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新緑の好季節となりました。皆様には、阿弥陀様のみ光の中で報恩感謝の毎

日を送られているものと思います。 
 2 月末に開催されました、24 組門徒会の臨時総会におきまして、不肖にも

門徒会長の重責を再選御指名いただき、浅学菲才を顧みず皆様のご期待に応え

るべく務めさせていただく決心を致しました。何卒宜しくお導きいただきます様お願い致します。 
 さて、内外の政治、スポーツ等では様々な問題が報道されていますが、「目覚めの宗教」と言

われる真宗の教えから考えますと、双方が自分のなすべきことに囚われ、他人のことはよくわか

っているものの、自分自身のことがよく分からなくなっているのではと思ってしまいます。親鸞

聖人は正信偈の中で、12 種の如来の光明を詠っておられます。「阿弥陀如来のみ光は世界を塵の

様にくまなく照らされる」その中で私たちは生かされ、生きていて、分け隔てのない光明に照ら

されることにより自分がどのような姿をしているかが見えて、置かれている場所、進む方向も見

えてくる。この知恵の光明が自分自身を鏡に映し、自らを見つめ自分に目覚めるという聖人の教

えを大切にしたいと思います。 
 過去 3 年間、組の行事に関わり夫々の事業に参加する中で、多くのご住職や同朋の方々とご縁

ができましたが、その中にいる自分は今まで「南無阿弥陀仏」の一言が、両手を合わせても声が

出せなかったのです。自然と声が出るようになったのは、法話を聴聞し、同朋の方々と法話を聞

いて学ぶという、この出会いにより自然に身に付いたのではと思っています。「法話は耳で聞い

て体に貯める」延塚知道先生の言葉ですが、更に精進をしたいと思います。 
高齢化社会、人口減少が進行し、真宗大谷派も社会現象の影響が財政に影響を受けることを危

惧し、経費節減や教区の再編等を余儀なくされている状況にあると聞いております。また、24 組

内でも高齢化による影響が懸念される時期に来ていることも考慮しなければならないと考えます。 
24 組門徒会も「元気なお寺を創造する」活動を将来に向けて、次の世代に繋がる様に、地道な活

動を推進し時代に、地域に沿った活動が展開できますよう皆様のご指導を何卒宜しくお願い致し

ます。                                    合掌 
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長浜教区第 24 組門徒会役員名簿 
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寺族協議会報告 
去る 4 月 14 日（土）午後 7 時 30 分より、来入寺（千田）

に於いて 24 組寺族協議会が開催されました。 
美濃部組長が座長となり、①教区御遠忌（概要）について、

②教区改編の現状についてが話し合われました。どちらも重

要な取り組なので、いろいろな意見や質問などが出て、熱心

に話し合われました。 
組内関係では、来年度「教区指定同朋の会推進事業」の指

定組となるため、組の対応について説明がありました。また、

来年 5 月に教区・両別院で親鸞聖人 750 回忌法要が厳修され

るにあたって、組の新年度事業に、上越地域を中心とした聖人の御旧跡を巡る一泊 2 日の研修旅

行を考えている旨を話され、皆さんのご意見を尋ねられました。 
参加者は、13 人でしたが、初めて出席された若い住職もおられ、有意義な協議会になりました。

特に若いご住職から、今から 40 年前に惹起した長浜別院離脱問題について説明を求められ、共々

に大事な課題を共有できたことがとてもありがたいことだと思いました。 

 

 



２４組婦人会研修旅行をふり返って 
                              

去る 2 月 28 日、組婦人会の研修旅行として、名古屋別

院へ参拝に行ってきました。22 名が参加しました。 

別院では、歴史を中心とした話を聞き、現在の本堂は、

戦争で焼失後、1962 年に、鉄筋コンクリートで再建され、

畳も全面床暖房だそうです。 

お話の後は、毎日 28 日（親鸞聖人の御命日）に行われ

ている境内を中心とした手作り市を楽しみました。老若男

女、大勢の人で賑わい、正に“お寺に集まろう！お寺で過

ごそう！”とのスローガンに納得のいく空間でした。 

 また、行きのバスの中では、参加者 12 カ寺の婦人会の活動状況を発表していただきました。 

 この 24 組婦人会を通してたくさんの方々との出会いに感謝いたします。 
 

青少年部会「春のつどい」ご報告 

                              

