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真宗佛光寺派新潟教区通信
平成２５年 ４月発行

＊ 第二回聖典学習会
＊ 児童大会（冬）

＊ 第三回テーマ学習会

＊ 新人紹介

三月十一日、東日本大震災二周年追悼式がしめやかに

執り行われ、ご遺族代表の言葉がありました。その中か

ら岩手県遺族代表・山根りんさんの言葉を紹介させて頂
きます。

私は日々 便利に なって いる 世の中を当 たり前 だと

思ってい ました 。毎 日学校 に 通い、家 族と一 緒に

ご飯を食 べるこ と、 母がい つ もそばに 居てく れる

ことも当たり前だと。あの日が訪れる前までは。

ち ょ っ と した こ と で 腹を 立て て み た り イラ イ ラ し て

みたり。もっとこうして欲しいとか、ああして欲しいと

外に対する要求ばかり。いっしょに暮らしていつも身近

にいるから我がままになりがちですが、それが言えるの

もまた家族であるからです。ところがある日突然の災害

で、人の命が奪われ家族がバラバラになっていく。災害

の起こるその日の朝、そんな悲劇が起こると誰が予想し

たことでしょう。当たり前にその日を迎え、当たり前に

今日の日を過ごせると思って一日は始まりました。

浄土真宗では、人と人との「出会い」をあえて「出遇

い」と書きます。「遇」は「遭遇」とか「千載一遇」で

使われます。
「遭遇」は偶然に巡り会う。
「千載一遇」は

千年に一度の出遇いを表します。それだけ人と人との出

遇いが難しく稀有なことであるのでしょう。私たちは毎

日 人 と 出 会 いな が ら も 本当 に出 遇 っ て い るの で し ょ う

か。普段の何気ない日常の生活の中で、実は大切な出会

いを日々出遇い続けている。かけがえのないいのちと毎

日出遇っている。そのことを痛切に教えられる言葉でし

た。日々の出遇いをどう喜べるか、それが人として生ま

れた大きな課題なのでありましょう。

企画部テーマ
企画部テーマ
『出遇いを
出遇いを開
いを開く真宗』
真宗』
教学研修部テーマ
今、命が紡ぐ明日』
教学研修部
テーマ 『命がつないだ今
がつないだ
明日』
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児童大会を終えて
実行委員長 窪澤 覚

この度、冬の児童大会を無事に終えることができました。今回、東本願寺池の平青少年センターを宿
泊所にして、池の平温泉スキー場に行くことになりました。はじめは、毎年参加している子供たちが上
達してきた頃合いだというので、「歩くスキー」を計画しましたが、時期が合わず「アルペンスキー」
という形をとりました。
この児童大会を通して子供と触れ合い、その素直な姿に教えられることが多くあります。また子供た
ちの生活にも、お寺が関わりをもっているということを実感できる児童大会でした。子供の頃の経験と
いうのは、大人になってからの経験の何十倍も貴重なものではないかと思います。今年の児童大会を終
えたある子供さんが、「来年はないの？来年も行きたい」と楽しみにしてくれています。こういったお
寺の行事の一貫としての児童大会に、これからも力を入れて行きたい所存です。ご協力いただいた皆様
方に御礼申し上げます。
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児童大会 感想文

