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今 月 の 法 語
〔真宗教団連合『法語カレンダー』より〕
わたし

私 が私であって
よかったといえる
あなたになれ
なかしま

中島 みどり

I aspire to become someone like you who says,
“I am glad I am me.”
Nakashima Midori

御遠忌実行委員会のお知らせ
広報部会
『御遠忌通信 最終号』発行！

①

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７月１日現在、総額 14,390,375
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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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）
声明基本講習会
開催案内同封
◆日 時 2015 年 8 月 24 日（月）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
◆参加費 500 円
◆問合せ 三条教務所（担当：宮野）
新任教師研修会報告

このたびの御遠忌法要の特集号として、『御遠忌通信最
終号』を発行いたしました。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今回で最終号とな
ります。本号では、法要当日と子ども御遠忌の様子を写真
盛り沢山で紹介しております。複数部を同封しておりますの
で、ぜひとも有縁の皆様にお配りください。

研修部会部長 北島栄誠
去る、2015 年６月９日・１０日、三条別院におきまして、講
師に藤場俊基氏（石川県 常讃寺住職）をお迎えし、「真宗
に学ぶ―大谷派教師の歩み―」のテーマの元、12 名（参加
対象者 128 名中）の方々から受講いただき、１泊２日の日程
で開催いたしました。
この研修会の願いは、
・大谷派教師としての歩みを再確認すること
・真宗の教えを学ぶ場となること
・他の新任教師の方との交流の場となること
であり、2008 年度から３年間開催された「若手寺族研修
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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」

会」の趣旨を引き継ぎ、2011 年度より「新任教師研修会」へ
と研修会名を変更して、本年度で４年目を迎える研修会で
あります。

講義いただいた藤場俊基氏

また、藤場先生も４年目のお招きとなり、講義では「お寺
は誰のものか？」という問いを元に、「主体となる」ということ
を考えさせられる講義をいただき、座談では参加者が時間
の限り熱のある時間を過ごすことができました。
また翌朝の別院晨朝、外陣出仕に向けて「声明講習会」
部門幹事の山﨑恵氏（第１１組淨福寺住職）より習礼が行わ
れ、出退出の所作をはじめ、晨朝勤行のお勤めを中心とし
た声明作法をご教授いただきました。参加者の皆さんには、
初めての別院本堂でのお勤めに緊張しながらも、改めて浄
土を「荘厳」する意味を確認することができたのではないか
と考えております。
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◎ 厚生年金保険・健康保険加入に係る宗教法人への
影響について
前号でお知らせしましたとおり、昨今、日本年金機構によ
り厚生年金保険及び健康保険の加入促進のための指導が
行われています。そもそも常時従業員を使用する法人事業
所（適用事業所）については、厚生年金保険・健康保険制
度への加入は法律によって義務付けられており、宗教法人
も例外ではありません。
新潟県においては、柏崎市で説明会並びにアンケートが
実施され、新潟東年金事務所及び長岡年金事務所からは
加入案内が管轄区域内の各寺院・教会に送付され、質問
に対する回答書提出が求められています（教務所調べ）。
現状、特に【常時従業員を使用しない又は代表役員（住
職）１人のみの法人事業所の場合】、厚生年金保険法第６
条第２項に規定される「常時従業員」の概念に代表役員（住
職）が含まれるか否かについては、新聞・雑誌等の記事*に
よると、行政と専門家の間でも解釈が異なっています。仮に
含まれると解釈された場合、各法人における税務処理等の
事務負担が増すことや保険料負担が生じることによって、法
人運営そのものに支障をきたすことが危惧されます。特に
一度加入すると適用事業所を解除することはできません。
このような現状から、公益財団法人 全日本仏教会では、
制度内容に少なからず問題があるとして、同機構へ申し入
れを行っているとのことであり、それについては具体的な報
告があり次第あらためてお伝えする予定です。
最終的な判断は、各法人（寺院・教会）でしていただかな
くてはならないため、このたび宗派から制度加入による影響
について通知がありました。下記のとおりお知らせいたしま
すので慎重にご判断くださいますようお願いいたします。
厚生年金保険・健康保険制度加入に係る宗教法人への影響

山﨑恵氏から習礼を受ける参加者

また今回は、全員の感話をいただきました。受講の動機
や、日頃の問いなどをお話いただくとともに、その後の懇親
会では初対面ながら活発に交流を深められました。
このような受講者の皆さんの姿を目の当たりにすると、新
任教師としての不安や疑問をぶつけられる場、また共に共
有できる場の必要性をスタッフ一同が実感することができ、
「新任教師研修会」の意義を確認させていただくとともに、ス
タッフも共に初心に戻らせていただく研修会となりました。
まだまだ大盛況な研修会とは言いがたい研修会でありま
す。来年度はもっとたくさんの参加者が参加され、より充実
した意義深い研修会にしていきたく考えておりますので、教
区内の皆様におかれましては、何卒ご教授のほどよろしく
お願いいたします。

