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三条教区通信
第９６号

今 月 の 法 語
〔真宗教団連合『法語カレンダー』より〕

①

の皆様にはご不便をおかけしたこともあろうかと存じます。
今後の宗祖御誕生慶讚法要並びに別院お取り越し報恩
講執行のため、皆様のご意見を拝聴してまいりたいと存
じます。
広報部会
『御遠忌通信』－御遠忌法要特集号の発行について

ものが
しば
縛るのではありません
ものをとらえる心に
しば
縛られるのです
な か の

このたびの御遠忌法要の特集号として、来月に『御遠忌
通信第 24 号』を発行いたします。本山宗祖御遠忌のお待
ち受けから継続して発行してきた御遠忌通信もいよいよ最
終号を迎えます。７月度の全寺院発送に複数部を同封いた
しますので、ぜひとも有縁の皆様にお配りください。
りょう しゅん

仲野 良 俊

Material wealth does not tie us down,
it is the intention to seize material wealth that
does.
Nakano Ryōshun

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厳修

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６月１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
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。
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入堂する庭儀列（5 月 24 日結願日中）

法要部会
お参りいただき有り難うございました
5 月 19 日から 24 日まで連日 600 人余りの方々にご参詣
をいただき厳修いたしました。ご参詣の皆様、そして、御遠
忌法要勤修のため、種々ご尽力を賜わりました方々に厚く
御礼を申し上げます。
このたびの法要では、団体バスの乗り入れやイスによ
る参詣席等、新しい参拝形態を取り入れました。ご参拝

新任教師研修会
開催案内既送
◆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）
◆問合せ 三条教務所（担当：西山）

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

推進員・育成員共学研修会
開催案内既送
◆日 時 2015 年 6 月 16 日（火）13：30～17：00
◆場 所 教区同朋会館
◆対象者 推進員･住職･その他
◆テーマ 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－
◆講 師 猪飼松子氏、渡邊学氏
◆参加費 500 円
◆問合せ 三条教務所（担当：西山）
御坊市
開催案内同封
◆日 時 2015 年 6 月 20 日（土）21 日（日）10：00～16：00
◆場 所 三条別院
◆内 容 雑貨店・飲食店の出店
◆参加費 無料
◆問合せ 三条教務所（担当：五辻）
東北連区坊守研修会
開催案内既送
◆日 時 2015 年 6 月 22 日（月）～23 日（火）
◆場 所 三条別院及び岩室温泉
◆対象者 教区内坊守の方
◆講 師 安原 晃氏（第 12 組安淨寺）
◆参加費 16,000 円（宿泊費･食費含む）
◆問合せ 三条教務所（担当：宮野）
第 21 回 全戦争犠牲者追弔法会 開催案内同封
◆日 時 2015 年 7 月 4 日（土）13：30～16：00
◆場 所 三条別院本堂及び旧御堂
◆講 師 菱木政晴氏（同朋大学特別任用教授）
◆問合せ 三条教務所（担当：宮野）
児童夏の集い
開催案内同封
◆開催日 2015 年 8 月 19 日（水）～21 日（金）
◆場 所 川口運動公園キャンプ場
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◎ 安保関連法案について宗派声明文発表
去る 5 月 21 日、国会で審議されている安保関連法案に
ついて、宗派声明が発表され、同日、内閣総理大臣宛に送
付されましたので、お知らせいたします。
日本国憲法の立憲の精神を遵守する政府を願う
「正義と悪の対立を超えて」
私たちの教団は、先の大戦において国家体制に追従し、
戦争に積極的に協力して、多くの人々を死地に送り出した
歴史をもっています。その過ちを深く慙愧する教団として、
このたび国会に提出された「安全保障関連法案」に対し、
強く反対の意を表明いたします。そして、この日本と世界の
行く末を深く案じ、憂慮されている人々の共感を結集して、
あらためて「真の平和」の実現を、日本はもとより世界の
人々に呼びかけたいと思います。
私たちは、過去の幾多の戦争で言語に絶する悲惨な体
験をいたしました。それは何も日本に限るものではなく、世
界中の人々に共通する悲惨な体験であります。そして誰も
が、戦争の悲惨さと愚かさを学んでいるはずであります。け
れども戦後７０年間、この世界から国々の対立や戦火は消

