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別院整備部会

今 月 の 法 語
〔真宗教団連合『法語カレンダー』より〕
おが

もの

拝まない者も

三条別院境内（駐車場）の使用制限について（お知らせ）
三条別院整備事業による境内（駐車場）整備工事が、
８月９日から１７日まで（13 日を除く）行われます。つきま
しては、大変ご迷惑をおかけいたしますが、工事期間中、
三条別院境内（駐車場）の一部が使用できなくなります
ので、お知らせいたします。
法要部会

おがまれている
おが

拝まないときも
おがまれている
と う い

よ し お

東井 義雄

Even those who do not revere are held in
reverence [by the Buddha].
Even when we do not revere, we are still held
in reverence.
Tōi Yoshio

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 ８ 月 ７ 日 現 在 、 総 額
14,096,410 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
仙台教区 2012 年４月 13 日
1,170,237 円
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。

御遠忌法要儀式作法講習会の開催助成について
より多くの僧侶の方に宗祖御遠忌法要に出仕いただく
ことを願い、各組主催の儀式作法講習会に対し、1 万円
（年度内１回）の助成金を交付いたします。
講師を派遣し、内陣の出退作法を基本に、御経・和讚
本の扱い、起立散華、行道散華について習礼いただけ
ます。
広報部会
御遠忌通信第 18 号発行！
このたびは、三条別院本堂御修復の進捗状況、宗祖
御影巡回（第 12 組坊守会主催、於時水勝覺寺、第 11
組推進員主催、於淨福寺、第 10 組北部同朋聞法会主
催、於受德寺）の様子をお知らせします。本号に同梱し
ていますので、ぜひご覧ください。
大好評御遠忌Ｔシャツ！
この夏、御遠忌Ｔシャツを着て教務所員・別院職員が
お待ちしております。事務所にて販売しておりますので、
ぜひお買い求めください。

御遠忌実行委員会のお知らせ
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日から２４日まで厳修
御遠忌法要まで あと２８７日
左から菅谷、齋木、小山、西山
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．．
御遠忌クリアファイルの反りについて
先月全寺院発送にてお送りいたしました「御遠忌クリア
ファイル」について、一部クリアファイルが反った状態で
届いたという報告をいただきました。
業者によると、クリアファイルに挟む印刷物のインクと
の相性により、反りが生じるもので、これはどのメーカー
のクリアファイルでも生じる問題であるとのことでした。
このたびは、教務所の印刷物を、インクが乾く前に挟
み込んだことにより問題が生じたものと思われます。ご迷
惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。反った状
態で到着していましたら、教務所までお知らせください。
新品をお送りさせていただきます。
なお、クリアファイルそのものによる問題ではございま
せんので、今後とも御遠忌広報のため、ご活用いただき
たくお願いいたします。

教区会・教区門徒会・正副組長会の報告

報』（本号同梱）をもって報告とさせていただきます。
議案第１号
議案第２号
議案第３号

議案第４号
議案第５号
議案第６号
議案第７号
議案第８号
議案第９号
議案第 10 号
議案第 11 号
議案第 12 号

議案第 13 号
教区会

議案第 14 号
議案第 15 号
議案第 16 号
議案第 17 号
議案第 18 号
議案第 19 号

教区門徒会
三条教区教区会（楠 雅丸議長 第 18 組西源寺）及

び三条教区教区門徒会（土田 隆会長 第 14 組了元
寺）がそれぞれ７月 25 日及び 28 日に開催され、池守 章
教務所長の開会挨拶により、宗派並びに教区の方針
（「2014 年度にあたって」『教区報』１頁掲載）について説
明がなされた後、下記のとおり、全議案について可決さ
れました。可決された議案の内容につきましては、『教区