広沢 迦音 五歳
たのしかったです。

動もがんばりたいです。

こ れか らもス ノーボ ードや 他の 運

ー ズに すべる ことが できま した 。

お もさ をしり ました 。また こう い

っ たで す。か みしば いでい のち の

た り、 ひるの おにぎ りもお いし か

う イベ ントが あった らまた やり た

いです。

ドをしたときに、ちょっときんち

た ！な のでス キーは あまり でき ま

小瀬小学校 二二二二年年年年 大越 真雪

ボードがじょうずな先生が、やさ

せ んで した。 でもこ の冬の 児童 大

平成二十五年一一一一月月月月二十六日日日日・・・・

しくおしえてくれたりして、この

会 でう まくな りまし た！さ いし ょ

ょうしました。

同 じへ やだっ た女の 子たち とも 仲

私 は冬 の児 童大 会は２ 回目 で し

分水北小学校 三年 和田 遥花

二十七日日日日にににに池池池池のののの平温泉スキー場場場場
において、、、、冬期児童大会がががが行行行行わわわわ

ま えより はじょ うずに なり ました 。

は ころ んでば かりい ました 。で も

わたしが、はじめてここでボー

れました。。。。参加児童二十七人人人人、、、、
スタッフ十六人人人人のののの参加がありま

うれしかったです。ちがうのりか

い っぱ い練習 してい くうち に、 だ

くくくく雪雪雪雪、、、、輝輝輝輝くくくく心心心心～～～～真真真真っっっっ白白白白なななな世界かかかか
らのおくりもの～」です。。。。

した。。。。以下子供たちの感想文をををを
載載載載せました。。。。テーマは「「「「きらめ

たとかしてくれて、ほんとうにう

ん だん できる ように なりま した 。
須頃小学校 三年 川野 太郎

れしかったです。リフトにのって、
いっしょにすべってうれしかった

じ どう たい かい でいち ばん う れ

たです。スキーがうまくなったり、

良 くな りまし た！い っしょ に遊 ん

たすけてくれて、ほんとうにうれ

し かっ たこと は、い けのた いら お

友 だち と仲良 くなれ て、こ の冬 は

です。先生はわたしがころぶと、
しかったです。コースがながかっ

ん せん スキー じょう で、ま えは あ

すごく楽しくなりました。

だ りし ゃべっ たりす ごく楽 しか っ
たけれど、がんばりました。

ん まり すべれ なかっ たけど 、コ ー

チ から いろい ろなこ とをお しえ て

た 。池 の平お んせん スキー 場に き

ぼ くは 合宿 をは じめて やり ま し

番うれしかったことです。あとは、

か です べれる ように なった のが 一

た こと とか、 おしえ てもら って さ

り、おまいりをしたり、とまった

てでした。合宿ではスキーをした

ぼくは冬合宿にくるのが、はじめ

小瀬小学校 三年 藤石 烈翔

た のも はじめ てです 。池の 平お ん

よ るカ レーを 食べた り、あ さサ ラ

り、ともだちとおふろにはいって

小瀬小学校 三年 田巻 賢哉

せ んス キー場 は、他 のスキ ー場 よ

ダ やウ インナ ーやオ ムレツ を食 べ

も らっ たり、 リフト にのっ たり し

り も雪 しつが 多かっ たです 。ス ム
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は一人でのってすべりました。そ

