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｢聞思学場｣開講式

き抜‑人となることが'この学場開設の願いである｡

そこで培われた耳とHをもって､現代社会の中を共に生

一門徒として､教法を聞き､自らの生活の中で思い､

で､｢聞思学場｣と命名したことである｡

人の ｢間思して遅慮することなかれ｣ の言葉の卜に仰い

の誠を尽‑す人の育成ということである｡その姿勢を聖

それは'親鷲聖人が指針とした善導大師の｢自信教入｣

学研横並びに教化を担う人材を育成｣と表明されているo

祖親鷲聖人流罪以来の伝統を受け継ぎ｣と宣言され､｢教

規則｣等が成立したのである｡

規則第▲条には先ず､御流罪八百年法要を受けて ｢宗

門徒会の審議を経て､ようや‑にして ｢真宗教化研横室

が立ち上げられた｡

委員会で憤重な討議を重ねて､本年七月の教区会･教区
別院魔神火災後の.▲〇 六年には ｢教化研債室｣検討

所の設立が必要との議案が可決されて､｢設立準備委員会｣

おいても､一九 六年の教区会で高田教区にも教学研究

成してい‑機関が願われたからに他ならない｡当教区に

ころで真宗教義を中心的に学び､教化に資する人材を養 が開設されている｡それは､中央にではな‑､身近なと

周年を迎えようとする今､各教区に多‑の ｢教学研究所｣

新たに開設されること なった｡真宗同朋会運動が五卜

｢問恩学場｣開設にあたって

この度､高田教区に真宗教化研曙室 ｢聞思学場｣ が､

教化研鎮室長 井上 円
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その受けとめと趣旨につきましては 化研修計画がスタートいたしました｡ ているのか‑｣ のテーマのもと'教

部門目標

｢流罪からの出発‑私はどこで生き

ますようお願い申し上げます｡

うかよろし‑ご指導､ご鞭撞賜わり

(2)

身の引きしまる思いでおります｡ど 幹事長をお引き受けすることになり､

この度､図らずも教区教化委員会

さて､ご承知のように本年度より

ともに歩む

教化委員会幹事長 鷲嶺 紀文

寺族研修部門｢生きる喜びを知っていますか
共に確かめよう｣

門徒研修部門｢あなたにお念仏の声がとどい
ていますか｣

社会教化研修部門｢社会問題をとおして真宗の視
点で自己を問い直す｣
青少年教化部門｢ともに歩もう｣

しての人生を送っています｡それは

か 1 ‑｡ハに確かめよう｣ です｡

目標は｢生きる喜びを知っています

年度所長巡E:資料参照)｡hi?族部門 修計画が策定されました(一{〇 八

寺族研修部門の課題と願い

この度､今後二▲年間の教区教化研

私たちは様々なご縁により寺族と

歩みましょう｡

となることを信じています｡ともに

場｣ の開設も今後の歩みに人きな力

います｡なお､教化研墳室｢聞出心学 化研修計画を実施していきたいと思

しょうか｡これらの分析を通じて教 か っていると思いますがいかがで がどれだけ｢危機意識｣をもつかに

を感じます｡今､人事なことは住職 問ヒ･八の結果に現状認識の温度差 れておりますが､地域特僅調査の設 戸数調査の結果が同じ資料に掲載さ

う願っております｡ ひとりが､下体的な取り組みとなるよ

思いをご坪解いただき､教区人一人 す｡特に ｢流罪からの出発｣とした

し‑述べられているところでありま

の人生が､何もならないと感じてい

かもしれません｡もし､寺族として

｢lA〇 八年度所長巡回資料｣ に詳

また､昨年実施いたしました門徒

寺族研修部門 上官 修清

)

れぞれ､ ‑J 旨､目的が違う事が理解さ

講座との研修部門がございます｡そ

れる門徒会員研修会と､推進日 養成 す｡教区門徒会員二十▲一名で構成さ

いて思いのま 記させていただきま

検討を進めております.

しております｡

門徒研修部門に想う

教区教化委員会門徒研修部門につ
門徒研修部門 五味川千秋

各種研修会への御参加をお待ち申

は皆様のご要望にお応え出来るよう

を望む声も聞かれます｡寺族部門で

されている住職を対象にした研修会

意味と願いが込められています｡ た｢共に確かめる｣ ことにも人切な

化事業を実施しております｡ 講習会｣｢得度研修会｣ の化つの教 学研修会｣｢伝道研修会｣ ｢声明作法

新し‑住職になられた方や兼職を

現在､寺族部門では､｢秋安居｣｢教

れがこの部門の課題と願いです｡ま

l杯生きる喜びを見つけること､そ

ありません｡寺族としての人生を精

るなら､それはむなしい人生に違い

自分の思い通りにならなかった人生

Six

質

社会問題研修会･解放推進委員会(略
社会教化研修部門は､視聴覚伝道･

社会教化研修部門 宮本 亮二

1 1

4

社会教化研修部門の活動

年開催を予定しています｡ 期的な学習会を開き､公開講座は来 《靖国問題研修会》研究班による定

号

ひ

した｡

思議見学等､充実した研修でありま

員との交流研修会､法話を頂き七不 回は三条別院を訪ね三条教区門徒会 で教区門徒研修会を行いました｡今
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事が望ましいと考えます｡ 等に多‑出席可能な方を選出される

各組におきましては諸会議･研修会 の任期は来年三月まで ありますが､ 事が残念であります｡教区門徒会員

数であり､いつも同じ顔ぶれである

良いでしょう｡只一点､出席が約半 の平センターにて親睦会を行うのも

見交換で学び合う事です｡時には池 最も望む事は､各組の現状を報告意 を行う事であります｡そして私自身 訪問し'各々良い点を学び自己啓発 の平センターに宿泊し､関係寺院を

開催する予定です｡ 修会｣は十二月に朝治武氏を講師に 習会｣三回､同和問題研修会の公開｢研 た｡今年度は｢解放推進委員公開学 での同和問題協議会が改称されまし 《解放推進委員会(略称)》これま

