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今 月 の 法 語
〔真宗教団連合『法語カレンダー』より〕
しんじん

信心ひとたび
おこりなば
なやみ
た
煩惱を断たで
すくい
涅槃あり
能発一念喜愛心 不断煩惱得涅槃
『和訳正信偈』（真宗教団連合制定）

Once shinjin arises, nirvana is to be realized
without having to get rid of our blind passions.
Classical Japanese Translation of Shōshinge,
by Shinshū Kyōdan Rengō

三条教区災害対策委員会のお知らせ
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教区女性研修会
開催案内既送
◆日 時 2016 年 3 月 9 日（水）10：00～15：00
◆場 所 教区同朋会館
◆講 師 西山郷史氏（能登教区西勝寺住職）
◆講 題 お斎について―いただきます。ごちそうさま。―
◆参加費 2,000 円（昼食代含む）
◆対 象 どなたでも（事前申し込みが必要です）
◆申込み 3 月 7 日（月）締切です。ぜひお申込ください。
◆問合せ 三条教務所（担当：藤谷）
声明基本講習会
開催案内同封
◆日 時 2016 年 3 月 25 日（金）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
◆対 象 どなたでも（教務所へ事前申込ください）
得度班（得度式受式の内容から）
法務研鑽班（葬儀・法要等の日常法務の内容から）
声明研鑽班（中央声明講習の内容から）
◆問合せ 三条教務所（担当：藤谷）

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
してお受けしています。
現在ご協力いただいた金額は 98,965 円となりました。
御礼を申し上げますとともに引き続き皆様のご理解と
ご協力をお願い申し上げます。

教学研究会
開催案内同封
◆日 時 2016 年 3 月 30 日（水）～31 日（木）
◆会 場 三条別院旧御堂
◆講 師 藤場俊基氏（金沢教区常讃寺）
◆内 容 『教行信証』化身土巻
◆参加費 500 円
◆対 象 どなたでも（教務所へ事前申込ください）
◆締 切 2016 年 3 月 25 日（金）
◆受講証 第 2 種発行（教師陞補のために 1 枚要するもの）
◆問合せ 三条教務所（担当：西山）

福島原発事故から５年が経とうとしていますが、いまだ
多くの方々が放射能被害の不安の中で生活しておられ
ます。本年春も、３月 28～30 日に「新潟のお寺に泊まろ
う！春休み お寺宿泊体験」として、三条別院を会場に
福島の子どもたちを放射能被害から守る一時保養を行
います。29～30 日は「三条別院子ども奉仕団」に参加し、
新潟の子どもたちと交流し、楽しい春休みの思い出を作
ってもらえたらと願っています。

「差別と真宗」基礎講座（第１１組） 開催案内同封
◆日 時 2016 年 4 月 24 日（日）
◆会 場 第 11 組願興寺
◆講 師 村山教二 氏（第 11 組願興寺）
◆テーマ 「何故、部落差別問題が真宗門徒の信心の課
題となるのか」
◆参加費 500 円
◆対 象 どなたでも（事前申し込み不要）
◆問合せ 三条教務所（担当：藤波）

三条教区災害支援実行委員会からのお願い

「差別と真宗」基礎講座（第２３組） 開催案内同封
◆日 時 2016 年 4 月 30 日（土）
◆会 場 第 23 組照善寺
◆講 師 中島義紘 氏（第 11 組願興寺）

三条教区教化研修テーマ ／ 「共にといえる 人生を生きよう」
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◆テーマ

