
 

 

 

 

 

 

 

 

 

親鸞聖人の御旧跡を訪ねて 
研修旅行に４１名が参加 

２４組では、去る１０月１７日(火) から１８日(水) の日程で、新潟

県上越市を中心に、親鸞聖人の御旧跡を訪ねる研修旅行を実施しまし

た。組内１６ヶ寺より４１名の参加がありました。この企画は、来年

５月に長浜教区でお迎えする、五村・長浜両別院宗祖親鸞聖人７５０

回御遠忌法要お待ち受け行事として位置づけられたもので、今年度当

組の重要行事の一つとして各寺院に参加を呼び掛けられました。 
１日目は、居多ケ浜へ行きました。親鸞聖人が１２０７年に、専修念

仏弾圧に遭って、越後へ遠流という重い罪に座せられ上陸された所で

す。記念堂で勤行をし、古海法雲氏(林正寺住職)からお話をお聞きしま

した。続いて氏の案内で、聖人の居住された竹之内草庵、そして光源

寺を訪問しました。光源寺の御影堂の中央には「流罪勅免御満悦御影」

が掛けられ、また、聖人ゆかりの法宝物も多くあり、坊守さんが説明

してくださいました。 
親鸞聖人の妻恵信尼公の廟所にお参りした後、赤倉ホテルで宿泊し

ました。このホテルは歴代経営者がお念仏に深く帰依され、ロビーに

大型の立派な「お内仏」を安置し、來宿泊者が朝夕お勤めができるよ

うにと願われたそうです。私たちも、翌日午前７時から美濃部組長を

導師の下に勤行をし、法話を聴聞しました。 
２日目は、長野県飯山市にある高橋まゆみ人形館を訪問しました。

作家が創り上げた、圧倒的な存在感を放つ人形の数々に感動しました。

人形たちの表情やしぐさから伝わる人間の温もりを感じながら、次の

訪問地真宗大谷派高田別院に向かいました。現在の別院本堂は昭和３４年に再建されたもので、所員の

方から、諸殿や総欅の単層入母屋作りの「別院大門」などと共に、詳細にわたって説明をしていただき

ました。 
全行程８００キロを超える遠方へのバス旅行でしたが、親鸞聖人の御苦労と御教化の足跡を辿ること

を通して、私たちがいかにして親鸞聖人を「宗祖」として仰ぐことができるのかという課題をあらため

ていただいたことは、とても有意義な事であったと思います。最後になりましたが、この研修旅行にあ

たっていろいろとお世話になりました関係者の皆様方に心よりお礼申し上げます。    (秦組教導) 
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第２回 門徒会研修会報告 
 去る９月２９日（土）１９時３０分より、第２回門徒会研修会が立圓寺（東高田）にて開催されまし

た。台風２４号が近づいて雨天となり足元の悪い中ではありましたが、各寺院から３７名が参加されま

した。 

美濃部組長挨拶の後、小江義美師（第２２組 相頓寺住職・教

区派遣講師）をお迎えし、“組門徒会員とは”とのテーマでお話

を頂きました。 
内容は、①組門徒会員の基礎知識、②浄財について、③相続講

制度についてのお話でした。 
阿弥陀さまは、全ての人の親でありどんな時でも、見捨てない、 

きらわない、捨てない心で関わってくださる。だから全ての人は、

阿弥陀さまを親とした兄弟であり、一人ひとりは小さい存在では

なく、皆がつながっていると、お話しされました。 
相続講については、明治の時代から始まったもので、大きな借

金があったため、門徒をあげて護持する体制を作る必要があり、

講を開き「講金」を募り本山に送金したとの説明がありました。 
限られた時間の中で、ご自身の経験等もお話されてわかりやすく

講義頂きました。 
 最後になりましたが、準備等ご協力頂きました立圓寺門徒役員

の皆様方に、御礼申し上げます。     （取材 広報部） 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

プロジェクト２４研修会報告 
去る９月１日(土) 午後７時 30 分より、明徳寺(黒田) に於

いて本年度第１回研修会を開催いたしました。今年６月に続

いての研修会ですが、３ケ寺から 16 名が集いました。講師

は秦信映氏(明徳寺住職) にお願いし、昨年度に続いて「お内

仏のお荘厳とお給仕」の学習をしました。特に「御本尊」の

意味について説明があり、霊魂の問題なども話し合われまし

た。日頃仏事などについて疑問を持ちながらも学ぶ機会もな

く、この研修会を通じて確かめさせていただくことをありが

たく思っています。 
当日は研修会に引き続いて懇親会が開かれ、自己紹介などして親睦を深めさせていただきました。 

お寺の若院さんも参加されたりしてとても有意義な研修会となりました。 
次回は、明年３月３０日(土) 午後７時から来入寺(千田) で開催します。講師は美濃部俊裕氏です。 

皆様のご参加をお待ちしています。            (プロジェクト２４部長・神田廣章) 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