では公開講座を予定しています｡ います｡｢えん(緑･円炎) の会｣

用いても良いのではと考えます｡ れますが､年一回位は同じ研修会を

自主研修であります｡自己負担で池 計画で行って参りました｡内二回は

門徒研修部門として過去年三回の

去る十月十七日･十八日1泊二日

育大学の先生をお迎えして開催して

｢上手な聞き方講座｣を五回上越教

五地区持ち回りでの研修会を休み､ 《社会問題研修会》これまで教区と

報をお願いします｡ いますので､皆さまからの多‑の情 田教区ホームページ｣が開設されて

単な文章を添えています｡また'｢高

し'今回から｢標語を訪ねて｣の簡

｢伝道ポスター｣は年三種類を作成

て頂‑ため工夫が必要のようです｡ 月毎のお話ですが､多‑の人に聞い 《視聴覚伝道》｢テレホン法話｣は

います｡活動を簡単に紹介します｡ 自己を問い直す｣を部門目標として

｢社会問題をとおして真宗の視点で

称)･靖国問題研修会から組織され､

)

手伝いが出来たらと思っています｡ 力して､少しでも青少年の育成のお

と思います｡

出来る､そんな一つの提案になれば マに則していろんな事を試みる事が 結果は別にして'形を決めずにテー

て､皆様に感謝申し上げます｡

た｣という､両方の回答を得ました｡ がやりたかった｣｢星が見れてよかっ ンケートでも､｢キャンプファイア 論ありました｡キャンプ終了後のア んでしたが､これについては賛否両 恒例のキャンプファイアを行いませ

まだまだ未熟ですが､皆さんと協

とが出来ました｡この場をお借りし

も多々ありましたが無事に終えるこ

でいろいろな方の力を借り'不手際 に戸惑いました｡何もわからない中 今年度は教区主催ということで本当

ります｡

もわからず'ご迷惑をお掛けしてお

す｡引き受けてはみたもの 右も左 青少年キャンプの副主任との兼務で 部門の幹事となりました｡それも'

模索中

思いがけず今年度から青少年教化

主にキャンプに携わるわけですが､

今回は〟星″をメインとした め

青少年教化部門 比護 秀美

のが真宗の生活かと思います｡ てお互いを生かしあい､協力しあう

りお待ち致しております｡ です｡是非ぜひご参加下さい｡心よ

前坊守さん､寺族の皆様も大歓迎

まる習慣で誇りです｡ をつけてお帰り下さい｣などは心温 え､恩徳讃の後､言い交わす｢お気

輪が広がります｡唱和する喜びをもっ 楽に出席していただけますと親睦の
会への参加は都合のつ‑かぎり気

は続けて参ります｡そして会議を終 口さんから受けていましたので導唱 会で同じ指導を六年前に前会長の江

うに指導されました｡私は教区坊守 ない場合は初めの一句を導唱するよ

れ､真宗 歌を唱和する際､楽器の

され｢同朋奉讃式を開いて｣と言わ 初に本多明贋氏が赤本勤行集を手に

変わらず実施します｡ きこれより三年間の諸行事を以前と

十月l日の教区声明作法講習会の最 宗歌に始まり､恩徳讃で終わります｡
寺の会は一般の会議と違い､真宗

トしました｡皆様のご協力をいただ

ませんか｡七月より新年度がスター

気持ちを三に唱和する再びを味わう

教区坊守会の皆様お変わりござい
教区坊守会長 横山 宣子

2008年12月1日
丁目は子供の家を会館として使って

在1･四丁目は町内会館を持ち､二 会館的な役割も担っていました｡現 光明等｣として､以前は稲刑町内の がっていました｡そもそも｢稲田の

ひ
にお話をお聞きしました｡

‑改修の流れをお聞かせください｡

てきた方も多いので､その辺の反発 稲田四丁目は新し‑､他地区から移っ

といった意見もありました｡と‑に

取持ちの必要はないのでは?｣

は一宗派(大谷派)だから町内での

として認められる｡しかし､光明寺

今に至ります｡ 二十九年に堅町より現在の地に移り､ 別院支院光明寺の名で復活し､昭和 残りました｡明治十三年三月に高田 の地へ移ることになり､建物だけが 所を作るにあたり光明寺が高円別院 です｡その後､高田城下に本願寺掛 張所)としたのがはじまり｣だそう

の石黒恵史氏(東本町 養福寺住職) ています｡そこでへ今回は法務主任 ため'住職は高田別院輪番が兼務し

以前から光明寺の修繕話は持ち上

第
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｢消防小屋は自衛のためとして必要

した｡

1

という声が高まり､稲田四町内の代 屋が直った今こそ､光明寺を直そう｡｣

‑それで円滑に進んだのですね｡

表が声をとげて‑れました｡

り､責任役員の鴛嶺さんと一緒に回っ 内の寺院に懇志をお願いするにあた

支がつりあったのが現状です｡教区 のぶん､寺院からの支援によって収 算については赤字となりました｡そ

が直り､(光明寺むかえの)消防小

｢(稲田小学校となりの)諏訪神社 が町民にはあります｡ 三つを､町内で取り持つという意識 のですね｡それに消防小屋と神社の

ます｡それだけなじみの深いものな

方々の思いで､改築がなされました｡ 内会長や光明寺に関わって‑ださる

はあったようです｡それでも､町

の八名の方々と町内会長に今回の町

らっていますoその中から責役一名

4

.. →

早

小庵をつ‑り､新井別院の適所(出 田竪町(規･稲田二丁目) に移して ほど前に ｢下門前にあった廃寺を稲 札｣ (市の設置) によると､三百年
光明寺に立てられている｢沿革の

稲田･光明寺は高田別院の支院の

だし､諏訪神社も大きな宗教(神道)

日り

寺院クローズアップ

いえ､そう簡単ではありませんで
)

名ずつ､光明寺の世話人を出しても

成されています｡

がいるのですか?

ら一名と光明寺世話人から一名で構

志も集まりました｡

‑光明寺に責任役員(以下‖責役)

たことで光明寺が改めて知られ､懇

す｡予算立てでも､町内会からの予 援というのもなかなか難しい昨今で

はい｡所属組である八組の住職か

ちなみに､稲田の四力町内より二

そういう意味では､町内からの支

)

ましたが｡
トイレと台所と離れ(客間)です｡

‑今回は大改修をされたとお聞きし

ん時間を作って参加されています｡

といった声も聞かれますが､みなさ

｢宗旨がぜん違うなァ‑｡｣

｢オラ､お西だけど‑｡｣

せん｡

の各研修会に出席しなければなりま

れでも八組の三寸院であるため､組 方が担当されることもあります｡そ 持ち｣としてですから'宗旨が違う

‑真宗門徒ということですねo

す｡

内会懇志の御依頼をお願いしていま

と総代三名をお願いしています｡こ

違います｡あ‑までも｢町内の取

外観(改修後)
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住めなくなるということですか?