子供たちの春休み中、3 月 31 日を選んで今回の「春の

つどい」は木之本町の明楽寺で行われました。当日の参

加者は子ども 57 名、大人 30 名でした。 

いつものように正信偈をお勤めし、その後の「お楽し

み」では、白衣を着た長浜バイオ大学生のお兄さんに色

水の科学実験をしてもらいました。うがい薬やのど飴な

ど身近なもので化学反応を体験でき、紫色から真っ白に

なった水をかき混ぜながら子供たちは目をキラキラさ

せていました。 

組内のお寺さんでは、土曜・日曜学校を実施してい

るところが多いですが、明楽寺のように実施していな

いところもあります。立ち上げには難しいけれど今回

のように組で実施する場所に協力することで、ご近所

のお母さんに気楽にお声がけができるなと思いました。

実際、地元の子供たちもたくさん参加されました。い

つもの本堂が沢山のこどもたちの笑顔で溢れていたの

を見て阿弥陀さんも子供たちと一緒に喜んでおられる

ように見えました。 

尚、当日は本山の企画調整局の依頼を受けて、東本願寺出版の通信員の国友さんが取材に来ら

れました。記事は後日、真宗ドットインフォ（HP）にて掲載されますのでご覧ください。 

 組同朋大会 ６月 10 日（日）13 時 30 分 

  会場 浄教寺（東阿閉）  講師 前宗務総長 里雄康意氏 

 

 



真宗講座に８０名を超える参加者 
去る 4 月 10 日 19：00 より 明徳寺（木之本町黒

田）にて、真宗講座が開催されました。朝夕は寒さを感

じる日ではありましたが、80 名を超える多くの参加を頂

きました。 

最初に、24 組混声合唱団「山河サンガ」により、うつ

くしい歌声で 3 曲（衆会、なんまんだぶつの子守歌、い

のちまいにちあたらしい）を参加者も交えて合唱、その

後アンコールの声で、2 曲（回向、朝）を全員で大合唱

し、秦住職の笑いのある進行もあり、和やかな中での講

座開始になりました。 

その後の講座は、講師に古田和弘九州大谷短期大学名誉学

長をお招きし、講題「正信偈に学ぶ」を御講義頂きました。

今回で 7 回目であり、笑いも含めて、正信偈の中の「源信広

開一代教～大悲無倦常照我」までの”源信章”について、解

りやすく現代語に訳し説明をして頂きました。21 時くらいま

での短い時間ではありましたが、大変有意義な時間を共有さ

せていただき、正信偈の一部を理解出来たかと思います。 

今後もこのような機会には、皆様の参加を頂き、真宗の教

えを広めていければと思ったことです。              （取材 広報部 吉内） 

 
       

組・各寺の法座のご案内 
 ※報告寺院のみ掲載 

寺院名 法座名 期 日 法話者 

浄教寺（東阿閉） 永代経 ６月３日（日）10 時・13 時 30 分 老泉俊樹氏 

円行寺（西柳野） 
永代経 ５月１２日（土）９時 30 分・13 時 秦信映氏 

南部相続講 ６月１７日（日）９時 30 分 浄教寺 

長照寺（唐川） 永代経 ６月２日（土）13 時 30 分 平等良香氏 

明楽寺（木之本） 
蓮如上人御影

道中・お立寄り 

５月５日（土）20 時勤行・法話 

５月６日（日） ７時 30 分 ご出発 

随行教導 

樹徳寺（田居） 永代経 ５月２７日（日）10 時・13 時 30 分 麓裕史氏 
 

 

御影道中は、蓮如上人の没後、北陸での教化 

                      の御苦労とその徳を偲んで吉崎御坊（吉崎別院） 

で厳修される「御忌法要」に、上人の御影を本 

山よりお迎えして勤められたのが始まりである 

と伝えられています。  

当地区には、5 月 5 日（木）に明楽寺（木之本）で宿泊されます。午後 8 時からお勤めがありま

す。おさそいあわせてお参りください。お待ちしています。 