フトにも４回のりました。さいご

でもできるようになりました。リ

てやるかもわかりませんでした。

ーをするのがはじめてでどうやっ

たのはスキーです。ぼくは、スキ

楽しかったです。とくに楽しかっ

う な所 は、す べる所 がふつ うで し

を 出す 所がか んたん でした 。ふ つ

た です 。かん たんな 所はス ピー ド

を おと す所が 、一番 むずか しか っ

か った 所は、 止まる 所とス ピー ド

し かっ たと思 いまし た。む ずか し

か った です。 すべり おわっ たら 楽

ま した 。すべ ってる とちゅ うこ わ

り おわ ったら 、きゅ うに、 すべ り

ら 、こ わかっ たです 。リフ トを の

ま した 。とて も楽し かった です 。

ら すご く上手 にでき て三回 すべ り

い とこ にすす められ てやっ てみ た

た 。二 日目は 、おね えちゃ んと 、

な くて 一回し かすべ りませ んで し

一 日目 は、あ まり上 手にす べら れ

す 。楽 しかっ た事は スキー です 。

れ しか ったこ とが一 つずつ あり ま

こ の二 日間 で楽 しかっ た事 と う

み んな でとま りまし た。ト ラン プ

れ んと 、こう し、け んやと ほか の

ぼ くは 合宿 でそ うた、 けい た 、

たのしかったです。

す べる ことが できま した。 とて も

き より も、と てもは やく雪 の上 を

る 場所 で、ス ノーボ ードを した と

少 なか ったで す。そ れで友 人が で

小瀬小学校 四年 田中 慧太

小瀬小学校 四年 藍木 優人

ぶ なと いうス キーと ボード がで き

る よう になり ました 。あと 、わ か

れが一番楽しかったです。またら

た 。い っぱい すべれ たので 、楽 し

う れし かった ことは 、友だ ちが で

でババぬきとウノをやりました。

分水北小 三年 永井 亜美

い年はぜったいにいきたいです。

か った です。 合宿さ せてく れて あ

き たこ とです 。今年 は、女 の子 が

小瀬小学校 三三三三年年年年 石川 貴也
りがとうございました。

たのはスキーです。スキーでリフ

き て、 夜にお かしを 食べた りし て

ぼくが、この２日でおもしろかっ
トにのっておりて下を見たらすご

と ても楽 しくて うれし かっ たです。

ぼ くは 、合 宿で スノー ボー ド を

し まし た。ぼ くは初 めて池 の平 に

ぼ くは 、合 宿で 池の平 温泉 ス キ

ン プ台 にいき ました 。とて も楽 し

か りま した。 あとボ ックス やジ ャ

内野小 三年 鈴木 颯汰

くこわかったです。おんせんもき
もちよかったです。先生たちのゲ
ームやかみしばいもおもしろかっ
をたべながら来たのも楽しかった

ー 場に 行きま した。 スノー ボー ド

かったです。

い きま した。 できな いわざ がみ つ

です。ぼくはしょしんしゃでむず

で リフ トにの ってす べりま した 。

たです。バスでなぞなぞやおかし

かしかったけれど、すっごくすっ

楽 しか ったで す。ま た行き たい で

牡丹山小学校 五年 佐藤 文太

ごくすっごくたのしかったです。

す。

ーをしました。１日目は、知らな

小瀬小学校 四年 大越 優人

ぼ くは 、合宿 で、ス ノーボ ード を

い人に話しかけられてその人とス

小瀬小 三年 照田 広至
ぼ くは 、ス キー をする のが 一 番

し まし た。で きない わざが 、で き

ぼくは児童大会で、２日間スキ
楽 しか ったで す。リ フトに のっ た
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お 寺の スキ ーは 三回目 なの で 、

人くらいでした。楽しかったです。

にすべりました。メンバーは、５

した。次の日、みんなといっしょ

る音がしたらかくれたりしていま

ているときにかいだんを登ってく

ょにやりました。トランプをやっ

まってトランプやおかしをいっし

キーをしました。夜にみんなで集

参加してもっとうまくなりたいで

ようになりました。私は、来年も

れていくうちに、右も左も行ける

い方向に行けませんでしたが、な

も、ひっかかって転んだり行きた

って高いところに行きました。で

そして二日目は初めてリフトに乗

ー スをす べれる ように なり ました 。

てくれたので、一日目は初心者コ

ストラクターの人がやさしく教え

なかったりしました。でも、イン

靴をうまくはけなかったり、立て

ました。ボードを初めてした時は、

う行事をまた来年もしたいです。

とてもおいしかったです。こうい

の夜のカレーはエビが入っていて

はとても楽しかったです。１日目

そのあとぐっすりねれました。で

しやがれ」をすこしだけ見ました。

でもねれなかったので「あらしに

しは、おわるまで見ていました。

でしか見ませんでした。でもわた

見ました。でもみんなは９時半ま

みんなで「泣くなはらちゃん」を

たりしました。テレビは９時から

でおかしを食べたり、テレビを見

ねるまでたくさん時間があったの

だ ちとね てワク ワクし てい ました 。

です。友だちになったばかりの友

目はみんなといっしょにねたこと

中之口西小学校 五年 吉原遼人

と ても 楽しか ったで す。い つも と

すが１２時に女子みんなで起きて

いきたいです。

です。またいきたいし、家族とも

てのスキーができてたのしかった

おきていました。わたしははじめ

しまいました。そこから１時まで

す。
漆山小学校 五五五五年年年年 内藤 巧巧巧巧
ぼくは、スノーボードをやったこ
わたしの中で楽しかったことは２

巻北小学校 五五五五年年年年 田中 鈴音

と まる ばしょ がちが かった ので 、
お もし ろかっ たです 。スノ ーボ ー
ド だっ たので たくみ さんと いっ し
ジ ャン プのと ころで ゆきに うま っ