‑居住部分が無くなるということは､

2008年12月1日
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ることにしました｡ た風呂場とトイレを壊し､物置を作 では､すでに使用できな‑なってい

直すことができましたo庫裡の部分

ことにしました｡本堂入り口の戸も

た予算で本堂の床も一部張り替える

き格安で改修いただいたので'残っ

部分に建てることになりました｡ 二階の､トイレと台所の上に当たる

‑他に直したところはありますか?

直しました｡また､離れについては

こでトイレ･台所については今風に

んで雨漏りがひどい状況でした｡そ た｡また､台所･離れも老朽化が進

昭和二十九年の移築の時のま で

トイレ(改修前)
恩講ですね｡台所方が大変だという

にお越しいただきます｡あとは､報 願寺派)･清風院(曹洞宗) の住職 願寺･安証寺･慈円寺･願宗寺(本 明寺･法務主任で､説経として､智 要の会所となっています｡導師は光 あります｡また､新道地区戦没者法 が本堂でお参りをざれる､春彼岸が

化寺院ですから､預かり門徒ですね｡ 参りですね｡光明寺は稲田地区の教

それに付随して､廊下も直しました｡

したから､トイレはひどい悪臭でし

稲田町内の関係者にご尽力いただ

私自身は稲田橋を渡ってすぐです

でしょう｡ て帰宅するという勤務形態になるの

‑光明寺の法務を教えてください｡

お朝事までに出勤し､お夕事を終え

も大変になることでしょう｡今後は

り違ってきますし'法務主任の勤務

こまで改修するとなると予算もかな

が､今は時代が違います｡また､そ

その当時は必要だったのでしょう

お住まいの法務主任もありましたo

日ごろは稲田にあるご門徒への月

年間行事としては､稲田の老人会

〕

ふぎん

トイレ(改修後)

来の住職であるご輪番 でも'実際の責任は本 いされやすいですね｡ だけに｢住職｣と勘違 れぐらい常駐している

ことがありました｡そ

した｡｣と挨拶された

年から住職も代わりま

当時の責役さんが｢今 始めてこ に赴任した十年ほど前に､ さんに分かっていただけない｡私が 員という立場もなかなか町内会の皆

しい｡中途半端ですね｡また､法務 宗･大谷派｣を前面に出すことが難 内会の支援を受けるためには､｢真 受けることが難しい｡一方､稲田町

と光明寺法務主任の立場です｡

ければ､稲田の町内会からは支援を
光明寺を大谷派の一寺院と位置付

‑お話したいことがあれば､どうぞ｡

ですが大赤字になりました｡ ことで一時期､仕出し弁当にしたの

ない状況です｡ なっていますので､営繕代などが出

会館としての役割です｡ 寺としての仕事もあります｡それは､

法務ではないですが､稲田の光明

今回痛感したのが'光明寺の立場

基本的にギリギリの収支でまか

〕

ろし‑お願いします｡ 越し‑ださい｡これからもご支援よ

はちょっと‑‑｣

｢高田や新井の別院に出仕するの

と思われる方は､ぜひ光明寺へお

(取材 滋野･大滝)
○

台所(改修後)

お願いしたいと思います｡ われる光明寺の報恩講への出仕も､

す｡毎年十月十六日〜十八日に行な が皆さんに知られ ばと考えていま

ことと思います｡ 務主任としての役割がはっきりした

これを機会によりいっそう光明寺

た'居住区域がな‑なったことで法 に｢光明寺｣が認知されました｡ま

ている｡これも中途半端です｡

今回の改築で教区内や近隣町内会

えれば､光明寺がすぐ動‑と思われ 会の皆さんは法務主任である私に伝 ならない一方で､世話人さんや町内 にあります｡手続きを踏まなければ

2008年12月1日
委員長の開会宣言､本山より里雄参 帰依が唱和されました｡石神協議会 われ'本山教育部長の導師のもと三 参加隊 旗の入場､供灯供華が行な

設ステージで行なわれ､協議会旗･

ひ
ち並びはじめました｡

れました｡午後七時｢寺内町まつり｣

のリトルスカウトの開会集会がもた

廟を巡り帰着しました｡ 食その後新井別院､板倉の恵信尼公

この間に小学校低学年､幼稚園児

ウトでもある田代俊孝師の講演と昼 浄興寺参拝､高田別院においてスカ

行なわれたものです｡ 災者救援等のため今年に延期されて 七月に発生しました中越沖地震の被 行事として開催される予定でしたが' 年の八月に同地で御流罪八百年関連 催されました｡この大会は本来へ昨 念全国野営大会が四日間にわたり開

まり､色とりどりのテントや旗が立 集合し､キャンプサイトの設営が始

夕刻五時から開会式がアリーナ特

び

ウトの仲間たち七百名が参加して記 ウトのボーイスカウト､ガールスカ

こいの広場に全国各地から大谷スカ 居多ケ浜を眼下にのぞむ三ノ輪台い
二〇 八年八月二日､御流罪の地'

大会初日には全国各地から続々と

巡りに行きました｡会場から高田の

プログラムとしてバス八台でご旧跡

した｡

ります｡｣とのお言葉をいただきま

に出遇っていかれることを願ってお

さに目覚め､宗祖としての親鷲聖人 会いや生活をとおして､いのちの尊 行､ご門首から｢多‑の仲間との出

拝が行なわれ'里雄参務の導師で勤 いて門首ご夫妻をお迎えして日曜礼

議長より祝辞をいただきました｡

して開催地元の北候高田教区教区会 務が開会の挨拶を行い､来賓代表と

浴衣姿でお越しいただき､各コーナー

き好評でした｡また'門首ご夫妻も

二日目の九時からはアリーナにお

十時にボーイ･ガール部門が場外

)

