
った。
このような出来事を聞くとき、いつも思い出されるのが法
句経の「一切の者は刀杖を恐れ、一切の者は死を恐る。己
が身に思いくらべて、殺すなかれ、殺さしむなかれ」という御
言葉である。世界中の仏教徒の教えであり、およそ世界中
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の人の願いであろう。と、同時に思い起こされる御言葉が聖
人の「さるべき業縁のもよおせば、いかなるふるまいもすべ
し」だ。
首を絞められた子供は言うに及ばないが、この手記の方
がその時、そして、その後どのように過ごされてきたか。考え
もつかない。日々の中で思い出し自分を責め続けてきたの
だろうか。地獄の中に身を置いてきたであろう。
「弥陀の五劫思惟の願をよくよく案ずれば、ひとえに親鸞
一人がためなりけり、されば、そくばくの業をもちける身にて
ありけるを、たすけんとおぼしめしたちける本願のかたじけ
なさよ」。そんな真実にこの方は出遇い、私一人では支えき
れないような事実から立ち上がっていかれ、この残酷な出
来事を「戦争だからしょうがなかった」とせず、手記にしてい
くということで、我が身にあった事実を私として生きてこられ
たのだろうか。と思うと同時に、その時そこに居る私に「お前
はどうなんだ」と問われた気がした。

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 4/20～5/31 二階堂行壽（東京都 專福寺）
（変更する場合があります）
○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
２０１４年
5/2（金） 14:00
（遠）子ども御遠忌ｽﾀｯﾌ会議
5/6（火） 12:00
（遠）駒札除幕式
5/7（水） 14:30
災害支援実行委員会
17:00
教学研究会輪読会
院議会臨時会
5/8（木） 13：30
教区会臨時会
14:30
教化ｾﾝﾀｰ
14:00
5/10（土） 14:00
真宗学院
5/12（月） 13:00
推進員執行部会議
14:00
（遠）法要部会
5/13（火） 14:00
青少年関係研修会部門合同会議
15:00
声明講習会部門会議
新潟地区推進員研修会（19 組髙陰寺）
5/14（水） 14:00
帰敬式実践運動研修会
5/15（木） 14:00
教化ｾﾝﾀｰ
15:00
児童夏の集い執行部会議
新潟地区坊守研修会（19 組玄證寺）

5/16（金） 14:00
14:00
5/17（土） 14:00
5/19（月） 14:00
17:00
5/20（火） 14:00
5/21（水） 14:00
5/22（木） 14:00
14:00
16:00
5/23（金） 10:00
5/24（土） 14:00
5/27（火） 13:00
5/29（木）
13:30
5/30（金） 14:00
5/31（土） 11:00
14:00
6/1（日） 10:00
6/3（火） 10:00
6/5（木）
13:00
6/7（土） 14:00
6/8（日）
6/11（水） 14:00
6/12（木）
14:00
6/14（土）
14:00
6/16（月） 13:30
6/17（火） 10:00
6/19（木） 14:00
6/21（土） 14:00
13:30
6/22（日） 13:30
6/23（月） 14:00
6/25（水） 15:00
6/28（土） 14:00
6/30（月） 13:00

企画委員会
（遠）広報部会
真宗学院
（遠）実行委員会
如来会
教区改編委員会
（遠）親鸞聖人顕彰会議
教勢調査学習会
（遠）別院御修復現場視察（五泉古文書会）
（遠）正副組長連絡協議会
教化ｾﾝﾀｰ
真宗学院声明指導会議
推進員別院奉仕
真宗学院
長岡地区推進員研修会（12 組時水勝覺寺）
（遠）別院御修復現場視察（10 組願龍寺）
～30 日 みのりの会（坊守会/月岡温泉）
（遠）別院御修復現場視察
教区御依頼適正審議会
（遠）別院御修復現場視察（22 組託応寺）
真宗学院
御坊市
（遠）別院御修復現場視察（御坊市公開）
女性研修会ｽﾀｯﾌ会議・学習会
（遠）宗祖御影巡回（12 組時水勝覺寺）
（遠）別院御修復現場視察（22 組本 悟 寺）
真宗学院
差別と真宗基礎講座（20 組）
（遠）宗祖御影巡回（11 組淨福寺）
教区教化委員会
～13 日 連区坊守研修会（東京）
教化ｾﾝﾀｰ
～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（10 組受德寺）
（遠）宗祖御影巡回（10 組聞光寺）
（遠）実行委員会
木揚場教会で“れきし”を発見！
真宗学院
推進員・育成員共学研修会

（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。

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」

新潟親鸞学会からのお知らせ
特別展がオープン!
「親鸞となむの大地-越後と佐渡の精神的風土-」が開幕
しました。

都の岡崎別院を出発し、25 泊 26 日間をかけて無事到
着しました(写真)。
心地よい春風に吹かれ、桜花爛漫のなか桜前線の
北上とともに歩いた日もあれば、時には雨・風の日もあ
りました。４月６日(日)今庄から武生の 27.5 km では、
朝から雨、午後にはミゾレ・雪。冷たい風が吹きつける
冬の嵐さながらのなか、みんなで励ましあいながら歩
きました。
９本山に参詣し４別院に宿泊して、仏縁を深めたば
かりか、沿線の各地では、お茶お菓子の歓待を受け、
お酒やパンの差し入れをいただくなど、温かな心に触
れることも、しばしばでした。
万感の思いを抱えて到着したウォーカー達を、里村
專精会長・歴博の中島太郎顧問ほか 200 名からの関
係者が出迎えました。

４月 25 日(金)12 時半、新潟県立歴史博物館講堂で関係
者による遷仏法要が営まれました。続いて 13 時 20 分に「な
む街道を歩く 25 日間の旅」の一行 76 名が歴博玄関前に到
着。さらに、14 時には再び講堂で開場式が開催されました。
県内の博物館、美術館の開場式としては最多の 200 名近
い出席をえて、里村会長・矢澤健一歴博館長・小田敏三新
潟日報社社長・園城義孝教団連合理事長(本願寺派総
長) ・森 民夫長岡市長らによってテープカットが行われま
した(写真)。その後、招待者を対象に内覧会が行われ、グッ
ズを扱うショップ店員は「内覧会の日から、こんなに売れた
のは初めてです」と驚いていました。

団体引率のみなさまへ
①およその予定が決まりましたら、事前に歴博へ「団体
名・予定日時・人数・引率者名・連絡先」をご連絡ください。
新潟県立歴史博物館／☎0258-47-6130 FAX0258-47-6136
②各自が持っている前売り券は一括預かって団体受付
へお出しください。そのまま団体ゲートから入場する方がス
ムーズです。
③学芸員による会場解説は基本的にはありません。音声
ガイド(\500-)・図録(\2.000-)をお勧めします。入口に置い
てある新潟日報別刷(無料)もご活用ください。

やったぁ! なむ街道を歩く 25 日間の旅

【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/

距離にして約 560km 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一緒に、４月１日に京

⑤