議案第 20 号

2013 年度 三条真宗学院特別会計
歳入歳出補正予算（案）
真宗大谷派三条教区教化ｾﾝﾀｰ規程
の一部改正について
真宗大谷派三条教区教化ｾﾝﾀｰ第 10
期主幹の委嘱について
里村專精氏（第 20 組最福寺）の再任
2013 年度 三条教区教区費会計経常
部 歳入歳出決算書
2013 年度 三条教区出版会計 歳入
歳出決算書
2013 年度 三条教区共済特別会計
歳入歳出決算書
2013 年度 三条教区地方事業補助金
特別会計 歳入歳出決算書
2013 年度 三条教区教化ｾﾝﾀｰ特別
会計 歳入歳出決算書
2013 年度 三条真宗学院特別会計
歳入歳出決算書
2013 年度 三条教区教区費積立金会
計 計算書
2013 年度 三条別院本堂修復･教区
同朋会館建設会計 計算書
2013 年度 三条教区宗祖親鸞聖人七
百五十回御遠忌特別会計歳計計算
書
2014 年度 宗派経常費御依頼割当基
準について
2014 年度 三条教区教区費割当基準
について
2014 年度 三条教区教区費会計 歳
入歳出予算（案）
2014 年度 三条教区出版会計 歳入
歳出予算（案）
2014 年度 三条教区共済特別会計
歳入歳出予算（案）
2014 年度 三条教区地方事業補助金
特別会計 歳入歳出予算（案）
2014 年度 三条真宗学院特別会計
歳入歳出予算（案）
2014 年度 三条教区宗祖親鸞聖人七百
五十回御遠忌特別会計収入支出補正予
算（案）

また、８月５日には、正副組長会が開催され、宗派経
常費御依頼、宗務所・教務所・別院からの事務連絡が伝
達されました。加えて、教区御遠忌実行委員会内の正副
組長連絡協議会としての時間が設けられ、御遠忌懇志・

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」

御香儀御依頼、儀式作法講習会、法要出仕依頼、帰敬
式受式奨励、稚兒行列・合唱団の募集、子ども御遠忌の
法要出仕要項などについて協議が行われました。以下
に、教務所長から伝達されました教区御遠忌に向けた趣
旨説明（要旨）について、ご報告します。
三条教区・三条別院宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌法要
厳修に向かって