いただきました｡

運営本部は緊張に包まれましたが､
三日目､明け方から雷雨となり､

を廻られご賞味されたりお声がけを

ダーツなどのコーナーを担当いただ

コーナーやバルーンアート､笹寿司'

ん総出の協力をいただき､イカ焼き

ゲームあり様々です｡

高田教区も青少年教化部門の皆さ

隊のお国自慢の夜店祭りです｡ の始まりです｡このお祭りは参加各

ました｡食べ物あり､クラフトあり､

趣向を凝らした約三十ブースがで

liz

ました｡

第
を舞われ､会場を賑わせていただき

1 1

4

上がり感動の大営火となりました｡ 各地の踊り､歌 劇など大いに盛り

さんがよさこいソ‑ラン｢謙信の舞｣

最終日は天気にも恵まれ撤収作業

号

ひ
谷スカウトとは｣の朗読から始まり､

に贈呈されました｡大宮火の前で｢大 製旅立ちのお姿の栗が参加者全員

らは御流罪八百年記念のステンレス

ただき､観光コンベンション協会か をはじめ多‑のみなさまにおいでい

光コンベンション協会長､国会議員

りです｡来賓には地元上越市長'観

しおり

んの皆様のご協力に感謝申し上げま

自衛隊高田駐屯地の方々等､た‑さ

ワーを行い戻りました｡ 歩き､その後浜茶屋で海水浴､シャ 寺､国分寺､居多ケ浜と約十五キロ

午後七時､いよいよ大宮火の始ま

また､地元の｢春日泉糊会｣の皆

す｡

へと帰路につきました｡

ン協会'給水支援をいただいた陸上 上越市､商工会議所観光コンベンショ 田教区､教務所の皆さんをはじめ､

き'それぞれ再会を約しながら各地

う､弥栄｣の声があちこちからひび 話になった大地に向かい ｢ありがと

のみ｡閉会式後､野営地に戻りお世

開始です｡

来たときより美し‑､残すは感謝

本大会を開催するにあたり地元高
やさか

2008年12月1日

び
ハイキングに出発し､春日山'光源

へ戻りました｡ 浜茶屋へ戻りシャワータイム後会場 越水族博物館､イルカショーを見学､ 高田別院へバスで移動｡昼食後､上

また､ボーイ･ガール部門は史蹟

ました｡その後､五智歴史の故郷館､ ご夫妻臨席のもと礼拝の集いを行い での朝食後､光源寺に移動して門首 過ごしました｡リトル部門は浜茶屋

日頃の訓練が生かされ､無事にやり

2008年12月1日
は奉仕研修による仏具のお磨き､本 恩講を迎えるにあたり､十月三日に

｢荘厳｣という言葉があります｡報

せん｡ 力があったことは言うまでもありま

ひ
う講演で､幕を閉じました｡ 薫氏の｢若き親鷺聖人の悩み｣とい が進められ､十三日の午後には中村 帰敬式､結願農朝'結願日中と日程

了するまでには､沢山の方々の御協

｢信悟院殿御参修｣のもと､結願逮夜､

台､出店､太鼓演奏等の開催､更に

日は｢おたや実行委員会｣による屋 谷保育園報恩講､御伝紗拝読へ十二

この高田別院の報恩講が無事に終

御存知の方が多いと思いますが､

第

び
ました｡

に恵まれ､無事終了することが出来 雨が降ったもの ､他三日間は晴天 三昼夜に亘って行われ､土曜日は小

4

が定着してきました｡ 第二月曜日に御満座を厳修すること

本年は､十月十日から十三日まで

本年度も例年通り､十一日には大

1 1

号
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高田別院報恩講

例年高田別院の報恩講は､十月の
高田別院列座 平野 姦夫

をお願いし､末筆とさせて頂きます｡ 来年度以降も皆様方の温かい｢荘厳｣

御礼を申し上げる次第であります｡ いている事をこの書面をお借りして､

‑の方々にお遇いし､成長させて頂 て早五年の月日を送らせて頂き､多 寺院に生まれ育ち､別院勤務を授かっ 終わる'と言われています｡私自身 行事は､報恩講に始まり報恩講にて 者が来られた報恩講でした｡寺院の

よる楽奏'准堂衆･列座による声明､ の作法､坊守様方の接客､楽人衆に

ります｡

厳｣ではなかったかと思う次第であ たご門徒等､沢山の方々による｢荘 た方々｡そして､参拝にお越し頂い

おときの準備･接待をして‑ださっ

きました｡

ちまして､無事に厳修することがで さんの方々のお刀添えのおかげを持 昼夜に一旦り寺族･門徒を問わずた‑

逮夜より､四日正午の満座式まで三 も例年通り十一月一日の午後二時の

飾り､報恩講申出仕損いた御住職方 仕に始まり､前日の本堂内､外のお 堂､館内の清掃､七円には草刈り奉

今年度は､昨年に比べ多‑の参拝

方々､准堂衆の方々､参勤された法

Lt楽人(神力会)を先頭に列座の 会館) にて会所勤行(『嘆価侶』)を

恵まれ､いきいき市民プラザ(中町 の午前九時からの｢庭儀｣は晴天に

ましたが'天候が心配された三日目

四日目の朝は多少の雨がばらつき

新井別院報恩講

今年の新井別院報恩講(おたや)
新井別院掛役 竹田 証

かけとなることを願っております｡ て､宗祖親鷲聖人の教えに出遇うきっ た‑さんの方々が報恩講をご縁とし

に始まり報恩講に終ると言われます｡

した｡

我々の宗派の年中行事は､報恩講

という間に無‑なってしまうほどで 根を煮込む大根煮も大盛況で､あっ

が印象的でありました｡

でもある'大鍋で三百本あまりの大

新井別院おたや恒例の名物の一つ

めようと､熱心に撮影されている姿 我が子の晴れ姿を写真やビデオに収

ん並ぶ中'列を成して歩きました｡

庭儀では稚児の保護者の方々が､

えて､新井別院までの出店がた‑さ

中寺院の方々に三十三名の稚児を交

第
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における｢帰敬式執行｣には関心が 者の人数からも､まだまだ普通寺院