えることはありません。
このような対立を生む根源は、すべて国家間の相互理解
の欠如と、相手国への非難を正当化して正義を立てる、人
間という存在の自我の問題であります。自らを正義とし、他
を悪とする。これによって自らを苦しめ、他を苦しめ、互いに
苦しめ合っているのが人間の悲しき有様ではないでしょうか。
仏の真実の智慧に照らされるとき、そこに顕（あき）らかにさ
れる私ども人間の愚かな姿は、まことに慙愧に堪えないと言
うほかありません。
今般、このような愚かな戦争行為を再び可能とする憲法
解釈や新しい立法が、「積極的平和主義」の言辞の下に、
何ら躊躇もなく進められようとしています。
そこで私は、いま、あらためて全ての方々に問いたいと思
います。
「私たちはこの事態を黙視していてよいのでしょうか」、
「過去幾多の戦火で犠牲になられた幾千万の人々の深
い悲しみと非戦平和の願いを踏みにじる愚行を繰り返して
もよいのでしょうか」と。
私は、仏の智慧に聞く真宗仏教者として、その人々の深
い悲しみと大いなる願いの中から生み出された日本国憲法
の立憲の精神を蹂躙する行為を、絶対に認めるわけにはま
いりません。これまで平和憲法の精神を貫いてきた日本の
代表者には、国、人種、民族、文化、宗教などの差異を超
えて、人と人が水平に出あい、互いに尊重しあえる「真の平
和」を、武力に頼るのではなく、積極的な対話によって実現
することを世界の人々に強く提唱されるよう、求めます。
2015 年５月 21 日
真宗大谷派（東本願寺）宗務総長 里 雄 康 意
◎ 厚生年金保険・健康保険の制度説明会開催について
厚生年金保険及び健康保険（以下「社会保険」という）に
ついては、法人事業所は法律上加入する義務がありますが、
これまで宗教法人に対しては説明が十分になされていなく、
加入している寺院教会が少ない状況にあります。
そのようななか、現在、日本年金機構により、説明会が開
催され、加入が促進されています。
各寺院・教会におかれましては、寺族の方をはじめ、寺
院・教会において勤務される法務員等の方が被保険者とな
り得ます。
今後、お近くで説明会が開催されます際には、日本年金
機構から直接寺院・教会に案内が送付されます。また、日
本年金機構から文書による説明やアンケートがなされること
がありますので、お知らせさせていただきます。
なお、教務所といたしましても、この動向に応じて、今後、
組あるいは寺院・教会の皆様に対して適切な対応ができる
よう準備をしてまいります。
◎ 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 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）
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○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
6/1（月）
6/4（木）
6/5（金）
6/6（土）
6/8（月）
6/9（火）

14:00
17:00

14:00
13:30
14:30
6/10（水） 14:00
6/11（木） 13:30
14:00
6/12（金） 14:00
6/13（土）
6/14（日）
6/15（月）
6/16（火）

14:00
14:30
14:00
13:30
14:00
6/17（水） 14:00
6/18（木） 13:00
14:00
6/19（金） 13:30
14:00
6/20（土） 10:00
14:00
6/22（月） 13:30
6/25（木） 14:00
6/27（土） 14:00
7/4（土） 13:30
14:00
7/7（火）
7/9（木） 14:00
7/11（土） 14:00
7/15（水） 14:00
7/16（木） 14:00
7/17（金） 10:00
14:00
7/18（土） 14:00
7/20（月） 13:00
7/21（火） 14:00

２０１５年
教務所事務休暇
研修部会
教学研究会部門輪読会
真宗学院
連絡協議部会
～10 日 12:00 新任教師研修会
（遠）法要部会
（遠）広報部会
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
（遠）別院整備部会
青少年 3 部門全体会議
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
（遠）募財部会
企画委員会
～19 日 11:00 高田･三条教区推進員交流会
（遠）実行委員会
教化ｾﾝﾀｰ
第 15･16 連組育成員研修会
靖国問題研修会部門ｽﾀｯﾌ会議
～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
教化委員会総会
教化ｾﾝﾀｰ
真宗学院
全戦争犠牲者追弔法会
真宗学院
第 16 組聞法の集い
教区監査
真宗学院
（遠）実行委員会
教化ｾﾝﾀｰ
教区会特別委員会
教区会決算委員会
真宗学院
第 15 組推進員連絡協議会
教区会予算委員会

7/22（水） 10:00
14:00
7/23（木） 14:00
7/25（土） 14:00
7/29（水） 14:00
7/30（木） 14:00

③
教区門徒会常任委員会
教区会参事会
教化ｾﾝﾀｰ
真宗学院
教区会
教区門徒会

（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
待望の紀要２種刊行される!
「まだ出ないんですか?」と昨年から催促をいただいてい
ました新潟親鸞学会紀要が、６月３日の大会に合わせて、
ようやくこのたび刊行されました。
第 10 集には、2012 年第８回大会の信楽峻麿元龍谷大学
長の記念講演も収録しています（信楽先生は昨夏ご逝去さ
れました）。
また、特別展『親鸞となむの大地』記念号には、展覧会会
期中に博物館で開催された３回の講演記録が収録されて
います。講演がいずれも日曜日の開催だったため、聴講で
きなかった方もおられることでしょう。3 人の先生とも大変示
唆に富んだ講演で、今後の真宗史研究の必読書となるでし
ょう。昨年開催された特別展『親鸞となむの大地』のいわば
総集編。ぜひご一読ください。
一般書店でお求めいただけます。
店頭にないばあい書店でお取り寄
せいただくと、送料なしでお求めに
なれます。

特別展『親鸞となむの大地』記念号ご案内
特別展『親鸞となむの大地』記念号 2015 年６月２日発
行 Ａ５ 168 頁 定価 1,500 円（税込）
〔口絵〕
特別展「親鸞となむの大地」ﾎﾟｽﾀｰ／特別展会場入り口
屏風「逆さ竹林の親鸞」········································ 畠中光亨
〔講演〕
親鸞と恵信尼からみた中世の越後 ··················· 高橋一樹
「恵信尼文書」を読みなおす······························· 西口順子
新潟の真宗民俗―葬送・墓・寺檀― ················ 蒲池勢至
〔プレイベント〕
「なむ街道を歩く二十五日間の旅」報告·········· 井上法英
なむ街道(御流罪の道)を歩いて ························ 新保宗之
〔サブイベント〕
親鸞聖人越後御旧跡奉賛会······························ 古海法雲
〔経過報告〕
特別展「親鸞となむの大地」その願いと経過 ·· 富沢慶栄
協賛者名簿
第 10 集については次号でご紹介します。
【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/

