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三条教区災害対策委員会のお知らせ

今 月 の 法 語
〔真宗教団連合『法語カレンダー』より〕
いま

①

い

今を生きずに
いつを生きる
ここを生きずに
どこを生きる
お お が

し ん しょう

大神 信章

If we do not live life to the utmost here and now,
in what lifetime and where will we do so?
Ōga Shinsho

御遠忌実行委員会のお知らせ
三条教区宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌
実施報告書―「評価と課題」
このたび御遠忌実行委員会委員の任期が８月３日に満
了するにあたり、実行委員会から「実施報告書―評価と課
題」が発表されました。
「御遠忌を計画するにあたり、様々なご意見を頂きました。
本山御遠忌から日も浅く、周知の期間が短いのではないか。
また多くのご門徒の懇志を頂くのであるが、参拝できる数が
不足なのではないか、というご指摘であります。そのような中
ご理解いただき勤めた御遠忌法要でありました。御遠忌後、
これからの寺院や教化の課題と方向性を「親鸞さんに あお
う」の言葉に表現されたように、聖人が顕かにされた本願念
仏の教えを、どのように戴き、どのように伝えていくか、僧俗
ともに考えていかなければならないことであります。」（楠 雅
丸 実行委員会委員長ご挨拶『御遠忌通信』最終号より）
この「実施報告書」は本号と同梱いたし全寺院・教会ほか
にお送りいたします。今後、組会、組門徒会等におきまして、
皆様のご意見をお聞かせいただき、本年度三条教区教化
研修計画に謳われますとおり、「これからの 50 年に向けた
確かな一歩としていくべく、丁寧に点検総括」を行ってまい
ります。

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８月１日現在、総額 14,424,675
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
3,825,805 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は、2014 年度末まで
救援金のほか、宗派助成金並びに災害対策積立金を充て
て支弁してまいりましたが、今年度からは教区費会計に災
害救援・復興費を予算（2015 年度 110 万円）計上し、復興
支援活動を継続していくことといたしました。
復興支援活動は、三条教区災害対策委員会規程に定め
る「災害支援」実行委員会（巨谷学委員長 第 10 組善了寺）
により、放射能汚染から子どもたちを守ることを願いした一
時保養事業を中心に実行されていますが、「震災によって
根底から破壊された人のつながりの再生」（宗会 総長演説
より）のため、長期的な支援が必要とされています。
これまで皆様からご協力いただいてまいりました東日本
大震災救援金は、引き続き災害救援・復興カンパ金として、
今後ともご協力いただきたくお願い申し上げます。

教 区 会 ・ 教 区 門 徒 会 の 報 告

教区会「教務所長挨拶」の模様

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 29 日及び 30 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。

三条教区教化研修テーマ ／ 「共にといえる 人生を生きよう」

②
詳細につきましては『教区報』（本号同梱）をご覧くださいま
すようお願いいたします。

◆講 題
◆ﾃ ｷ ｽ ﾄ
◆参加費
◆対 象
◆問合せ

金剛信の獲得
2015 年安居本講「金剛信の獲得」
500 円
どなたでも
三条教務所（担当：西山）

推進員・育成員共学研修会 報告

教区門徒会の様子

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
議案第 14 号
議案第 15 号
議案第 16 号
議案第 17 号

研

三条教区災害対策委員会規程の一部改正（案）
2014 年度 三条教区教区費会計 歳入歳出決算書
2014 年度 三条教区出版会計 歳入歳出決算書
2014 年度 三条教区共済特別会計 歳入歳出決算書
2014 年度 三条教区地方事業補助金特別会計
歳入歳出決算書
2014 年度 三条真宗学院特別会計 歳入歳出決算書
2014 年度 三条教区教区費積立金会計 計算書
2014 年度 三条別院本堂修復･教区同朋会館建
設会計 計算書
三条教区宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌特別
会計収入支出決算書
2015 年度 宗派経常費御依頼割当基準について
2015 年度 三条教区教区費割当基準について
2015 年度 三条教区教区費会計 歳入歳出予算（案）
2015 年度 三条教区出版会計 歳入歳出予算（案）
2015 年度 三条教区共済特別会計 歳入歳出予算（案）
三条教区地方事業補助金の融通について
2015 年度 三条教区地方事業補助金特別会計
歳入歳出予算（案）
2015 年度 三条真宗学院特別会計 歳入歳出予算（案）
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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）
秋季声明講習会
開催案内同封
◆日 時 2015 年 10 月 1 日（木）10：00～16：00
◆場 所 教区同朋会館
◆講 師 泉 康夫氏（本山堂衆）
◆参加費 500 円
◆問合せ 三条教務所（担当：宮野）
秋安居
開催案内後送
◆日 時 2015 年 12 月 7 日（月）～8 日（火）
◆場 所 教区同朋会館
◆講 師 本多弘之氏（本山安居本講講師 親鸞仏教ｾﾝﾀｰ所長）

推進員教習部門ｽﾀｯﾌ 鷲尾祐惠
2015 年６月１６日、教区同朋会館を会場に三条教区教化
委員会研修部会「推進員教習」部門による推進員・育成員
共学研修会が「共に学ぼう」という呼びかけのもと開催され
ました。講師として、推進員から猪飼松子さん、育成員から
渡邊学さんをお迎えし、29 名の参加がありました。
研修会では、まず猪飼松子さんから「寺と門徒の現状」に
ついてお話しいただき、また、「寺と門徒は車の両輪と言わ
れるがどういうことか？」等の問題提起をいただきました。
それを受けて３班に分かれての座談が行われ、それぞれ
で活発な話し合いが行われました。私の参加した班では
「門徒の皆さんに寺の活動をサポートして欲しい」「寺は参
加者が例え０人であっても定期的に聞法会などの教化活動
を続けて欲しい」「若者の宗教離れと言うが、よりどころを求
めている人は多く、それに応えられていないのは寺族の問
題ではないか」などの話題で盛り上がりました。