う報告をお聞きしていますが'参加

いても数ケ寺で執行されているとい

1 1
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ひ

執行｣の模擬実習が行われました｡ 者･掛役･受式者に分かれ｢帰敬式 移し､受講者全員衣体を付け､執行 講義がなされ'後半は会場を本堂に

執行できるようになり'当教区にお

(荘厳･装束･給仕･式次第等)｣ の

について｣｢帰敬式執行にあたって

2008年12月1日

び
とさせていただきました｡ 行｣をテーマに実習を交えた研修会 度は､普通寺院における｢帰敬式執

ります｡

御遠忌法要をお迎えしたいものであ

れました｡ 加で｢帰敬式執行講習会｣が開催さ

中心の研修会でしたが'二〇 七年 敬式の意義について｣と題して講義

氏を講師にお迎えし､約二十名の参 会場に､本山本廟部堂衆･坂谷学称

二〇 六年度の同研修会では､｢帰

前半は御食堂にて｢帰敬式の意義

普通寺院においての帰敬式が受式､

した上で､宗祖親鷲聖人七百五十回 確認し'参拝者全員が帰敬式を受式 ありますo今一度､帰敬式の意義を

去る六月二十日午後､高田別院を

だければと思います｡ 帰敬式の意義と もにお声掛けいた 行けない'別院へも行けない方々へ' 多々ありますが､本山(京都) へも

行｣は､なかなか推奨しに‑い点も

声明作法講習会主任 楠田 昌樹

帰敬式執行講習会

参加者◎砂ろば

中で､普通寺院における｢帰敬式執 まれております｡そのような環境の 各組推進員養成講座も熱心に取り組 敬式は本山で｣というスタンスから､ げられております｡当教区では｢帰 実践運動｣｢推進員養成講座｣が掲 忌に向けての七つの施策に｢帰敬式

無いように感じられます｡

来る宗祖親鷺聖人七百五十回御遠

帰敬式は､真宗門徒の出発点でも

)

の内容をていねいに読み解いていて 親驚聖人は私たちに響きよ‑､教え

て和讃が伝えられてきたと聞きます｡

ともに‑り返し唱和できるものとし

らためて思いおこされました｡
いつでも､どこでも'だれにでも､

ながらの講義でした｡

しむようにと教えられたことが､あ

らです｡ 言葉に出遇ってい‑ものだと思うか 後の自分の生活を豊かにして‑れる

んか｡ 参加して和讃のお心をいただきませ

なるべ‑多‑の方､ごいっしょに

していることなども一つl 確認し

付資料を拝読し､またことばや意味 陀経』『選択本願念仏集』などの添 用意された先生の『大経』『大阿弥

めしました｡ は‑ ｣から八百を同朋奉讃でお勤

した｡『真宗聖典』と､ていねいに 無不可思議光悌‑ ｣から始まりま

講義は『浄土和讃』の六首目の｢南

常に聖典は身近において､慣れ親

いきたいと考えています｡それは今 ずつたずね､聖人の深き心にふれて

たって､相続してきた御和讃を少し

てしまいますが‑‑ ｡

聖人の七百五十回忌を迎えるにあ

しいかなすぐに忘却のかなたとなっ 変ありがたいと思っております｡悲 いくことができるということは､大 です｡その身を受けて教えを聞いて

｢ハッ｣とさせられることの多い私

て家を後にしました｡ 分で机に向かってきます｡｣と言っ

出席でした｡

私は昨年の十一月に続き二回目の

開講式では｢無碍光俳のひかりに

ます｡つい自分の口から出た言葉に

と胸の痛みを覚えました｡ 話されました｡私はどうなのかな‑

うず巻いており､か わりあってい
日常の‑らしでさまざまなことが

｢久万ぶりに学院生にもどった気

れました｡

氏による『浄土和讃』の講義が行わ
去る九月一日･二日に'三木彰円

第十二組明善寺坊守 関沢 栄子

教学研修会に参加して

てわが身のほどが知られて‑るとお 資料をもとに講義され､称名によっ 清浄光､歓喜光､智慧光についても 俳のひかりには‑ ｣ のところでは な講義内容です｡七首目の｢無碍光

くだざるのです｡

日頃不勉強な私にとっては'難解

2008年12月1日
ことをこ で確認できたと思ってい 先生が強調しておられましたがその 義の解釈と結びつ‑もの｣と沙加戸 で吟味されています｡｢絵解とは教 かし､語られる一言一言が実に慎重

よ‑元気がよい｡まさに名調子｡し

ひ

返す言葉がありませんでした｡ は報恩講ではない｡｣とのお話には

演です｡DV 同様に実に歯切れが

二日目は沙加戸先生の御絵伝の口

第

び

文』と『御伝紗』を拝読しない法要 を学びましたが｢御絵伝が掛り『式 語られ､御絵伝の流れ(見方･読み方) 絵説と絵解についてを中心に歴史を

るべきだと‑‑ ｡

勢おられたのです｡研修会はこうあ 知りたいと思っておられた方々が大 御礼となるにぎわい｡御絵伝を深‑

ました｡当日は会場の御食堂が満員

日HH

1
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ろなことを教わりました｡ 考えしかなかった私にとっていろい 御絵伝を報恩講の荘厳のlつ程度の 御絵解｣を手にいれ何回か見ました｡

なることがわかり楽しみにしており

そんな中で沙加戸先生がお越しに

第一日 御絵伝の成立について､

4

｢親鷲聖人伝絵｣研修会に参加して

昨年DV ｢親鷲聖人四幅御絵伝
第六絶勝念寺 DZq春 智正

なると思います｡

した覚如上人の意図を見失うことに 御絵伝は､法脈より血脈を示そうと

は否定的のように思えます｡そこに ておられる沙加戸先生がこの考えに

うか｡

る前提を作ること) ではないでしょ

史実を認識したうえでそれを理解す 台本を変えることではありません｡ 史実を踏まえた絵解が必要(絵解の 驚聖人やそのご家族の研究が進み､ 来の化身であると表しています｡親 廟堂創立ともに親鷲聖人が阿弥陀如 の蓮位夢想､入西房監察､弁円済度､ たことは事実です｡四幅とも最上部 父上は子をおいて出家されておられ 学道の青蓮院御門で口演されますが､