とが何回かあるけど、お寺のスキ

ょ にス ノーボ ードを やりま した 。
た けど 、おも しろか ったで す。 と

できたので良かったです。スノー

た。でもあまりじょうずにすべる

昨日がはじめてでワクワクしまし

私 は、 この 冬の 児童大 会は 二 回

つあります。１つめはスキーです。
ボードも前より上手になったので

ことができませんでした。２日目

目 でし た。今 回は、 池の平 青少 年

分水北小 五年 永井 舞衣
良かったです。

のスキーをしました。初めてリフ

セ ンタ ーにと まりま した。 私は 初
しかし、あまりにもドキドキして

な かっ たけど 、今回 は二回 目だ っ

ス キー は初め てでぜ んぜん すべ れ

出雲崎小学校 五五五五年年年年 村松 宝宝宝宝

トに乗ってドキドキしました。で

もだちもできてよかったです。
（宝、 ーはきんちょうしたけど、友達が
たくみ）
小瀬小学校 五五五五年年年年 田巻 ほのか
私は初めて冬の児童大会に参加

お寺からスキー場まではすごく

たいくつはしませんでした。２つ

も なかな か上に つきま せん でした 。 め て冬 の児童 大会に いった 時は 、

は興味があったし、この機会に友

時間がかかりました。でもスキー

しました。前からスノーボードに
だちができると思ったので参加し
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出 来ま した。 私は、 こんど 冬の 児

日 目は すごく はやく すべる こと が

べ るの が少し おそか ったけ ど、 二

こ とが 出来ま した。 一日目 は、 す

来 まし た。二 日目は 、四回 すべ る

は 一日 目は、 三回す べるこ とが 出

た ので すべる 事が出 来まし た。 私

ていたらすごくいいけしきをみま

２日間のスキーです。最後すべっ

り、わらっていました。とくに、

ふとんの中に入って、しゃべった

かしなどもたべました。みんなで、

くもりあがりました。途中で、お

に、変な話やおもしろい話ですご

みんなで夜ふかししました。とく

かったです。

の 外に 行って すべっ たりし て楽 し

ス キー では速 さをき そった り、 道

らない人とも話せてよかったです。 小針小学校 六年 土田 明都

し まし た。ふ だんは あまり しゃ べ

ん の中 でみん なで集 まって 話し を

すべるときに八の字でゆっくりと

ているとちゅうです。去年までは、

楽しかったことはスキーをすべっ

ぼくは児童大会のスキーで一番

たり、トランプをしたりいろいろ

ました。夜更かしはお菓子を食べ

に出たら転んでやばいことになり

はコース外に出ました。コース外

夜更かしの話を書きます。スキー

とを書きます。一日目はスキーと

僕は、児童大会で楽しかったこ

ン プなど をして たのし かっ たです。

かったです。夜では夜食会やトラ

は、晴れてスピードもでてたのし

ってて進みにくかったけど２日目

スキーでは１日目は雪がすごくふ

かったことは、夜とスキーです。

ぼくが、児童大会で一番たのし

校でも、がんばりたいです。

の けい けんを いかし て、次 から 学

ラ ンプ などで もりあ がりま す。 こ

し た。 夜ふか しでは 、夜食 会や ト

で 、う まくす べれる ように なり ま

ク ター さんに おしえ てもら った の

が なか ったの ですが 、イン スト ラ

か しで す。ス キーは 、やっ たこ と

の しか ったこ とは、 スキー と夜 ふ

ぼ くが 、冬 の児 童大会 で一 番 た

楽しかったです。

童 大会 があっ たら、 来たい です 。
した。すごくたのしかったです。

行っていましたが、今年はたくさ

やりました。楽しかったです。二

小針小学校 六六六六年年年年 若林 海人

そ して スキー をたく さんす べり た

ん練習してきれいに止まれるよう

日 目のス キーは 転びま せん でした 。 事 は、 夜ふか しとス キーで す。 夜

いです。

になりました。たくさん練習した

ふかしは、みんなで、やりました。

吉田北小学校 六六六六年年年年 村上 應信

かいがありました。とてもいい思

楽しかったです。また今度も来た

み んな で、し ゃべっ ていた り、 お

小針小学校 六年 広沢 海真

い出になり、とても楽しかったで

いです。

にも乗り、上からもすべりました。

べ れる ように なりま した。 リフ ト

べ れな かった けど、 練習を して す

す 。ス キーは 、最初 はぜん ぜん す

か しを 食べた りして 楽しか った で

ぼ くが 、児 童大 会で楽 しか っ た

小針小学校 六年 田村 蓮蓮蓮蓮

す。

ぼ くが 冬の 児童 大会で 楽し か っ

小針小学校 六年 木村 晶彦

ぼくが、一番楽しかったことは、

た こと は、夜 での話 しです 。ふ と

小針小学校 六年 大塚 航航航航

夜をすごすのとスキーです。夜は、
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第二回 聖典学習会
『『『『大無量寿経』』』』輪読会
五正行「「「「観察」」」」について
講師 花井 性寛師