三条教区・三条別院は、明年５月に宗祖御遠忌法要
をお迎えいたしますが、この時期に改めて思いますこと
は、2005 年５月に真宗本廟阿弥陀堂において「真宗本
廟お待ち受け大会」が開催されました。
その時の記念講演で、今は亡き宮城 顗先生が「汝、
起ちて更に衣服を整うべし」との講題で、いま現在、私ど
もの真宗門徒の集いが本願念仏に生きる人を生み出し
ているのか、との確かめとして、「自身の身の事実を尽く
しての問いなしに、ただいたずらに親鸞聖人を『答え』と
して讃嘆するのでは聖人を讃嘆することにはならない」、
「答えに立つということは柔軟心の喪失である」との厳し
いご指摘とともに、「親鸞聖人の後を追うのではなく、親
鸞聖人から促されている道を『問い』とともに生きることが
願われている」と、宗祖御遠忌法要をお迎えする姿勢を
お話くださいました。
この姿勢、つまり「問いとともに生きる」ことこそが、まさ
に宗祖御遠忌基本理念である「宗祖としての親鸞聖人に
遇う」ということの実証であると存じます。
この基本理念に則り、三条教区・三条別院では「教区・
別院御遠忌法要を一過性のものとして終わらせることな
く、宗祖御遠忌法要を契機として、あらためて本願念仏
に生きる人の誕生を期するという教区・別院の使命を確
認するなかで、宗祖御遠忌法要後の教区の方向性を見
据えていく」（2011 年度三条教区宗祖親鸞聖人七百五
十回御遠忌検討委員会答申）という基本姿勢を確認さ
せていただきました。
そして、教区・別院宗祖御遠忌法要をお迎えするにあ
たり、教区内の皆様からアンケートを通していただいたご
要望には、「親と子、祖父母と孫が共にお参りできる機
会」、「次世代を担う青少年の育成」、「女性の参画」、「教
区の実情・別院の地域性・時代社会への即応」等がござ
いました。
これらのご要望を教区・別院への願いとして受け止め
させていただき、それぞれのご要望によりいただいた視
点を通し、教区・別院宗祖御遠忌法要並びに記念事業
を企画してまいりました。
三条教区・三条別院宗祖親鸞聖人七百五十回御遠
忌法要について
いよいよ待望の宗祖御遠忌法要が、明年５月 19 日（火）
から 24 日（日）にかけて教区・別院挙げて厳修されます。
この宗祖御遠忌法要においては、毎日、御参修、結
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願日中は御親修による帰敬式を行い、初中結以外の法
要はすべて同朋唱和によりお勤めいたします。また、境
内にバスを乗り入れ、お参りいただいた皆様を、三条別
院近隣の料理店が共同で創作する御遠忌弁当をご用意
してお迎えさせていただきます。更には、24 日結願日中
法要に際しましては、親と子、祖父母と孫が共にお参り
できる、稚兒行列を含む庭儀を行います。また、19 日と
23 日には音楽法要を行い、多くの合唱団、女性僧侶の
方に参加していただくことを願っています。
教化事業においては、2014 年 10 月 11 日（土）、木揚
場教会で開催する「ほうおん！」は、20 代から 30 代の若
年層が、法要・法話による仏法（ほう）と新潟のローカル
バンドによる音楽（おん）により荘厳される空間に集い、
新しい“お寺”での発見と“私の発見”をしてもらいたいと
いう願いのもと、教区教化に携わってきた青少年による
企画です。寺離れし、仏法と疎遠になっていく現代社会
の中、宗祖御遠忌法要後も、教区内各地区の青少年に
よる青少年のための教化活動として展開していくことを目
指しています。
次に、地域の教化の中心たる三条別院から、現代社
会にいのちの教えを発信することにより、市民の心の依り
処として、親しんでもらいたいという別院報恩講実行委員
会教化部会からの願いにより企画された「子ども御遠忌」
を、2015 年４月４日（土）・５日（日）に開催します。子ども、
親、祖父母などの皆様に世代を超えて遊んでいただくな
か、「いのちのかたち」を垣間見、共同で御遠忌法要を
勤め、コンサートにより「いのちの叫び」を発信し、また同
時に、聞き取っていただき、東北大震災被災地の子ども
たちとも共に在るいのちのつながりを実感し、覚えてもら
い、宗祖御遠忌法要後も、また、三条別院に集ってもら
えることを目指しています。
そして、宗祖御遠忌法要を前後して、三条教区が親
鸞聖人の御遠忌法要をお勤めすることが、地域社会の
人々と無縁ではないことを知ってもらいたいという新潟地
区からの願いによる「親鸞聖人 750 回忌 鼓童特別公演
～今、いのちがあなたを生きている～」を開催するにあた
っては、テレビ・ラジオを通して、宗祖御遠忌法要とその
メッセージを広く認知してもらうことを目的としています。
また、金澤翔子氏の題字による鎚起銅器製「駒札」の
制作を通し探求してきました三条別院の地域との関係、
そして歴史について紹介するテレビ番組を制作し、宗祖
御遠忌法要を前に、広く三条別院と親鸞聖人について
周知してまいります。
教区内においても、「親鸞さんに あおう」と呼びかけ
合いながら、教区御遠忌法要に向かって歩んでいくこと
を願い「親鸞聖人讃仰講演会」を 2014 年 11 月から 2015
年４月まで、新しく改修された仮称三条別院講堂（旧御
堂）において開催します。

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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三条教区教化センターの機能充実と 2014 年度教区
教化事業について
次に、三条教区教化センターの機能充実につきまし
て、このたびの別院整備事業において、従来、その有効
活用が困難であった旧御堂を、機密性の高い、冷暖房
完備の講堂として一新し、その一角にセンター学習室と
書庫を設けます。これからのセンターの機能充実と教区
教化との連携を期し、運営委員会を設置し、スタッフの充
実を図ります。教化を担う人の育成を基盤に、時代社会
に仏法を発信し、また、教区、組、寺院に還って教化に
あたる人の学舎となることを願いとしております。
また、教区教化委員会の各研修部会による 2014 年度
教化事業は、前述の教区御遠忌の教化事業に専従して
いくなか、一部休止といたしますが、その間、これまでの
各研修会、部門の在り方について、点検、総括を行って
まいります。それらの総括と御遠忌教化事業の推移と見
合わせ、宗祖御遠忌法要後、2015 年度からの教化研修
のための体制と計画の構築を進めてまいります。
更には、教区教化委員会では、企画委員会を中心に、
2007 年度から実施している推進員養成講座及び帰敬式
実践運動の在り方の点検、また、組に対する教区教化事
業補助金並びに連絡協議会の機能について見直しを図
り、宗祖御遠忌法要後、直ちに動き始めることを目指します。