となった松若丸さま｣と初幅の出家

思います｡ か?今現在の対応を示すべきだと

ます｡｢幼‑して父上母上にお別れ

に古い体質なのではないでしょう

願寺で生きているそうです｡本質的 年)｡そしてこの禁止令が今も東本 しています(一八七 年と一八 〇 気遣いをした両本願寺が禁止令を出

ます｡

この絵解ですが明治政府に過剰な

ただ､絵解にも問題があると思い

このようなことは十二分に分かっ
)

と子の自立を支援し､支えて生きる

いが開催されてきました｡今回も親 に遇う､このことを願いに女性の集 後'横山会長は挨拶で､｢深いみ法 による演奏､全員での正信慣唱和の

‑おられます｡ 年この会を楽しみに待ち望む人も多

女性の集いを開催されました｡ が十月二十四日､高田別院を会場に､

演奏会やバザーを併設しており､毎 催する定例会で､講演のみならず'

三和区から出演した｢やまびこ｣

高田教区坊守会(横山宣子会長)

女性の集いは､坊守会が年一回開

坂岡嘉代子氏

も大盛況でした｡ (取材 南)

‑し工房｣｢すずなの会｣によるバザー

えました｡

御食堂で開かれた､｢大杉の里｣｢つ

‑場を提供し続けておられます｡ 和太鼓の演奏という一人ひとりが輝

集まった約三百名の聴衆に感動を与 奏があり'会場いっぱいに響‑音が､
講演後､｢和太鼓はぐるま｣ の演

た｡｣と､氏の歩みを語られました｡ 苦悩する人をそのま にできなかっ

氏は｢はぐるまの家｣を開設し､

抱える親子､降がいを持って生まれ

と思えたのです｡このことが虐待を

いながら生きるのは私だけではない､

と認識しました｡苦しい､幸いと言

出会い､人は罪を犯す弱い人間だ､ かけになったのです｡『歎異抄』に

きる本当の意味を探し､歩ませるきっ が緑になって私に道を求めさせ､生

した｡しかし､この親への強い思い

辛さに一人泣いてきた時代がありま

と何度親を恨んだかわかりません｡ 講演です｡｢なんで私を生んだんだ､

｢いただいた縁を生きる｣と題した

岡嘉代子氏(福井県越前市)による

セラーとしても全国的に活動する坂

趣旨を述べられました｡ 先生をお招きしました｡｣と､会の
親子の自立をサポートし､カウン

第114号

ひ
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会場に開催された｡ 野県松本市｢高ソメキャンプ場｣を ンプ(実行委員長直江証成)が､長 程で､教区主催第二十五回青少年キャ

角形｣など光害の少ない暗い夜空の 鏡を使い ｢天の川｣ や､｢夏の大三 より星空早見盤や双眼鏡､天体望遠 日間とも天候に恵まれ､二人の講師 として日程を組んだ｡幸い現地は二 あえてとりやめ､星空観察をメイン 実施しているキャンプファイヤーも 観察には適地であることから､例年 天体望遠鏡も併設されており､星空 〇mの高地に位置し､口径四〇cmの
このキャンプ場は､標高｢ 三〇

じめてにんじんがたべられたこと '

と､はじめて木星をみたこと ､は

お友だちになれてうれしかったこと

ました｡一しょにねとまりした人と

ビよりたのしいことがいっぱいあり

もいました｡でも行ってみたらテレ

れないのではじめはつまんないとお てきました｡キャンプはテレビがみ

去る､八月二十日〜二十二日の日

開催されたキャンプを味わっていた｡ 満点の星々をながめながら､高地で

‑とはなれてお寺のキャンプに行っ

木星とにんじん

わたしは､はじめて三口間も家ぞ

)

