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今 月 の 法 語
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Even amidst the tempest of self-sentered
desires, one can hear the calling of the Primal
Vow in the working of Namu Amida Butsu.
Ōgi Gan-ei

三条教区災害対策委員会のお知らせ
災害支援実行委員会では、去る８月 17 日から 21 日ま
で、福島県から 10 名の小中学生（一部、保護者を含む）
を迎え、夏季一時保養を実施しました。また、９月 12 日
から 13 日にかけては仙台市で開催される東北三教区子
どものつどいに参加してまいります。詳細は後日ご報告
させていただきます。
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
願いと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。
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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）
『差別と真宗』交流学習会
開催案内同封
「沢知恵（さわともえ）ピアノ弾き語りコンサート」
◆日 時 2015 年 10 月 6 日（火）18:30～20:00
◆場 所 三条別院旧御堂
◆テーマ ハンセン病に学ぶ
◆参加費 1,000 円
◆問合せ 三条教務所（担当：藤波）
教区推進員教習 前期教習
開催案内後送
◆日 時 2015 年 12 月 5 日（土）～6 日（日）
◆場 所 教区同朋会館
◆講 師 巨谷 学氏（第 10 組 善了寺住職）
◆問合せ 三条教務所（担当：西山）
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）
◆講 題 金剛信の獲得
◆ﾃ ｷ ｽ ﾄ 2015 年安居本講「金剛信の獲得」
◆参加費 500 円
◆対 象 どなたでも
◆問合せ 三条教務所（担当：西山）
※事前学習会
日 時 2015 年 11 月 10 日（火）14 時から
場 所 教区同朋会館
持 物 真宗聖典、『2015 年安居本講「金剛信の獲得」』

教 務 所 か ら の お 知 ら せ
◎ 各組所長巡回に向けて
今月より巡回を開始いたします。各組で開催される組
会において、本年度の宗派・教区の方針並びに御依頼
をはじめ、教務所・別院からの事務連絡をお伝えさせて
いただきます。

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
また、過日厳修いたしました三条教区・三条別院宗祖
親鸞聖人七百五十回御遠忌法要につきまして、総括を
行い、将来に向けた教区教化の方向性と法要の在り方
等を検討してまいるため、皆様からのご意見を頂戴いた
したく、よろしくお願い申し上げます。
なお、組会には、８月の全寺院発送にてお送りしまし
た『教区報』並びに『御遠忌法要実施報告書』をご持参く
ださいますようお願いいたします。
◎ 退任のご挨拶
前三条教務所書記 五辻広大
このたび、８月３日付にて宗務所組織部書記を拝命い
たしました。
三条教務所に着任して５年３ヶ月の間、三条教区の皆
様には大変お世話になり、ありがとうございました。
振り返りますと、三条教務所員としての仕事は、2010
年５月 10 日、柏崎市西山で行われた田んぼアートの田
植えから始まりました。田んぼアートは、中越・中越沖地
震復興事業並びに本山宗祖御遠忌のお待ち受け事業
であり、度重なる災害による災害復興の中にあっても、三
条教区が一丸となって御遠忌に向けて歩んでいく力強さ
を感じたことを覚えています。
その後、2011 年３月 31 日の本山での御遠忌讃仰事業
「三条教区の日」に向けた準備を進める中、東日本大震
災が発生し、残念ながら中止という決断に至りましたが、
本山御遠忌法要では、団参誘導員として三条教区の皆
様をお迎えすることができ、教区の皆様と共に本山御遠
忌法要に遇えた感動は今も忘れられません。
本山御遠忌後は、2015 年５月の教区御遠忌法要に向
けた準備に追われる毎日だったと思います。私自身、広
報部会の担当として、多くの貴重な経験を得、多くの方
に出あうことができました。教区御遠忌法要は、正直毎
日が不安でしたが、無事に円成を迎え、私にとっての不
安が大きな自信となりました。
田んぼアートから始まった三条での５年間は、御遠忌
とともに歩んだ軌跡であると同時に、御遠忌によってお
育ていただいたと実感しています。
また、教化委員会を中心とした日々の教務所業務で
は、５年間で「声明」「靖国」「保育」「スカウト」「児童教化
（児連）」「仏青」「青少年」の７部門を担当させていただき
ました。各部門のスタッフのお一人お一人の顔を思い浮
かべると本当に淋しい気持ちになります。
最後になりますが、これからは三条教区で学んだこと
を活かし、今後の宗務に精進していきたいと思いますの
で、今後ともご指導ご鞭撻のほどお願い申し上げて、退
任のご挨拶といたします。

◎ 着任のご挨拶
三条教務所書記補 藤谷ゆう
このたび、８月３日付けで三条
教務所書記補を拝命いたしまし
た。大阪府守口市出身です。
大学を卒業した後、大谷大学
短期大学部仏教科コース履修生
を今年の３月に修了し、４月に宗
務役員となりました。本山で２ヶ月
間、鹿児島教務所で約２ヶ月間
の研修を終えた後、三条教務所に配属となりました。
初めて訪れた新潟県での新しい生活に、少々不安も
ございますが、教区御遠忌を終え、新たな一歩を歩み始
めた三条教務所にご縁をいただいたこと、そして、三条
教区の皆さまとの出遇いに感謝し、私にできることは何か
ということを日々模索しながら、業務に務めていきたいと
思います。
至らない点が多々あり、皆様にご迷惑をおかけするこ
ともあると思いますが、一生懸命頑張りますので、どうぞ
ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。
◎ 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
＊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
9/5（土） 14:00
9/7（月） 17:00
9/10（木） 13:30
14:00
9/11（金） 14:00
9/12（土） 14:00
9/16（水） 14:00
9/15（火） 14:00
9/17（木） 14:00
9/18（金） 15:00
17:00
9/19（土） 14:00
9/26（土） 14:00