研
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ご

案

内

第５２回児童夏の集い
開催案内既送
◆日 時 2014 年 8 月 19 日（火）～21 日（木）
◆場 所 銀山平キャンプ場（魚沼市）
◆問合せ 三条教務所（担当：五辻）
声明基本講習会
開催案内同封
◆日 時 2014 年 8 月 25 日（月）9：30～16：00
◆場 所 教区同朋会館
◆内 容 得度班・法務研鑽班・声明研鑽班に分け講習
◆問合せ 三条教務所（担当：宮野）
靖国問題交流学習会
開催案内既送
◆日 時 2014 年 8 月 27 日（水）～28 日（木）
◆場 所 靖国神社、他
◆問合せ 三条教務所（担当：宮野）
秋季声明講習会
開催案内同封
◆日 時 2014 年 9 月 29 日（月）10：00～16：00
◆講 師 泉 康夫 氏（堂衆）
◆場 所 教区同朋会館
◆内 容 伽陀について
◆問合せ 三条教務所（担当：宮野）

東北連区坊守研修会に参加して
草間あつ子（第 12 組勝覺寺）
去る６月 12 日・13 日、東北連区坊守研修会に参加し
てきました。185 名もの坊守さんたちとの出会いは素敵で
した。講師の本林靖久先生からは「ブータンと幸福論」と

いう講題のお話がありました。
中々お話が身に落ちてこない辛さがありましたが、ブ
ータンの人々の、他人や物に対する考え方が、坊守とし
て生活させていただいている私たちに似ているところが
あると感じました。誰かの笑顔や有難うの言葉で頑張れ
ること、誰かにしてあげたつもりが、自身の喜びになること
等々。
その一方で、家財道具などは少なくても、大家族でみ
んな一緒の生活をしていたのが、電気の普及で生活様
式が徐々に変わり、勢い人々の考え方も変わりつつある
とのお話もありました。身につまされます。
さて、新年度は連区坊守研修会の当番教区としての
お勤めがあります。役員の皆さんの計画に、精一杯協力
しようではありませんか。

教 務 所 か ら の お 知 ら せ
◎ 着任のご挨拶
教務所長・輪番 池 守 章
謹啓 残暑の候 いよいよご清祥にて為法ご精進の御
事と存じます。
私儀
この度、６月 30 日付で三条教務所長兼三条別院輪番
を拝命いたしました池守 章（いけもり あきら）と申します。
明年５月に厳修されます三条教区・別院宗祖親鸞聖
人七百五十回御遠忌法要を目前にしての重責に身の引
き締まる思いでございます。
南は柏崎、北は村上・佐渡にいたる 450 余ヵ寺の御寺
院及び御門徒の歴史と伝統、そして三条教区の中心道
場として「御坊さま」「東別院」の呼び名で親しまれてきた
三条別院を、これからの時代にどのように継承し表現す
るか。
三条教区・別院宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌の
様々な取り組みを御仏事と頂戴して歩みを継承してまい
りますが、浅学非才の身には皆様の一層のご指導ご鞭
撻を仰ぐよりありません。前任者同様どうぞよろしくお願
い申しあげます。
先ずは書中をもってご挨拶とさせていただきます。
敬具
◎ 教務所夏期事務休暇について
８月 11 日（月）から 15 日（金）までお休みさせて頂きます。
８月 18 日（月）から事務再開いたします。
本山弔詞・御香については別院にてお取扱いします。
緊急連絡先： 三条別院 0256-33-0007
池守所長 0766-23-5481（安乗寺）
菅谷主計 090-6814-3396
結城主事 0256-78-2300（明楽寺）
◎ 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
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「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 7/13～8/23 平原晃宗氏（京都府 正蓮寺）
○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