小学三年 長滞 瑠玖

せていただきます｡ だいた文章で､当日の様子を紹介さ

いただいた｡

探鳥会

七月五日･六日の探鳥会に寄せて

午後二時池の平青少年センター受

た｡参加者のお一人から寄せていた 十回バードウォッチングが開催され 池の平青少年センター主催による第

お友だちにあえるといいな｡

ンプに行きたいです｡仲よ‑なった

いこうとおもいます｡らい年もキャ

らいいっぱいです｡ ぱいありました｡かぞえられない‑

のキャンプはあったかい服をもって
山はとてもさむかったので､今ど

去る､七月五日･六日､東本願寺

ました｡なんかうれしかったです｡ べろ‑｣と言われて食べたら食べれ るけどスタッフのおじちゃんに ｢食

ました｡木星のまわりには星がいっ

大きいぼうえんきょうで木星をみ

ろかったことです｡ スタッフのおじちゃんたちがおもし

いつもにんじんを家でのこしてい

上越市 町田 綾子

〕

ビタキさんごめんなさい｡｣

イモリ地方面へ向う｡池の辺りでテ
翌日は五時半センター広場集合､

り我々を警戒しているらしい｡｢キ

もらうと吸に虫を街え電線を離れず 見るのは初めて｡望遠鏡を覗かせて が｡本では見たことはあるが実物を 山荘と山荘を繋ぐ電線に｢キビタキ｣

に頻りに鳴いている｡近‑に巣があ

聞きながら緑のトンネルを行‑と､ 声が聞こえる｡畔鳥､夏鴛あれこれ

る｡

センターの広場にはもう鳥の鳴き

しき

まと rJ･ ‑.Jリノ＼し･,

‑わ

の心得を教えていただき早速出掛け

どが関東の方々｡講師の方から探鳥 野鳥の会の講師の方が四名､ほとん 付､全員で二十名程､その中に日本

2008年12月1日
の方々'ありがとうございました｡
山荘の新の紅茶とほと ぎす

ひ

ご一緒の皆様､センターのスタッフ

でした｡ 類位かしら‑ ｡そこで閉会･解散

うですが､私に判ったのは五二ハ種 四十六種類もの鳥 声を聞かれたそ

鳥合わせをすると池の平と戸隠では

をいただきとてもおいしい｡その後

丁寧に教えて下さった講師の方々､

夢高山の鳥藷を間きぬ若貴や

第

び
えになぜか納得‑‑ ｡

んな甘いものではないですよ｣の答 いてしまった､だめね｣と言うと｢そ

｢さっき教えていただいたのに又聞

その中で同じ鳥の名前を二回も尋ね

う木道を歩‑｡瀬音も聞こえる｡ 隠へ｡戸隠では｢探鳥の小径｣と言

福の一時‑‑ ｡
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号

ながらそれらをいただ‑､なんと至 いて‑ださる｡外で野鳥の声を聞き が紅茶･コ アの用意をして待って 足先にセンターへ戻られた講師の方

功J

うろ｡その辺を一廻りして帰るとl 何やらを啄んでいる'親は傍でうろ

ニスボール位の尭鴨の子が木の下で

お朝事'朝食の後は曇天の中を戸

昼はスタッフの方の作られた笥汁

力る

政子

宗祖親鷲聖人の御遠忌に本山でお会 山で新たな宗務に励んでまいります｡

がとうございました｡ 皆様のお陰であります｡本当にあり

か務めさせていただけたのも'偏に

であったと､今改めて思うことです｡ て一つひとつがかけがえのない機縁

た事業であった意味から､私にとっ 育む､その大いなるはたらきをもっ だいたことです｡皆様との関わりを

わし共に取り組む､深いご縁をいた 通して､私は多‑の方々と意見を交 て越後御流罪八百年法要｡これらを

法要'報尽碑修復整備事業しそし

が待ち受けていました｡蓮師御遠忌 遂げられた後'教区には様々な事業

過ごさせていただきました｡ 余りの時間を高田教区の皆様と共に

念願であった別院会館再建が成し

新米主計の私が､在任期間を何と

今後はいただいたご恩を胸に､本

の地に赴任いたしました｡以来五年

雪が降りしきる二月のある日上越

本部事務室主事 冨田 智樹

宗祖親鷲聖人七百五十回御遠忌

転任挨拶

)

せていただきます｡ を念じ上げ､離任の御挨拶に代えさ

様の為法御精進並びに御自愛御清祥 事情が許しませんため､今後とも皆 べきところではございますが'職務

御厚誼のほどお願い申し上げます｡ 上げますと もに､今後とも宜し‑

と､この場をお借りしてお詫び申し

ご迷惑ばかりおかけいたしましたこ

り重ねながらまだまだ未熟者につきへ

ますo

したことは､何よりの収穫だと思い

における更なる展開を実感いたしま

目の当たりにしました｡教法の自身

いできる日を心待ちにしております｡

を成し遂げられ､まさに逆縁興法を 御遠忌お待ち受け御流罪八百年法要 真宗教団連合新潟県支部結成､宗祖 裡落慶､蓮如上人五百回御遠忌法要､ に遭われたにも関わらず'両別院庫 様におかれましては､度重なる災害 主事を拝命いたしました｡教区の皆

転任挨拶

このたび､はからずも三条教務所

もとより浅学非才の身､年齢ばか

末筆ながら､本来御挨拶に直参す

三条教務所主事 竹内 淳一

えしたいと念じております｡ 遇う千載一遇のチャンスとしてお迎

ります｡

皆様と共々に来る御遠忌を宗祖に

身のテーマでもあると受けとめてお

ずせない基点となりました｡ は､宗祖の教えをいただ‑上で､は

テーマ ｢流罪からの出発｣は､私自

‑しも教区で選ばれた御遠忌

ことであります｡私にとって｢流罪｣

の意義を学ぶ｣べ‑取り組んできた 間｢すべての研修会で宗祖の御流罪

併せて学ばせていただきました｡ 施してい‑ことの困難さと大切さを
さらに有り難かったことは､この

た､その一つ一つの事業を計画･実 事の連続だった気がいたします｡ま

げます｡ ぬお世話になり､心より感謝申し上

越後御流罪八百年法要等､大きな行 間､蓮師御遠忌並びに会館落慶法要'
振り返りますとこの五年三ケ月の

過日高田の地を離任いたしました｡

貴教区在任中は皆様より1万なら

して山形教区駐在教導を命ぜられ'
このたび､十月二十日付をもちま

山形教区駐在教導 橘 出

転任挨拶

第
賜りますようお願い申し上げます｡ いる所存であります｡何卒'ご指導 教区発展のため微力ながら尽してま
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早

