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」

発行日 ２０１５年５月１日
発行者 三条教務所長 池守 章
発行所 真宗大谷派三条教務所
〒955-0071 三条市本町 2 丁目 1-57
E-mail: sanjo@higashihonganji.or.jp
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ: www.gobosama.net

三条教区通信
第９５号

①

広報部会
御遠忌法要パンフレットについて

今 月 の 法 語
〔真宗教団連合『法語カレンダー』より〕

わしひとりを
めあての
本願の
ありがたさ

参拝者の皆様に配布いたしますパンフレットは、法要の 1
週間前を目処に組長または団体参拝引率責任者の方にお
送りさせていただきます。御遠忌法要にお参りいただく車中
にてお配りいただき、皆様でご覧くださいますようお願いい
たします。

別院整備部会
ＴＶ番組「匠の技と心で蘇る三条別院～長岡佛壇の心意気
と御修復の軌跡～」の放映

はなお か

だいがく

花岡 大学

There is nothing more grateful than
Amida’s Primal Vow, which is intended just
for me.
Hanaoka Daigaku

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

教区御遠忌別院整備事業において仏具工事を担当くだ
さいました（有）廣川仏壇店さんが制作されたテレビ番組が
放送されます。なかなか観る機会のない三条別院内陣御修
復の模様が収録されています。是非ご覧ください。
放送日時： 2015 年５月 16 日（土） 15:00～
放送局： ＴeNY

教化部会
子ども御遠忌開催のご報告
2015 年４月４日（土）から５日（日）まで、三条別院におい
て子ども御遠忌を開催しました。

２０１５年５月１９日から２４日まで厳修
御遠忌法要まで あと１８日
皆様のお参りをお待ち申し上げております

募財部会
御寺院・教会、御門徒の皆さまからの多大なるご尽力に
より、御遠忌懇志金及び御香儀につきましては、総御依頼
額３億 255 万円に対しまして、2015 年３月 30 日をもちまして、
目標額に達しました。
現在の収納状況を以下のとおりご報告申し上げますと
ともに、皆さまの篤い御懇念に深く感謝申し上げます。
三条教区・三条別院宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌
懇志金及び御香儀の収納状況について

御遠忌
懇志金
御遠忌
御香儀
合計

御依頼総額

収納総額

収納率

288,990,000

267,389,339

92.5%

13,560,000

37,630,560

277.5%

302,550,000 305,019,899 100.8%
（2015 年 4 月 29 日現在）

（写真上）本堂内のショーに集る参加者

４日（土）は本堂にて子ども御遠忌法要を厳修し、超大型
紙芝居法話、松葉幼稚園園児による仏教讃歌披露の後、
ステージエリアでは手裏剣戦隊ニンニンジャーショーやドル
フィンカンパニーのマジックショーが行われました。また、そ
の周囲では教区教化委員会各研修部門による親子参加型
のブースが展開され、日程の終わりには参加者全員で「し
んらん音頭」と「テツナギマーチ」を歌って踊りました。
５日(日)には福島県出身のアーティスト片平里菜さんのギ
ター１本と生声による LIVE を開催、その後は片平さんとトー
クイベントを行いました。教区の一時保養事業で別院子ども

②

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」

奉仕団に参加していた福島の子どもたちと保護者の方も参
加しました。
両日とも旧御堂では「井上雄彦氏作屏風『親鸞』展」と、
大谷保育協会加盟園園児による「子ども絵画展」が開催さ
れました。

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
3,330,422 円 東日本大震災復興支援活動資金
なお、東日本大震災復興支援活動資金につきましては、
現在、救援金のほか、宗派助成金並びに災害対策積立金
を充てて支弁しております。復興支援活動は継続していく
方針であり、次年度に向けて、活動計画並びに予算計画を
策定してまいります。
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。

研
（写真上）大谷保育協会加盟園園児による絵画展を観る親子

修

会

の

新任教師研修会

◆日 時
◆場 所
◆対象者
◆テーマ
◆講 師
◆参加費
◆申 込
◆問合せ

４日（土）はおよそ２千人、５日（日）はおよそ１千人の方々
のご参加をいただき、教区御遠忌を記念する子ども御遠忌
を機に多くの方と三条別院のご縁を結んでいただくことがで
きました。
ご協力くださった皆様、ご参加くださった皆様、本当にあ
りがとうございました！

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 、 2015 年 ４ 月 30 日 現 在 、 総 額
14,387,710 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

内

開催案内同封

◆日 時
◆場 所
◆内 容
◆参加費
◆問合せ

開催案内既送

2015 年 6 月 16 日（火）13：30～17：00
教区同朋会館
推進員･住職･その他
共に学ぼう 同朋会運動の願い－推進員、
育成員の歩みを通して－
猪飼松子氏、渡邊学氏
500 円
2015 年 5 月 31 日（日）まで
三条教務所（担当：西山）

御坊市
（写真上）片平里菜さんのライブに集まる若年層参加者

案

◆日 時 2015 年 6 月 9 日（火）13：30～
6 月 10 日（水）12：00
◆場 所 教区同朋会館
◆対象者 教師補任後 5 年以内の方
◆テーマ 真宗に学ぶ －大谷派教師の歩み－
◆講 師 藤場俊基氏（金沢教区 常讃寺）
◆参加費 4,000 円（会館冥加金･食費･懇親会費含む）
◆申 込 2015 年 5 月 25 日（月）まで
◆問合せ 三条教務所（担当：西山）