今回のののの学習会はははは、、、、昨年のののの十月九
日日日日にににに林応寺様をををを会場にして行行行行われ、、、、
花井師より『『『『大経』』』』下巻のののの五正行
「「「「観察」」」」について講義をしていた
だきました。。。。その内容をををを掲載させ
ていただきます。。。。参加、、、、ごごごご協力頂
いた皆様にににに厚厚厚厚くくくく御礼申しししし上上上上げます。。。。

○○○○『『『『大経』』』』のののの眼目――――「「「「聞聞聞聞」」」」
これから『大経』の下巻が拝読さ
れていきますが、『大経』の眼目と
いうと「聞」
、聞くという事ですね。
これが大事なんです。『大経』を読
んでいますと、「聞」という字が非
常に多くでてきます。『大経』の上
巻に、「欲聞」ということが出てき
ます。そしてさらに大事なのは、下
巻の最初の第十八願成就文に、「聞
其名号」と出てきます。「欲聞」と
いうことを通して、「流通分」の初

めに、「得聞」という事が出てきま
す。これはひとつの「聞」の歩みと
いう事でありますが、
『大経』の「聞」、

○○○○『『『『浄土論』』』』――――『『『『無量寿

(中

というのは照らされると頂いてい

い ので はない かと 思います 。

略 ) 親 鸞聖人 は「 定善は 観を 示す

(中略 ) 「得聞」、すでに仏に求めら

と いう 事で 成り立 つの であ りま す。

聞こえることで成り立つ、身に響く

えてくる。心通の声が聞こえてくる。

聞」を通してひらかれてくる、聞こ

というのはひらかれてこない、「欲

た いと いう 欲求が なけ れば 「得 聞」

ば「得聞」は成り立ちません。聞き

ら「得聞」、聞くという事がなけれ

いう事が大事です。まず「欲聞」か

相」の「観」というのは止観、心を

厳であります。そして、「観彼世界

で終わるというものが二十九種荘

これが『浄土論』です。 (中略 ) 『浄

明 らか にし たのが 『浄 土論 』で す。

意を自身に問い、『大経』の精神を

います。天親菩薩が『無量寿経』の

いうのは論理という意味を持って

経優婆提舎願生偈』、
「優婆提舎」と

『浄土論』は、正式には『無量寿

いわれました。観察というのは、仏

して最後に南無阿弥陀仏なんだ」と

いうのが、上品上生から下品下生と

始まりますが、
「観」から始まり、
「観」 通して、自覚の高まりを顕す。そう

土論』をみると「世尊我一心」から

から観察されていく。そしてその事

無量寿仏に観察されていくことを

は「あれは自覚の高まりを顕すのだ、

で説かれていきます。曽我量深先生

は「上品上生」から「下品下生」ま

な事であります。あとに「散善」で

が一連の流れとして成立するよう

いうところに成就する、こういう事

す縁それが「観」、
「観」は「信」と

縁なり」と仰いまして、「信」を示

れていた、そういう我が身であった、

一つに止めて浄土を観察する、阿弥

を「聞法」する、それが「観察」の

経優婆提舎願生偈』』』』

それが聞こえたんですね。そういう

陀仏を観察する。そして、「観」の

具体性であると頂いていけるので

読誦という事は経典の声を聞くと

大 き な方 向 転 換 が 生 ま れ る の で す 。

歩みというのが「観仏本願力」のと

はなかろうかと思います。

ておりま す。

※原文はホームページ上に掲載し

ころへきて「観」が「信」に、「観

仏本願力」というのは「信」を顕す
のです。

○○○○『『『『観経』』』』

『観無量寿経』を、善導大師は『無

量寿観経』、親鸞聖人は『無量寿仏

観経』と仰っている。「観というは

照なり」
（
『観経疏』
「玄義分」）、
「観」
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第三回「
テーマ学習会」
「真 宗 東 本 願 寺 末 寺 の法 義
解釈の対立と裁定について」

