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ご執筆いただきます。

北島栄誠 氏（第十一組長福寺）より

○次回の「三条別院に想う」は、

第十五組光善寺住職 佐々木憲雄 氏

「帰敬式は、本派に帰依の誠を表す儀式」と定
める。これを受式者に求めれば、小児や、通夜
で行う死者の帰敬式は不可能だ。
だが無自覚者こそ、如来が救済を誓われた相
手だ。
ご本山は帰敬式の受式年齢制限を廃して、
如来より賜る凡夫往生という浄土真宗の原点を
表してくれた。だから、自覚なき者には誰が帰
依の誠を表し、浄土往生を約束しているか、明
確にしていかねばならぬ。誤った作法と否定さ
れ、忘れ去られた「御名がけ」は、今も私たち
に静かに問いかけている。
別院の御本尊を仰げば、阿弥陀如来は無自覚
なまま得度した私に向って、
「南無阿弥陀仏」と
呼びかけていらっしゃる。自覚に先立って、す
でに如来は凡夫に帰依敬礼していらっしゃるの
だ。何と有難い姿ではないか。

三条別院のご案内
三条別院に想う
三条別院は三百年以上の歴史を持ち、佐渡、
村上から柏崎まで、約五百の真宗寺院と門徒を
結ぶ聞法道場だ。御坊市や三条マルシェとのコ
ラボ等、地域にも広く親しまれている。
一六八五年、信越地方を舞台に、多くの真宗
寺院を巻き込んで論争が起こった。争点は「小
児が浄土往生できるか否か」だったという。当
時越後には、子供に御文を抱かせ、大人が代わ
りに「この子の後生助けたまえ」と頼めば、生
後間もない小児でも浄土往生できるという「御
名（おな）がけ」の儀式があった。新井の願生
寺はこれを、自覚的帰依がないと批判して、十
五歳以下の小児往生を否定した。これが大問題
となった。自覚が仏教の正論であっても、小児
を除外したとなれば、十方衆生を救うと誓った
如来の本願と矛盾するからだ。
結局本山は願生寺を異安心と裁き、寺院はお
取り潰し。一方で「御名がけ」の作法も否定し
た。以後、願生寺跡や三条等には宗義安心を取
り締まる掛所が置かれ、本山の統治が進んだ。
これが三条別院の始まりである。
ところで現在大谷派には、帰敬式という儀式
がある。受式年齢に制限はなく、生後間もない
小児にも法名が与えられる。その一方で宗憲は

定例法話会 で親鸞聖 人御木像調査の報告

三条別院で毎月十三日に開催されている定例
法話会。五月十三日は村山教二氏（第十一組願
興寺衆徒）
より、「親鸞聖人御木像調査について」
という講題で、親鸞聖人の御木像についてお話
しいただきました。村山氏は、自身の四十年以
上にわたる真宗寺院調査研究に基づき、すべて
形が異なる三十九体の親鸞聖人御木像について、
それぞれ丁寧に特徴と、御木像から推測される
時代背景や込められた思いをお話されました。
また、御木像調査の話の前に、村山氏が執筆さ
れた『越後佐渡の親鸞聖人と蓮如上人』第一章
冒頭の言葉から、
「念仏往生 信心正因」
（いわ
ゆる称名大行論）の教えを紹介され、お念仏の
ご縁をいただいている我々にとって、念仏とは
「信心正因 称名報謝」
（いわゆる名号大行論）
でいう信心がはっきりしなければ称名念仏では
ないとする立場とは異なり、まず私たちになけ
ればならないのが念仏であると明確に述べられ、
勤行以外でお念仏を申さなくなってきているの
ではないだろうかとの問いを述べられました。
鎌倉時代から続く貴人信仰の影響もあり、鎌
倉仏教各宗では、ご本尊ではなく祖師を伽藍の
中心に据える傾向があります。浄土真宗におい
ても、親鸞聖人の御廟所から本願寺になったと
いう歴史から、真宗本廟においては御影堂を中
心としています。本来は御本尊が中心であるべ
きですが、人としての親鸞聖人を慕う気持ちが
そこにはあり、同様にこのような数多くの御木

像の製作につながったのではないかという指摘
もありました。
この定例法話会には、新潟日報社の記者も来ら
れ、五月十八日の新潟日報紙にて掲載されました。
六月も引き続き村山氏よりご法話いただきます。
六月も同じく『越後佐渡の親鸞聖人と蓮如上人』
をテキストとし、後半の蓮如上人に関する法宝物
についてお話しいただく予定です。ぜひ有縁の
方々をお誘いの上、三条別院にお越しください。
二人の講師により、三ヵ月
にわたりお話をいただき
ます。テキスト（全寺院に
送付済）は、教務所で一〇
〇〇円で販売しておりま
す。詳しくは下の記事をご
覧ください！
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宗祖親鸞聖人の御命日であります毎月二十八
日に、
「御命日の集い」を本堂にて、日中法要と
法話、その後、座談会の場を開いております。
どなたでもお参りいただけます。皆様のご参
詣をお待ち申し上げております。
なお、前日（二十七日）はお逮夜法要を、午
後一時三十分よりお勤めしております。