9/1（月） 14：00
9/3（水） 14：00
9/5（金） 17:00
9/6（土） 14:00
9/7（日） 13:30
9/8（月） 13：00
9/12（金） 10:30
14:00
9/13（土） 14:00
9/20（土） 14:00
9/25（木）14：00
9/27（土） 14:00
9/29（月）10：00
9/30（火）

◎教区行事予定表

（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。

8/4（月） 10:00
14:00
15:00
17：00
8/5（火）
13:00
13：30
8/6（水） 10:00
14：00
8/7（木） 15：00
8/8（金） 9：50
19:00
8/9（土） 13:00
8/11（月）
10:30
8/17（日）
8/18（月）
8/19（火）
13：30
14：00
8/20（水） 14:00
8/21（木）14：00
8/22（金）13：00
14：30
8/23（土） 14:00
8/25（月） 9：30
15：00
18：00
8/26（火） 10:00
14:00
8/27（水） 14:00
8/28（木） 19:00
8/29（木） 14:00
15:00
8/30（土） 14:00
15:00
8/31（月）

２０１４年
子ども会巡回（敬愛保育園）
院議会（通常会）
（遠）親鸞聖人顕彰会議
教学研究会輪読会
～11 日 真宗学院 前期教師修練
子ども会巡回（第 20 組光圓寺）
正副組長会
子ども会巡回（割野保育園）
児童夏の集いｽﾀｯﾌ会議
差別と真宗共学研修会部門会議
子ども会巡回（松葉幼稚園）
子ども会巡回（第 11 組養泉寺）
子ども会巡回（第 24 組專明寺）
～15 日（金） 教務所事務休暇
子ども会巡回（竹野町保育園）
～21 日（木） 子どもたち一時保養
教務所事務再開
～21 日（木） 児童夏の集い
教区坊守会役員会
（遠）鼓童ｺﾝｻｰﾄ・ｽﾀｯﾌ会議
（遠）法要部会
声明講習会部門会議
推進員連絡協議会総会
（遠）実行委員会
～24 日（日）真宗学院一泊研修
子ども会巡回（第 11 組長福寺）
声明基本講習会
参事会懇談会
所長・輪番歓送迎会（二洲楼）
子ども会巡回（児童ｸﾗﾌﾞﾚｲﾝﾎﾞｰ）
教区教化委員会総会
大谷大学同窓会
～28（木） 靖国問題交流学習会
子ども会巡回（第 13 組願性寺）
（遠）助音研修会
第 16 組教化委員会
真宗学院
子ども会巡回（第 10 組聞光寺）
（遠）宗祖御影巡回（第 19 組）

（遠）子ども御遠忌ｽﾀｯﾌ会議
社会広報部会
教学研究会輪読会
真宗学院
（遠）宗祖御影巡回（第 13 組宮原善行寺）
第 15 組教化委員会
別院御遠忌特別法話
（遠）助音研修会
真宗学院
真宗学院
企画委員会
真宗学院
秋季声明講習会
（遠）助音研修

新潟親鸞学会からのお知らせ
図 録 完 売 御 礼
先の特別展「親鸞となむの大地」で出版された図録
(A4 版 257 頁 \2,000-)が好評です。
175 点の展示物をカラー写真で収
め、そのキャプションが収録されてい
るのは図録として当然ですが、おもな
資料については翻刻も掲載されてお
り、越佐真宗関連用語解説およびコ
ラムには、新潟ならではの行事や民
俗に関する解説もあって、興味をそ
そります。
加えて監修の矢田俊文氏ほか、草野顕之･金龍 静・
井上慶隆・奈倉哲三・加藤 学・西澤哉子氏ら著名史学
者の寄稿論文も収録しています。
3,000 部印刷し、500 部は協定により全国の博物館へ
寄贈され、2,500 部が会場ショップで販売されました。閉
幕時あった若干の在庫は、その後の全国からの注文で
底をついたとのことです。
ショップでは、各本山の出版物や親鸞聖人関係の書
籍も扱いましたが、本がこんなに売れる展覧会は初めて
だと驚いていました。新潟は勉学好きな門徒が多い証左
でしょう。
【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/