１．はじめに
私の生まれた家は仏光寺派の林
應寺様の門徒です。高校三年の時だ
ったかと思いますが、仏壇の引き出
しを開けたら『御文』様が出てきま
して、一番後を見ますと宣如上人の

です。その時に何故かなと思ったの

さんが清傳寺さんに頼んでいるん

の宗門人別の証明印を高田のお寺

り、泊まりがけで来ている柿崎の人

られてきた時代と同様の時期に広

浄土真宗が北陸・信州・越後に広め

ま す。 仏光 寺派の 寺院 その もの が、

加えなければならないことがあり

その特異性の他に、もう一つ付け

が ある ので はない かと 思い まし た。

ですが、何てことはない。お寺がな

がってきたのではないということ

く中で、仏光寺派のお寺さんの数も

いわけです。数と地区が限られてい

です。これも一つ問題になるのでは

自分が仏光寺派のお寺の門徒に生

ることに異常な在り方だなと思い

ないかと思いました。貞享年間がま

四四ヶ寺から四三ヶ寺に減ってい

ました。それと県全体の寺院数も当

ず大きなヤマですが、それより約十

まれたというのも大きな契機では

たってみました。随分前になります

年前に高田で二ヶ寺仏光寺派にな

ました。そして三ヶ寺が上越という

が、県内の寺院名鑑が出ましたので

っています。その高田の二ヶ寺が仏

ありましたが、今回調べた特異性も

参考に見ますと、三千弱のお寺さん

光寺派に移るまでは新潟にはなか

こともあり、県下全体に散在してい

がありました。曹洞宗のお寺が一番

ったのではないかと思います。その

私には特別関心が高まる事件や事

多いのにはびっくりしましたが、約

何もなかった仏光寺派に移るとい

ると思っていましたが、違っていま

八百ありまして、次に大谷派が続い

うことは、大きなきっかけがあった

柄があったのではないかと思わせ

それではレジュメを見ながら進

て弱冠少ないようです。本願寺派は

と推測されます。

した。『清傳寺文書』の中に見附・

めて参りたいと思いますが、全体像

三百あり、少ないと思っていた浄土

ました。

をきちんと押さえていかないとう

宗 のお 寺で も八〇 ヶ寺 あり まし た。

三条付近で新田開発をするにあた

まくいかないと思いまして、年表作

それも有る地域に固まってあるの

花押がありました。宣如を調べます

りから始めました。これを作ってい

ではなくて、県下全体に分散してい

それで少し紹介したいと思いま

― 佛光寺転派事件 ―

＊＊＊＊当当当当
当当当当日日日日
日日日日はははは
はははは二二二二
二二二二九九九九
九九九九ケケケケ
ケケケケ寺寺寺寺
寺寺寺寺よよよよ
よよよよりりりり
りりりり三三三三
三三三三二二二二
二二二二名名名名
名名名名もももも
もももものののの
のののの参参参参
参参参参
＊＊＊＊