「何故、部落差別問題が真宗門徒の信心の課
題となるのか」
◆参加費 500 円
◆対 象 どなたでも（事前申し込み不要）
◆問合せ 三条教務所（担当：藤波）
推進員・育成員共学研修会
開催案内同封
◆日時/会場 (1)2016 年 4 月 28 日（木）第 23 組慶誓寺
(2)2016 年 5 月 29 日（日）第 11 組長福寺
◆講 師 武樋和嘉子氏（第 14 組蓮光寺）
◆テーマ 「御同朋御同行のこころ」
◆対 象 どなたでも（事前申し込み不要）
◆問合せ 三条教務所（担当：西山）
仏青交流研修会（グリーフケア研修第２回） 報告
去る２月９日（火）、三条別院旧御堂を会場に、酒井義一
氏（東京教区存明寺）をお招きして、今年度２回目となる「グ
リーフケア」をテーマとした研修会を開催しました。
酒井先生が御自坊で取り組まれている「グリーフケアのつ
どい」を中心として、取り組みのきっかけや、大切にされてい
ることについてお話しいただきました。後半には「模擬グリー
フケアのつどい」の時間をもち、酒井先生と朝倉 奏仏青研
修会部門幹事（第 20 組金寳寺）の進行のもと、全員でグリ
ーフケアのつどいを体験しました。
以下は、参加者からの報告です。
第 10 組行通寺 佐々木智裕
グリーフケアという言葉を知ったのは、ここ最近のことでし
た。今回、酒井先生の講義を聴かせて頂き、私自身の関心
の無さと甘い姿勢に気付かされました。私が特に先生のお
話の中で、はっとさせられたのは、「悲しんでいる人の悲し
みを取り除くのではなく、その形を知ることが大切である」と
いう言葉でした。

模擬ｸﾞﾘｰﾌｹｱの様子（左から朝倉氏、酒井氏、参加者） 於旧御堂

私は僧侶ということから、門徒さんから、もしこんなことを
相談されたら、こんな言葉やこういうアプローチをすればす
っきりするのではないか、と考えることが今までよくありました。
教えの中にこんな言葉がありますよ、そういうのが僧侶として
の使命だと一方的に考えていました。門徒さんの悲しみを
取り除くことが僧侶としての仕事なのだと思っていました。し
かし、今回の酒井先生の講義や模擬グリーフケアを実際に
経験し、とても恥ずかしく、何を勘違いしていたんだという思
いが湧き出てきました。苦しみや悲しみは捨てることのでき
ないものであるのに、私はそれを少しでも無くしたい、消し
てあげたいというおせっかい極まりないことを考えていたの
だなと思いました。
今回の研修会を通して、見えてなかった自分を見つめる

ことができたように思います。出遇いを大切に、いろんなこと
に気付ける感性を大切に、これからも歩んで行きたいと感じ
させる研修会でした。

教 務 所 か ら の お 知 ら せ
◎教区行事予定表
２０１６年
3/4（金）
～6 日教区推進員後期教習
3/5（土） 13:30 真宗学院特別講義 3
3/9（水） 10:00 教区女性研修会
14:00 児童夏の集い執行部会議
15:00 靖国問題研修会部門会議
16:00 教学研究会『教行信証』輪読会
3/10（木） 14:00 保育研究部会
教化ｾﾝﾀｰ
3/11（金） 14:00 声明研修会ｽﾀｯﾌ学習会
3/14（月）
～16 日 教化特別研修生第 4 期研修会
14:00 青少年３部門全体会議
3/16（水） 14:00 企画委員会
3/17（木） 13:30 教区坊守会役員会
14:00 教化ｾﾝﾀｰ
3/22（火）
～23 日 東北連区駐在教導会
3/23（水） 16:00 如来会学習会
3/24（木） 14:00 教化ｾﾝﾀｰ
3/25（金） 9:30 声明基本講習会
3/26（土）
真宗学院卒業式・教師補任式
3/27（日） 15:00 推進員養成講座（第 15 組見附淨覺寺）
3/28（月）
～30 日 新潟のお寺に泊まろう!!
放射能汚染から子どもたちを守る一時保養
3/29（火）
～30 日 別院子ども奉仕団
3/30（水）
～31 日 教学研究会
4/3（日） 13:30 推進員養成講座（第 10 組受德寺）
4/8（金） 10:00 女性研修会部門会議
14:00 別院院議会常議員会
4/9（土） 14:00 三条真宗学院入学式
4/11（月） 14:00 研修部会
4/12（火） 14:00 同朋の会教導連絡協議会総会
4/13（水） 14:00 企画委員会
4/14（木） 14:00 教化ｾﾝﾀｰ
4/15（金） 13:30 別院院議会
16:00 教区会参事会
教区門徒会常任委員会
4/18（月） 14:00 教区会（臨時会）
4/19（火） 14:00 教区門徒会（臨時会）
4/21（木） 14:00 教化ｾﾝﾀｰ
4/23（土） 13:00 保育新任者研修会
4/24（日） 13:00 差別と真宗基礎講座（第 11 組願興寺）
14:00 別院公開講座
15:00 推進員養成講座（第 15 組長泉寺）
4/28（木） 14:00 教化ｾﾝﾀｰ
推進員･育成員共学研修会（第 23 組慶誓寺）
4/30（土） 13:00 差別と真宗基礎講座（第 23 組照善寺）
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。