◇日 時 六月二十八日（火）午前十時より
◇会 場 三条別院 本堂
◇お勤め（御命日 日中法要）
文類偈 行四句目下
念仏讃 淘五
和 讃 回口 次第六首
回 向 願以此功徳
◎今月の法話講師

朝倉 奏氏（第二十組金寳寺）

―『歎異抄』に聞く【第六章】―

◆一月の御命日のつどいより、

「
『歎異抄』に聞く」という内

容で、第一章から順に、それを

テーマにご法話頂いておりま
す。

◇※新年度の講師一覧は次号でお知らせいたし
ます
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○庭講（清掃講）

募

集

中

・夕 食 代

・朝 食 代

一三〇〇円程度

五〇〇円、昼 食 代 一〇〇〇円程度

◎食事代（昼・夕食は業者発注）

◎冥加金 日帰り一五〇〇円、一泊二日 二五〇〇円

日程及び内容についてはご相談ください。

○別院奉仕研修

三条別院の御影をお迎えして、
聞法会を開催しませんか？

○三条別院巡回

毎月十三日の前門首のご命日（両度の命日）に
行っている定例法話会を左記の通り開催いたし
ます。
◇日 時 毎月十三日
※八月、一月は除く
午後一時三十分より（一時間程度）
◇場 所 三条別院 旧御堂
◇講 師
五月・六月 村山教二氏（第十一組願興寺）
七月
松岡誠一氏（仏像文化財工房）
「親鸞聖人御木像調査について」

二〇一五年九月に結成された、生まれたてホヤホヤのお

○三条別院有志の会

ませんか！講員一同、心からお待ちしております！

ぜひ、御一緒に清掃奉仕と十三日の定例法話の聴聞をし

◆二〇〇八年から二〇一五年にかけて行われた宗祖親鸞聖人

内

講です。現在、講員は全員で十一名。さらに多くのみなさ

座 案

御木像調査について、担当委員の村山教二氏と、新潟日報の

講

んと一緒に活動をしたいと現在講員大募集中です！

他 の

連載記事でもおなじみの松岡誠一氏にお話しいただきます。

そ の

はじまった清掃奉仕・法話・座談を中心とした有志の会

もともと三条別院のお朝事にお参りしているご門徒から

○別院声明教室 （全五回・途中参加可能）

です。月一回の例会、別院行事に併せた奉仕活動や季節
ごとの懇親会を行っております。参加希望の方は、ぜひ

〔月一回、午後六時～八時〕
二月十八日（木）
〔済〕
、三月十七日（木）
〔済〕

別院までご連絡ください。

(

)

同朋会館に宿泊される方は、宿泊当日に同朋会館一階の

同朋会館へ宿泊される方へのお願い

四月二十一日（木）
〔済〕
、五月十九日（木）
〔済〕
、
六月十六日（木）
講習内容 真宗大谷派勤行集 赤本

講 師 長田 暢 氏（第十六組 善興寺）

事務所にございます宿泊者帳に記帳してください。その後、
シーツクリーニング代五〇〇円とシーツを交換させてい

参加費 五〇〇円／回

○別院書道教室

ただきます。
りますので、お参りいただきますようお願い致します。

なお、宿泊される方は、翌朝七時より本堂にて晨朝が勤ま

〔月二回第二、第四水曜日、午後六時三十分～八時〕
講師 木原光威氏（新潟県書道協会理事）
月謝 二五〇〇円（テキスト代含む）

◆◆編集後記◆◆
さて、庭講の「小松教区お講視察・参拝」が、
来たる六月十九日～二十日に行われることが決
定いたしました。庭講は「仏法の聴聞および三条
別院の護持整備を目的とした、真宗に有縁の方々
が自主的に参加構成する集まり」として、昨年の
九月に結成されました。その当初より講員から、
「そもそも、ご門徒が自主的に参加構成するお講
とはどういったものなのか？三条教区で開催さ
れているお講から、なんとなくは理解できている
が…、できれば他教区のお講なども見学させてい
ただいて、お講というものの見識を深めたい。そ
して三条教区に持ち帰れるものがあれば持ち帰
り取り入れたい」とのご意見がありました。幸い
にも池守三条別院輪番の先の勤務地ということ
もあり、全国的にもお講が盛んで有名な小松教区
さんとのご縁をいただく事ができ、お講の総代表
でいらっしゃる小松教区十二日講門徒会長の中
田郁夫氏のご厚意で小松教区の皆様との交流の
場を持たせて頂けるはこびとなりました。日程と
いたしましては、六月十九日に小松教区徳橋組さ
んのお講に参拝後、中田氏よりお話しをしていた
だき、夜は旅館で中田氏を含むすべてのお講の代
表の方々、および長澤小松教務所長との懇親会を
持たせていただきます。翌二十日には旅館でおあ
さじをお勤めした後、金沢別院を参拝して小林金
沢別院輪番よりお話しをいただく日程となって
います。三条別院からは池守章輪番とわたくし松
浦を含む庭講員十名程度で参拝する予定です。ぜ
ひ、この縁をこれからの三条別院・三条教区に有
意義なものとしたいと願っております。
（松浦）