く過程で、何となく全体像が分かっ

るわけです。全体を見ていくと、仏

すが、資料一二頁をお開きください。

亀井 功先生
今今今今回回回回
回回回回、、、、
、、、、ごごごご
ごごごご縁縁縁縁
縁縁縁縁をををを
をををを得得得得
得得得得てててて
ててててここここ
ここここのののの
のののの解解解解
解解解解読読読読
読読読読をををを
をををを、、、、
、、、、吉吉吉吉
吉吉吉吉
今今今今
田田田田郷郷郷郷
郷郷郷郷土土土土
土土土土史史史史
史史史史研研研研
研研研研究究究究
究究究究会会会会
会会会会長長長長
長長長長、、、、
、、、、巻巻巻巻
巻巻巻巻郷郷郷郷
郷郷郷郷土土土土
土土土土資資資資
資資資資料料料料
料料料料館館館館
館館館館協協協協
協協協協
田田田田
議議議議会会会会
会会会会委委委委
委委委委員員員員
員員員員、、、、
、、、、新新新新
新新新新潟潟潟潟
潟潟潟潟県県県県
県県県県立立立立
立立立立文文文文
文文文文書書書書
書書書書館館館館
館館館館嘱嘱嘱嘱
嘱嘱嘱嘱託託託託
託託託託員員員員
員員員員をををを
をををを
議議議議
歴歴歴歴任任任任
任任任任ささささ
さささされれれれ
れれれれてててて
てててていいいい
いいいいるるるる
るるるる亀亀亀亀
亀亀亀亀井井井井
井井井井功功功功
功功功功先先先先
先先先先生生生生
生生生生にににに
ににににおおおお
おおおお願願願願
願願願願いいいい
いいいい
歴歴歴歴
致致致致しししし
ししししまままま
まままましししし
ししししたたたた
たたたた。。。。
。。。。先先先先
先先先先生生生生
生生生生はははは
はははは講講講講
講講講講義義義義
義義義義時時時時
時時時時間間間間
間間間間がががが
がががが足足足足
足足足足りりりり
りりりり
致致致致
なななないいいい
いいいい中中中中
中中中中、、、、
、、、、佛佛佛佛
佛佛佛佛光光光光
光光光光寺寺寺寺
寺寺寺寺転転転転
転転転転派派派派
派派派派事事事事
事事事事件件件件
件件件件のののの
のののの背背背背
背背背背景景景景
景景景景、、、、
、、、、萌萌萌萌
萌萌萌萌
なななな
芽芽芽芽、、、、
、、、、本本本本
本本本本願願願願
願願願願寺寺寺寺
寺寺寺寺本本本本
本本本本山山山山
山山山山でででで
ででででのののの
のののの僉僉僉僉
僉僉僉僉議議議議
議議議議、、、、
、、、、江江江江
江江江江戸戸戸戸
戸戸戸戸寺寺寺寺
寺寺寺寺社社社社
社社社社
芽芽芽芽
奉奉奉奉行行行行
行行行行へへへへ
へへへへのののの
のののの上上上上
上上上上訴訴訴訴
訴訴訴訴なななな
ななななどどどど
どどどどなななな
ななななどどどど
どどどど、、、、
、、、、簡簡簡簡
簡簡簡簡潔潔潔潔
潔潔潔潔にににに
ににににまままま
ままままとととと
とととと
奉奉奉奉
めめめめらららら
らららられれれれ
れれれれ、、、、
、、、、新新新新
新新新新たたたた
たたたたなななな
なななな視視視視
視視視視点点点点
点点点点でででで
ででででのののの
ののののまままま
ままままとととと
ととととめめめめ
めめめめまままま
ままままでででで
でででで
めめめめ
指指指指しししし
しししし示示示示
示示示示しししし
ししししてててて
てててて頂頂頂頂
頂頂頂頂きききき
ききききまままま
まままましししし
ししししたたたた
たたたた。。。。
。。。。ここここ
ここここのののの
のののの場場場場
場場場場をををを
ををををおおおお
おおおお
指指指指
借借借借りりりり
りりりりしししし
ししししてててて
てててて、、、、
、、、、御御御御
御御御御礼礼礼礼
礼礼礼礼申申申申
申申申申しししし
しししし上上上上
上上上上げげげげ
げげげげまままま
まままますすすす
すすすす。。。。
。。。。
借借借借

２．県内佛光寺派の特異性

です。

て自分なりに納得しているところ

たのですが、今回のご縁をいただい

てお東の物があるのかと思ってい

と話していました。その時にどうし

人 から 大事 にしな さい と言 われ た」

ども、林應寺の先代の曾孫に当たる

聞きますと、「よく分からないけれ

なあ」と思いました。それで父親に

「うちは仏光寺派のはずなんだよ

と、東本願寺の十三世とありまして

加加加加をををを
をををを得得得得
得得得得てててて
てててて、、、、
、、、、佛佛佛佛
佛佛佛佛光光光光
光光光光寺寺寺寺
寺寺寺寺転転転転
転転転転派派派派
派派派派問問問問
問問問問題題題題
題題題題へへへへ
へへへへのののの
のののの関関関関
関関関関心心心心
心心心心
加加加加