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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駐 在 教 導 の つ ぶ や き
駐在教導 西山郷光
おかげさまで色々な法座でお話しをさせていただく機
会を頂戴するようになり、法話の姿勢について考えさせら
れる機会が増えてきた。そんな中、しばらく前にドキッとさ
せられた言葉に出会った。藤元正樹先生のお言葉であ
る▼「わかった、ええ話やったという時は、たいてい聞か
なくてもよい事を聞いている。聞くのは、わかる話を聞く
のではなく、本当の話を聞くんでしょう。話をきいてわか
ったと思っても、うその話を聞いていては何にもならんで
しょう。話を聞くのは、わかろうがわかるまいが、真実の話
を聞くのが大事なんです。大事なのは、本当か本当でな
いかということなんです。」▼特に最後の一文である。私
はこのお言葉で、非常に勇気づけられたことだった▼話
し手の立場で法話に臨むとき、教えをお伝えしたいと願
ってその場に立つのだが、ついつい私は聞き手の皆さ
んの反応が気になるあまり、どうすれば伝わるか、どうす
れば好意的な反応を得られる話ができるか、そういう方
向に気持ちが逸れてしまいがちになる。しかし、「本当の
話を話すこと」と「相手に伝わるように話すこと」を同列に
考えだすと、ややこしくなってしまう。気が散る、と言うこと
かもしれない。気持ちが定まらないのだ。そして、わかる
ようにと言葉を選ぶあまり「本当の話」そのものを改変して
しまうことすらある▼このお言葉は、こんな風に気が散っ
てしまう私に対して、「本当の話を話せばいいんだよ。そ
こに一生懸命になればいいんだよ」と、問題を大切な一
点に絞り直して下さった▼「本当の話」すなわち「教え」の
確かさ自体は、おすがりしていくだけの我が身である。し
かし、私自身の囚われの問題として、「本当の話」を私に
伝えることができるのか、そもそも「本当の話」を私がどれ
だけ頂けているのか、そんな自分が法話を語ってよいの
だろうかという悩みはずっと残りつづけている▼これから
も、この藤元先生のお言葉に励まされ、「本当の話」を訪
ね続けていきたい、いつもこのことと真向かいになって法
話の場に望み続けたいという願いを確かめさせていただ
けたことだった▼南無阿弥陀仏

新潟親鸞学会からのお知らせ
■ホームページ「なむの大地・越後親鸞さま巡り」がアップ
一昨年の「親鸞となむの大地」展を機に当会が関係寺院
に呼びかけ、ご協力を得て結成された親鸞聖人越後御旧
跡奉賛会が、Facebook に続いて、このたびウェブサイト「な
むの大地・越後親鸞さま巡り―七不思議とその足跡」を開
設しました。とてもセンスのよい画面に仕上がっています。

http://www.shinran-echigo.com/

内容は、奉賛会会員寺院の紹介ですが、多くの皆様のご
意見によって一層充実していくことになります。新潟県内の
東西各派の別院ともリンクしました。ぜひご覧になって、お
育ていただければ幸いです。
なお、奉賛会の Facebook アドレスは
https://www.facebook.com/etigosinrangokyuseki です。
■映画『土徳流離』の上映について

青原さとし監督の映画『土徳流離（どとくりゅうり）－奥州
相馬復興への悲願』の上映が全国に先駆けて新潟で上映
されることになりました。現在、映画館側と詰めの交渉が行
われています。詳細は次回ご報告の予定です。
上映期日
５月 21 日(土)～27 日(金)
上映時間
午前 10 から前編(101 分)、その後 30 分
昼食時間を取り、引き続き後編(103 分)
の予定。
上映会場
新潟市民映画館ｼﾈ･ｳｲﾝﾄﾞ(新潟伊勢丹
向かい)
前売り券
￥2,000-(予定)

◎なお、既報のとおり、真宗教団連合新潟県支部との共
催による青原さとし監督の特別講座が３月 14 日（月）
13:40～16:30 新潟ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙにて開催されます。お申
込の方はお忘れなきよう御来聴お待ちしております。
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
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