２０１５年
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
社会広報部会
真宗学院
企画委員会
研修部会
教化ｾﾝﾀｰ
真宗学院運営委員会
如来会学習会
真宗学院
真宗学院

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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9/30（水） 14:00
10/1（木） 10:00
10/3（土） 14:00
10/6（火） 18:30
10/8（木） 14:00
10/17（土）14:00
10/20（火）
10/23（金） 9:30
10/24（土）14:00
10/26（月）14:00
10/29（木）15:00
10/31（土）14:00
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差別と真宗共学研修会部門会議
秋季声明講習会
連区教区門徒会正副会長会～2 日
真宗学院
差別と真宗交流学習会
教化ｾﾝﾀｰ
真宗学院
連区教区会正副議長会～21 日
別院奉仕研修会
真宗学院
企画委員会
教学研究会夏季合宿～30 日
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。

◎ 新刊書のご紹介
書名： 地獄と極楽
著者： 宮城 顗 （著）
シリーズ： 真宗文庫
発行年月日： 2015/08/28
ページ数： 176p
判型： A6 判
ISBN： 978-4-8341-0515-5
日常の言葉としても馴染みのある「地獄」と「極楽」をテ
ーマにした法話を書籍化。私たちが生きていくために大
切なことをおしえている「地獄」と「極楽」の世界をあきら
かにする。
仏教のみならず日常の言葉としても馴染みのある地獄
と極楽をテーマにした法話。この２つの世界、実は私た
ちが生きていくうえにおいて、とても大切なことを教えてく
れています。親鸞聖人の教えに立脚した切り口で、地獄
と極楽を明らかにします。
【本文中に出てくる印象的な言葉】
地獄と極楽とは同じ大きな意味を持つのです（163 頁）
私たちの人生の争いは、いつも善と善との争いだ（12 頁）
書名： 聞思の人④金子大榮集 下
著者： 教学研究所 （編）
シリーズ： 聞思の人シリーズ
発行年月日： 2015/08/28
判型・ページ数： 四六判・265p
価格： 1,500 円
ISBN： 978-4-8341-0514-8
1983 年に発行された同書を改訂。ルビを付す等読み
やすくなった。教学研究所の機関誌『教化研究』所載の
講演録及び執筆原稿より抜粋・編纂。昭和 53 年に発行
された同書の改訂版。仏教音楽や声明、「空」観と念仏
の関係など、真宗教学の深い学びから様々なテーマで
話された講義や論文を収載。下巻にはあらたに金子大
榮氏の略年表が追加。

③
書名： 2015 年安居本講
金剛信の獲得-金剛信の獲得
著者： 本多 弘之 （著）
シリーズ： 安居講録
発行年月日： 2015/07/06
判型・ページ数： A6 判・192ｐ
価格： 3,500 円
ISBN： 978-4-8341-0512-4

新潟親鸞学会からのお知らせ
時局問題学習会（第１回） ご案内
去る７月１５日に開かれた当会評議会で、
「本日、衆議院特別委員会で安保関連法案の審議が
強行採決されたが、このような暴挙に対し、当会として反
対声明を出すべきではないか。これまで法案反対の声
明が大谷派からは出ているが、仏教界においては瀬戸
内寂聴氏が意見を述べているぐらいで、全く沈黙してい
る。戦前には『教行信証』の問題箇所を墨で塗られた歴
史もあり、再び信教の自由が制限されないとも限らない
時代状況になりつつある。念仏者としての態度が問われ
ているのではないか」との問題提起を受け、
「当会は真宗仏教を学ぶ会であって、政治に深入りす
べきではない」
との意見もふまえ、緊急に内部学習会を持つことが申
し合われました。
人間にとって、国家にとって、憲法とは、平和とは何か、
という基本的問題を置き去りにしたまま、「戦後レジーム
からの脱却」が声高に唱えられる今日、ご一緒に聞き、
考えてみませんか。３回シリーズで時局問題学習会を開
きますので、ご案内いたします。
第 1 回目は「安保関連法案」の何が問題なのか。さま
ざまな情報を知る立場にある新潟日報社論説委員の大
塚清一郎氏をお迎えして、その賛否両論について伺い
ます。
【日
【会
【講
【講

時】
場】
題】
師】

2015 年９月 16 日（水）13:50～16:00
三条別院 旧御堂
「安保関連法案と憲法第 9 条」
大塚清一郎 先生
新潟日報社 編集制作統括本部編集局
論説編集委員
【聴講料】 無料（申し込み不要）
【問合せ】 事務局 超願寺（下記連絡先）
※第２回は 2015 年９月 30 日（水）／講師 玉光順正氏
第３回 未定
【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