推進員・育成員共学研修会
（写真上）しんらん音頭をリードする坊守会の皆さんと参加者

ご

開催案内既送

2015 年 6 月 20 日（土）21 日（日）10：00～16：00
三条別院
雑貨店・飲食店の出店
無料
三条教務所（担当：五辻）

～ 坊コン２０１５in 三条御坊市 ～
既にご案内のとおり、青少年研修会部門の企画により、
御坊市に合わせて「坊コン」を開催いたします。
このイベントは、男女の新しい出会いの場をつくると共に
宗祖親鸞聖人以来、家庭を聞法の道場として歩んできた浄
土真宗の伝統を若い世代への伝える一助となることを願い
としております。
お寺や僧侶に興味がある一般女性・男性と女性・男性僧
侶が婚活をテーマに交流し、キャンドルを一緒につくる作業

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」
を通じて、お互いを知るきっかけとなればと願っています。
まだ枠が空いておりますので、ぜひともご参加ください。

東北連区坊守研修会
◆日 時
◆場 所
◆対象者
◆講 師
◆参加費
◆問合せ

開催案内既送

2015 年 6 月 22 日（月）～23 日（火）
三条別院及び岩室温泉
教区内坊守の方
安原 晃氏（第 12 組安淨寺）
16,000 円（宿泊費･食費含む）
三条教務所（担当：宮野）

児童夏の集い

5/8（金）
5/9（土）
5/11（月）
5/12（火）
5/13（水）

開催案内後送

14:00
15:00
16:00
13:30
14:40
14:00
9:30
14:30
16:30
14:30
15:00

5/14（木）
15:00

◆開催日 2015 年 8 月 19 日（水）～21 日（木）
詳細は改めてご案内します。

5/15（金）

声明基本講習会に参加して
第 21 組 本明寺 服部あかね
私は始め、講習会がとても不安でした。家でやっているこ
とと違わないか、お正信偈と仏説阿弥陀経がちゃんと読め
るか、などの不安がありました。
でも、講習会を受けてみると、先生が優しく教えてくれた
ことや、みんなで少し笑ったことで不安がなくなり、楽しく勉
強することができました。できないところを何度も教えてくれ
たことがとてもうれしかったです。特に、音の上がり下がりや、
のばす長さなどが、最初はよくわかりませんでしたが、講習
会を受けたことで、とてもよくわかりました。
講習会で教わったことを、これからに活かせるよう、がん
ばりたいです。

14:00
16:00
5/16（土） 14:00
15:00
5/19（火）
5/23（土） 14:00
5/29（金）
6/1（月）
6/6（土）
6/9（火） 13:30
6/11（木） 13:30
14:00

教

務

所

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 3/29～5/9 佐野明弘氏（加賀市 光闡坊）
5/10～6/20 宮森忠利氏（大聖寺教区 專光寺）
6/21～8/1 河野通成氏（日豊教区 緑芳寺）
8/2～9/12 三原隆応氏（京都教区 妙應寺）
○テーマ 「現代と親鸞」
○放送局 ＢＳＮ新潟放送 1116 kHz AM
＊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
5/1（金） 13:30
5/2（土） 14:00
5/7（木） 12:00

２０１５年
（遠）音楽法要女性助音方習礼
真宗学院
～5/8（金）17:00 （遠）雅楽習礼

6/13（土）
6/14（日）
6/15（月）
6/16（火）
6/17（水）
6/18（木）

14:00
14:00
14:00
13:30
14:00
13:00
14:00
6/20（土） 10:00
14:00
6/22（月） 13:30
6/25（木） 14:00
6/27（土） 14:00

③

教化ｾﾝﾀｰ
（遠）助音方習礼
教学研究会輪読会
（遠）合唱団練習
（遠）音楽法要ﾘﾊｰｻﾙ
真宗学院
推進員おみがき奉仕
（遠）儀式作法講習会
（遠）掛役習礼
（遠）法要当日ｽﾀｯﾌ説明会・法要準備
（遠）実行委員会
（遠）御遠忌法要事前準備［予備日］
（遠）助音方習礼
三条祭り（交通規制あり）
（遠）法灯授与上山
（遠）庭儀ｽﾀｯﾌ会議
（遠）掛役習礼
真宗学院
（遠）別院御修復ﾃﾚﾋﾞ番組放映 TeNY
～24（日）教区別院宗祖御遠忌法要
真宗学院
教務所事務休暇
教務所事務休暇
真宗学院
～10 日 12:00 新任教師研修会
教区坊守会役員会
推進員教習部門ｽﾀｯﾌ会議
教化ｾﾝﾀｰ
真宗学院
三条別院公開講座
教化ｾﾝﾀｰ運営委員会
推進員･育成員共学研修会
企画委員会
～19 日 11:00 高田･三条教区推進員交流会
教化ｾﾝﾀｰ
～21 日 16:00 御坊市（別院ﾌｫｰﾗﾑ 2015）
真宗学院
～23 日 12:00 東北連区坊守研修会
教化委員会
教化ｾﾝﾀｰ
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
【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/