座談の様子

最後に、座談の報告を受けた渡邊学さんによるまとめの
お話をいただきました。「如来より賜る信心は一緒であり、共
に如来へ向かっていく、それが共学ということ。寺も門徒も、
ただ互いに言い合っていてもだめではないか。寺族は門徒
の声を厳しく受け止め、門徒はしたいことを寺に働きかける、
それだけでも変わっていくだろう。」というお話でした。
個人的には、やはり自由な会話を通して課題を持ち帰る
ことのできる座談の時間がしっかり確保されていたことが意
義深いことだったと思います。参加者の多くが聞法の道場
であるはずの寺の現状に危機感を持ち、自分はどうしたい
か・何ができるかということを改めて考える機縁となった共学
研修会でした。
東北連区坊守研修会報告
第 17 組慶應寺 松原きい子
さわやかな季節となり、６月 22 日～23 日、今年度の東北
連区坊守研修会が三条別院・岩室温泉ホテルゆもとやで開
催されました。
当番教区でもある三条教区からは 79 名が参加、他教区
からは 94 名が参加されました。御修復された三条別院での
開会式の勤行は、坊守方の素晴らしいお勤めでありました。
講師には、三条教区第 12 組安淨寺のご住職である安原晃

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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氏をお迎えして「現代（いま）を生きる」というテーマでお話
をいただきました。

③

＊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
8/4（火） 14:00
15:00
安原晃氏の講義模様（三条別院旧御堂にて）

安原氏は講義の中で、まず人間は謙虚でなければなら
ない、謙虚とは、自分に対して素直で自分が偉いと思わな
い様子であるとお話しされ、人間という間柄や自然に対して
自らが謙虚であるか、都合が合わない人とは対話をしない
ような私たちではないかと問われました。そして、「あなた」と
「私」の関係性は南無阿弥陀仏の関係であるということを
「親鸞におきては、ただ念仏して、弥陀にたすけられまいら
すべしと、よきひとのおおせをかぶりて、信ずるほかに別の
子細なきなり」（歎異抄第二章）の一節を引用されてお話し
くださいました。
懇親会では、三条教区参加者全員の余興で「花は咲く」
「回向曲」を合唱し、最後には連区参加者全員で「テツナギ
マーチ」を踊りました。
このたびの東北連区坊守研修会を通して思うことは、念
仏者として足元を見つめながら生涯を生きなければというこ
とです。現代社会の中で、寺に生きる人間として考えさせら
れる日々のなかで、この研修会に参加するご縁をいただい
たことに深く感謝いたします。
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◎ 公益財団法人全日本仏教会主催「厚生年金加入促
進問題の経緯と現況に関する連絡会」の報告について
2015 年７月 29 日、真宗大谷派宗務所を会場に開催され
た連絡会にて、全日本仏教会と日本年金機構の上部組織
である厚生労働省年金局との協議により、2015 年 7 月 6 日
付にて、年金機構本部の出先機関である各年金事務所に
対して、宗教法人に対する加入促進を一時休止する旨の
指示がなされたとの報告がなされました。
なお、上記期日以降に各宗教法人に対する加入促進行
為（通知や直接訪問等）がなされた場合は、速やかに教務
所へご一報くださいますようお願いいたします。
今後さらに動きがありました際は、本欄にてお知らせいた
します。

◎ 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
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

17:00
8/6（木） 13:30
14:00
8/7（金） 14:00
8/8（土） 14:00
8/10（月）
8/17（月）
8/18（火） 14:00
8/19（水）
8/20（木） 14:00
17:00
8/21（金） 15:00
8/22（土） 13:00
8/24（月） 9:30
8/25（火） 14:00
8/26（水）
8/27（木）
8/29（土）
9/5（土）
9/7（月）
9/10（木）
9/12（土）
9/16（水）
9/17（木）
9/18（金）
9/19（土）
9/26（土）
10/1（木）
10/3（土）

13:00
15:00
14:00
14:00
17:00
12:00
14:00
14:00
14:00
14:00
15:00
14:00
14:00
10:00
14:00

２０１５年
院議会
災害支援実行委員会
児童夏の集い全体会議
教学研究会部門輪読会
正副組長会
教化ｾﾝﾀｰ
連絡協議部会
真宗学院
～14 日 教務所事務休暇
～21 日 放射能汚染から子どもたちを守
る一時保養
差別と真宗共学研修会部門会議
～21 日 児童夏の集い
教化ｾﾝﾀｰ
如来会学習会
声明講習会部門ｽﾀｯﾌ学習会
～23 日 13:00 真宗学院特別講義 1･2
声明基本講習会
企画委員会
大谷大学同窓会
推進員連絡協議会総会
真宗学院指導会議
真宗学院
真宗学院
教学研究会部門輪読会
教区坊守会役員会
教化ｾﾝﾀｰ
真宗学院
企画委員会
教化ｾﾝﾀｰ
真宗学院運営委員会
真宗学院
真宗学院
秋季声明講習会
真宗学院

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