ひ
ただければと思います｡ 回御遠忌に向け'共に歩まさせてい 教区の皆様と宗祖親鷲聖人七百五十

皆様方のご温情とご教示を賜りつ ､ ぬ点も多々あるかとは存じますが､

でも記憶に残っております｡

さんの心温まるお見送りなどが､今 高田別院での厳かな法要､そして皆

の方々と共に参拝をさせていただき､ 法要には前任地の三重教区から教区

だき'心より感謝申し上げます｡ 教区の皆様には優し‑お声掛けいた

この高田教区の越後御流罪八百年

この高田教区において､これから

初の主計ということもあり､至ら

2008年12月1日

び

日付にて同主計を拝命いたしました｡ 務所主事を拝命し､そして十月二十

着任挨拶

このたび､八月一日付にて高田教

赴任しまして既に数ヶ月が過ぎ､

主計 藤誌 信麿
ふじい

いただければ幸甚です｡ いただ‑際には､暖かいお声がけを

に代えさせていただきます｡ を衷心より念じ上げ､着任のご挨拶

お願い申し上げます｡ が､何卒ご指導ご鞭捷賜りますよう

ご迷惑をおかけすること 思います 初めての経験ですので､皆様には多々

携わっておりました｡

広報業務､教化研修計画の策定等に 央同朋会議､御遠忌テーマに関する

主事補ではありますが､教務所は

皆様の組やご寺院にお邪魔させて

末筆ながら､皆様の一層のご自愛

いでいっぱいです｡ 感じますと もに､身の引き締る思

の歩まれた真宗の仏道を一層身近に

務所主事補を拝命いたしました｡

親轡聖人御流罪の地に立ちへ宗祖

前任の企画室では､約四年間'中

着任挨拶

このたび､十月二十日付で高田教

主事補 川原 麻衣

し‑お願い申し上げます｡ ますが､ご指導､ご鞭接のほどよろ

常にひきしまる思いで一杯です｡ 流罪の地に身を置‑ことができ､非 回御遠忌法要をお迎えする､今､御

ました｡

このたび高田教区駐在を拝命いたし 長崎教区にておそだてをいただき､ を経て､駐在教導として､四国教区･

三年後に､宗祖親鷲聖人七百五十

何卒いたらぬところが多いと存じ

した｡本山研修部同朋会館常勤補導 宗門のお役をいただ‑こと なりま

の近‑で育ちました｡

になられた､長等山園城寺(三井寺) 破却のおり､宗祖御真影をおあずけ 津'蓮如上人が東山大谷の本願寺を

いたしました｡出身は､滋賀県の大 ただき高田教区駐在教導として着任

着任挨拶

このたび､十月二十日に辞令をい

御縁あって'大谷派の僧侶となり､

駐在教導 藤原 雅夫

第4組

第5組

蓮光寺 覚法寺 流泉寺

宗専寺

明通寺 大蓮等 唯心寺 善正寺

ありがとうございます｡ 金･同朋会員志)を御進納頂き誠に

第1絶 せていただきます｡ 御寺院名を御披露し､御礼にかえさ

第2組

第3組

浄福寺 安専寺 西性寺

専徳寺 光照寺 勝蓮寺 贋博寺 西光寺 常誓寺 西性寺 徳正寺 正覚寺 本立寺 賓光寺 清雲寺 囲照寺 大雲寺 雲暗寺 長願寺 光徳寺

こ に､早期完納いただきました

二〇 八年度宗派経常費(相続講

完納御礼
徳常寺 本贋寺 正願寺

忍西寺 賓善寺 林正寺 善正寺

鷹満寺 正光寺 明福寺 大泉寺

通託寺 常囲寺 陽願寺 教念寺 賓善寺 西福寺 興順寺 乗雲寺 法園寺 東浄法寺

2008年12月1日

ひ

び

き

第

第114号

第

掴

船

栴入本泉8本西旺覚副長敬西宗願照皆7願光光最法樹養安照纏照槽

名光覚光組龍蓮善願善徳覚谷顛生光遵粗酒照運尊林徳福養行正行,阻

寺寺寺寺
善壁

囲

寺寺

寺

寺寺寺等寺寺

寺寺寺寺寺寺

寺寺寺寺寺寺寺寺寺寺寺

俳唯本浮浮了

人
善

西玉明浮勝

巧願性

勝救国 慈光明 匝l東性誓 良
楽蓮光雲源道 了 山真額願明

寺寺寺寺寺寺寺寺寺等寺寺

性癖覚照固源安梅法光念
寺寺寺寺寺寺寺寺寺寺寺

大願寺 延毒等 等覚等 正福寺

本覚寺 正博門間,{S贋勝 唯念寺 福戒寺 専了寺 善性寺 康源寺 正教寺

願善得林安長

=土

ltr

浮舌寺 阿弼陀# 壁善寺 養林寺

二土二
､J一

二圭二

一､J▲

二土二

ヾr

二ヒ
寸

善教福

悌現寺 願重寺 長徳寺 長命寺 真宗寺 常葉寺 蓮受寺 雲妙寺 金光寺 敬覚寺

妙土寺 法泉寺 福園寺 浮願寺 明楽寺 得法寺 正行寺 願勝寺 園常寺 慶磐寺 道因寺 願契寺

第13組

第日組 敬覚寺 第日組 照囲寺 第8組 蓮浄寺 第1組 雲暗寺 ◎住職就任 ●おめでとうございます

明照

通福願西博楽善蓮念専成
寺寺等寺寺寺寺寺寺寺寺

念善栴建福

第12組

第日組

性徳寺 正立毒 善立寺

京徳寺 一念寺 教願寺 本教寺 照囲寺

了僧寺 光遍寺 栴念寺 意光寺 照専寺 松橋寺 龍覚寺 龍覚寺

敬泉寄 延慶寺 法西寺

福楽寺 栴専等 賛意寺 西玄寺

西養寺 西方寺

善照寺 正行寺 西念寺 正法寺 徳専寺 讐善寺 最尊寺 浮巌寺 信光寺 浮泉寺

西願寺 横超寺 西忍寺 明善寺 福正寺

高源寺 了慧寺 能念寺 光囲寺 高徳寺 妙玄寺 鞍馬寺 敬覚寺

向源寺 慈囲寺 流源寺 法福寺

三〇〇八年七月一日 船人寺 龍光寺 養法寺 養性寺 明通寺 願専寺 本敬寺

浮琳寺 蓮休寺

)
1品に1

舛城

〜二〇 八年十月十日)
以上 二百二トカ寺

白露 正志

ー▲玉 和恵

森尻 春光 水什一生 芳英
]wq城

●おくやみ申し上げます

第1 2組 善立等前住職 第8組 法福寺 住職 第8組 正福寺 住職 第7組 宗顛寺前住職 第5組 忍西寺 住職 第2組 高徳寺前坊守 悼の意を表します｡

第1 3組 光徳寺 第1 2組 光囲寺 第1 2組 光囲寺 第7組 法泉寺 第6組 照行寺 第1組 正覚寺 第1組 正覚寺

◎得度受式

ご生前のご功労を偲び､

山

篠二二虎北井井
原三三石修伊伊

正大漆大長

越伯舘間場

謹

祐

で

ん

得教善澄

英繁雄窓

題です｡

(大滝)

え､どう受け止めるかが､今後の課 す｡私自身､御遠忌をどのように迎 びに教区での準備が進められていま

五十回御遠忌法要』に向けて本山並

二〇二年の『宗祖親鷲聖人七百

なければならないでしょう｡ ことについて､私たちも考えていか 課題についてお聞きしました｡この

光明寺での悩みや問題､これからの

きました｡法務主任の石黒さんから

た稲田の光明寺を取材させていただ ズアップ｣ では､庫裏の改築をされ ないでしょうか｡今回｢寺院クロー

講を勤められたところも多いのでは

亮子

した｡各御寺院でもこの時期に報恩 光明寺において報恩講が勤められま

していただきました｡ 方に課題や取り組み等について紹介

また､高田･新井両別院'稲田の

正琴大

明

哀

す｡各部門目標とそれぞれの幹事の

マで教化研修計画が進められていま

どこで生きているのか‑』の教化テー 百年を受け『流罪からの出発Ⅰ私は

贋

史往

音智薫大子子
さらに今年度より､昨年の御流罪八 め'各部門幹事が選出されました｡ が新たに組織され､新幹事長をはじ

新年度に入り､教区の教化委員会

画編集後記圏