御越年法要のご案内 
御越年法要(乗如上人二十二日講)が、今年の１２月２６日(水) ～来年１月８日(火) に高月町柏原で

勤まります。詳細についてはホームページ(真宗大谷派長浜教区２４組) をご覧ください。 

皆様のご参詣をお待ちしています。 



青少年研修開催 

   －３０名が打敷づくりに挑戦― 

本年度の事業計画にあります青少年研修が、去る１０月６日

（土）１３時３０分から圓行寺（西柳野）さまで開催されまし

た。台風２５号が近づき風の強いあいにくの天候ではありまし

たが、子供１０名を含む３０名の参加がありました。テーマは

“ベンガラ染で打敷づくり”でした。 
最初に、真宗宗歌と正信偈をお勤めし、美濃部組長の挨拶

のあと、講師「わたなべあやの」氏に来て頂き染色の説明を

受けるという内容でした。ベンガラとは土の成分からできて

おり、少ない水で染めることができる、環境にも良く省エネ

な染色であるとのことでした。その後染色の方法等の説明を

受けて実際に染色を体験することになりました。説明をされ

ている間は、静かにしっかり聞くといった感じでしたが。ど

のように染まっているかは出来上がってからのお楽しみとの

ことで、どうしていこうかと話しながらしだいにワイワイガヤガヤ。仕上がりを見ては歓声が上がり、

多くの方が２～３枚目に挑戦されて、有意義な時間となりました。 
このような体験を通して子供たちが、真宗に触れていくことは大事であると感じました。これからも

こうした機会が継続していけますように皆様のご協力をお願いいたします。 
今回ご協力頂きました、圓行寺さまありがとうございました。     （取材 広報部） 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

＊シリーズ  各部長からひと言 『寺族部会』 

“いま・むかし・これから”     寺族部会部長 熊野 俊史 

 朝夕冷気が加わり、落ち葉散りしく季節となりましたが、皆様におかれましては

いかがお過ごしでしょうか。日頃より２４組の諸事業に、ひとかたならぬご理解と

ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 
寺族部会の活動を振り返りますと、昭和５６年に２４組において新たな組織の立

ち上げや取り組みが始まると、住職会では新宗憲をテーマに研修会を開催し、その後いろいろな研修会

を開催して、同朋会を育成する役割を担う者という意味から育成員会と称し、住職だけでなく坊守や若

さんなども一緒に学習してきました。研修内容は主に教学の学習と正しいお勤めや葬儀・法事、報恩講

などの作法を学んできました。先達の思いを引き継ぎ寺族部会の活動が現在でも続いています。 
 今期の寺族部会メンバーは、住職４名、坊守２名、若さん１名の計７名で構成し、教化委員会に属し

て教化方針を基本として事業を計画しています。 
具体的な主な事業内容は、８月に開催しています「暁天講座」があります。毎年２名の組内若手僧侶

の方に法話をお願いしています。今年で６回目を終えました。「真宗講座」は、正信偈の解説講義を“正

信偈の教え“の著者でもある古田和弘先生をお迎えして開催しています。７年目になります。 
「寺族協議会」では、各寺院で抱えている課題や問題点等について、相談や情報交換や学習をしてい

ます。いつも大きな課題になるのが「過疎化・門徒の減少・教化の衰退」などです。どうしていくのか、

ひしひしと肌に感じながら活動しています。 
 今後とも、皆様からのご指導とご支援を頂きたく存じます。何卒よろしくお願いいたします。合掌 



竜巻被害 通來寺義援金の報告  組長 美濃部俊裕 

今年６月に発生した竜巻により甚大な被害を受けられた１３組通來寺様に対して義援金をお願いしま

したところ、２４組の多くのお寺から、合計５１１，２００円が寄せられました。１０月１５日に１３

組の組長さんへお届けし、組長さんからは皆様にくれぐれも感謝の気持ちを伝えていただくようにと、

お言葉をいただきました。通來寺様の一日も早い復興を願いたいと存じます。ご協力をいただきありが

とうございました。 

             各寺の法座の案内   ❇報告寺院のみ掲載 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

指定同朋の会発足準備始まる 
今年度２４組指定同朋の会開催寺院が充満寺(高月町西野)

に決定したことを受けて、事前の協議会が８月２日と９月６

日に行われました。美濃部組長、秦組教導、永井教区駐在教

導はじめ、安居門徒会長、そして今回同朋の会教導をお勤め

いただく澤面宣了氏を招き、充滿寺住職と総代がテーマやス

ケジュール等を話し合いました。 

 同朋の会は１０月２４日から来年６月までの間に、計８回

実施することとなり、詳細についてさらに検討しています。門徒の誰もが気軽に参加でき、指定同朋の

会終了後も継続した活動の場となることを目指して計画しています。                 

寺院 法座名 期日 法話者 
浄教寺（東阿閉） 報恩講 12 月 1日 15時 森 清隆氏 

恩覺寺（西阿閉） 報恩講 11 月 11日 住職 

覺勝寺（西阿閉） 報恩講 11 月 10、11日 住職 

圓行寺（西柳野） 報恩講 11月 2、3、4日 住職 

随願寺（柳野中） 永代経 12月 8日 10時半 住職 

 報恩講 12月 8日 13時半、19時 

12月 9日 7時半、10時半 

 

妙覺寺（東柳野） 報恩講 11月 30日、12月 2日 

12月 1日 

住職 

西野健太郎氏 

教覺寺（重則） 報恩講 11月 11日 10時 住職 

充満寺（西野） 報恩講 11月 9,10、11日 住職 

雙林寺（西物部） 報恩講 11月 22日 13時 住職 

證光寺（東物部） 報恩講 11月 10日 10時、13時半 

11月 11日 10時、13時半 

橘 善證氏 

益田 弦氏 

猶存寺（布施） 報恩講 11月 16、17、18日 住職 

長照寺（唐川） 報恩講 11月 17日 14時 

11月 18日 7時、10時 

高岡 淳氏 

住職、副住職 

円常寺（千田） 報恩講 11月 9、10、11日 住職 

來入寺（千田） 報恩講 11月 9、10、11日 住職 

明徳寺（黒田） 報恩講 11月 9、10、11、12日 本田 求氏 

誓海寺（大音） 報恩講 11月 9、10、11日 住職 

樹徳寺（田居） 報恩講 11月 2、3、4日 秦 信映氏 

明源寺（今市） 報恩講 11月 10日 13時、11日 7時 橘 善證氏 

景好寺（柳ヶ瀬） 報恩講 11月 17日 10時 秦 信映氏 