○老齢年金が退職後、国民年金に比べて多く支給される。
○国民年金と比較して障害年金の認定基準が低い。
○国民年金の場合、遺族年金については、18 歳未満の子
供がいる妻だけが支給対象であるが、厚生年金の場合
は、受給できる条件が多い。
○健康保険から疾病・怪我及び産前産後等で業務に就け
ない時の手当金がある。
○保険料は労使折半のため、個人が納めた保険料以上の
保障が見込める。
○厚生年金では、配偶者の国民年金（基礎年金）分を扶養
することができ（追加保険料無）、また、健康保険では、
扶養者が増えた場合も保険料は増加しない。（国民健康
保険は家族を追加する場合保険料が増額する。）
○住職以外の職員については老後や生活の保障となるた
め、福利厚生となる。
●保険料が労使折半のため、住職個人だけでなく、寺院会
計の負担に繋がることより、寺院の運営に支障をきたす
恐れがある。
●一度適用事業所となると、適用事業所を解除することが
できず、保険料の支払い義務が生じ、滞納すれば寺院
財産の差押さえが行われる可能性がある。
●住職には、一般的に定年退職がないため、法務等の収
入がある限り、70 歳まで保険料を支払っても老齢年金に
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ついて受領額の一部若しくは全額がカットされる。
●住職の場合、病気や怪我で休養が必要な場合であって
も、法務収入がなくならない限り傷病手当金が支給され
ない。
●必要な備付書類（出勤簿、賃金台帳等）があり、事務量
が増える。
*

参考記事： 『寺門興隆』（2012 年 6 月号）、中外日報・文
化時報・朝日・日経各紙。

◎ 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
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
7/2（木） 14:00
7/3（金） 13:30
14:00
7/4（土） 13:30
14:00
7/6（月） 13:30
17:00
7/7（火） 13:30
15:30
7/9（木） 14:00

7/10（金）
7/11（土）
7/13（月）
7/14（火）
7/15（水）
7/16（木）
7/17（金）

15:00
14:00
14:00

14:00
14:00
14:00
10:00
14:00
7/18（土） 14:00
7/20（月） 13:00
7/21（火）
14:00
7/22（水） 10:00
14:00
7/23（木） 14:00
7/24（金） 14:00

２０１５年
大谷大学同窓会三条支部役員会
教区坊守会会計監査
推進員教習部門会議
全戦争犠牲者追弔法会
真宗学院
教区坊守会役員会
教学研究会輪読会
第 16 組聞法の集い
大谷保育協会三条支部総会
教区監査
教化ｾﾝﾀｰ
御坊市会議
青少年 3 部門会議
真宗学院
教務所振替休日
御依頼適正審議会
（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
～22 日 児童夏の集い事前研修
教区会予算委員会
教区門徒会常任委員会
教区会参事会
教化ｾﾝﾀｰ
別院責任役員会
御遠忌ｽﾀｯﾌ慰労会

7/25（土）
7/27（月）
7/29（水）
7/30（木）
8/1（土）
8/4（火）
8/5（水）
8/6（木）
8/8（土）
8/19（水）
8/22（土）
8/24（月）
8/25（火）
8/26（水）
8/29（土）

14:00
13:30
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
13:30
14:00
13:00
9:30
14:00
13:00
14:00

③
真宗学院
推進員連絡協議会役員会
教区会
教区門徒会
真宗学院
院議会
連絡協議部会
正副組長会
真宗学院
～21 日 児童夏の集い
～23 日 13:00 真宗学院特別講義 1･2
声明基本講習会
大谷大学同窓会
推進員連絡協議会総会
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
待望の紀要２種刊行!
前号でご紹介した特別展『親
鸞となむの大地』記念号と同時
に刊行しました紀要第 10 集をご
紹介します。本紀要には 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）。
三条教務所並びに一般書店でお求めいただけます。店
頭にない場合は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。
『新潟親鸞学会紀要』 第 10 集
2015 年 6 月 2 日発行 A5 100 頁 定価 1,100 円（税込）
〔法宝物紹介〕
親鸞聖人御木像 (大坂元一家所蔵)
村山教二
〔講演〕
仏を信じたら人間は変わるか
信楽峻麿
〔追悼〕
信楽峻麿先生追悼の言葉
丸山文雄
〔研究発表〕
越佐真宗寺院の消長－明治一六年「寺院明細帳」の若
干の考察－
中島義紘
恵信尼の出自と小黒女房について
日野恵隆
対話心理学における仏教理論の応用について 斎木浩一郎
「ゑしんの里いたくら」のいわれ
宮腰英武
〔報告〕
第８回史跡研修旅行
鷲尾恵水
〔特別講座〕
親鸞伝再考
松尾剛次
【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