てきたというところがあります。そ

光寺派のお寺には何か特別なこと

（清伝寺文書を中心に）

のののの高高高高
高高高高ささささ
ささささがががが
がががが窺窺窺窺
窺窺窺窺ええええ
ええええまままま
まままましししし
ししししたたたた
たたたた。。。。
。。。。以以以以
以以以以下下下下
下下下下はははは
はははは、、、、
、、、、当当当当
当当当当日日日日
日日日日
のののの

れからもう一つデータを集めてい

（資料一二頁）

３．『清傳寺文書』一覧

のののの講講講講
講講講講義義義義
義義義義録録録録
録録録録かかかか
かかかからららら
らららら冒冒冒冒
冒冒冒冒頭頭頭頭
頭頭頭頭部部部部
部部部部分分分分
分分分分のののの
のののの転転転転
転転転転載載載載
載載載載でででで
でででですすすす
すすすす。。。。
。。。。
のののの
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たものですが「願書」、形態は軸装

それで一番の所に私が勝手に付け

す。表に「出入始末書立帳」と書い

のでして事件を克明に示していま

でいますが、これは表題が皆同じも

それから⑧⑧⑧と⑧が三つ並ん

ているわけです。全国を放浪するよ

けないところが定められ、追放され

読み方がわかりません。入ってはい

「 江戸 落居 入用金 銀寄 帳」 とあ り、

金を集めたか書いてありませんが

ことは、非常に長い間追放されてい

としていますが、清傳寺では大事な

てあります。貞享五年辰とあり、全

うな形で追放されていますから、そ

なと思いました。そうではなくて願

物であるということで、早い時期に

部で三冊あるのですが一括りにな

の生活費のために集められたもの

一番から一七番に分けてあります

こ のよ うに された のだ と思 いま す。

っております。それぞれの内容に応

かと思われます。ただ、もしそれが

たわけです。それから⑫番の意味が

軸の芯は水晶を使っておられるよ

じて三分冊あるものをまとめたも

本当だったら二十年は経っていま

生寺の末寺とその仲間のお寺で檀

うです。ここに番号が付けられてあ

のと思われます。そのあとの⑨番で

すので大変なことです。その他前も

が、大まかに見ていくとこのように

りますが、元々一枚物の物を軸にま

すが、これも横長で頭がありません。

後もなく、宝暦十一年普門さんとい

わかりませんが、一緒にある事から

とめられたようです。これと同じよ

頭がないのですが越後の四〇ヶ寺

う方が差し出していますが、直接事

家を離れた人の数を集めたものだ

うなものは他でも見られます。大事

の代表が追放のことを聞いてから

件とは結びつかない内容のようで

なります。番号の所に○がついてあ

な物としてこのようにされたのだ

上京するという出だしになってい

す。その他、部分的に存在している

見ると追放されたお寺さんの生活

と思います。中には朱書きで訂正も

ます。それから⑪番は元禄十四年で

ものも多いのですが、宗教的見地の

ったのです。合計するとかなりの数

入っており、結構吟味された内容で

すから、貞享からだいぶ経っていま

ある方が読むと意味がわかるので

りますのは、全体が揃っているもの、

はないかと思います。それから箱は

す。表題は「恐れ乍ら口上書を以て

はないかと思われます。こんなとこ

費を何とかするために金を集めた

漆が塗られてありますけれど、担い

願い奉り候事」と書いてあるのです

ろが『清傳寺文書』の概要でありま

になりますが、四〇ヶ寺は出てきま

でいけるようにもなっています。

が、中身は追放赦免願いであります。

す。

あるいはいつ書かれたとかはっき

事件では大きな要素になると思い

清傳寺弟子是空と本光寺弟子玄通

のかなあと思うのです。何の目的で

ます。「離檀届調査報告」とさせて

二人の差し出しで、宛先は寺社奉行

せん。

いただきました。何年も前になるの

になっています。元禄十四年になっ

り して いる ものに ○を 付け まし た。

ですが、最初これを見ましたときに

て赦免の願いを出しているという

それから二番目ですが、多分この

全部清傳寺様の檀家が離れたのか
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新人紹介

今年度から新新新新しく四名がががが教学
研修部にににに入入入入りました。。。。これによ

りりりり総勢十六名のののの大所帯となり、、、、
さらには過半数をををを若手がががが占占占占める、、、、

フレッシュな組織となってきま
した。。。。

その若若若若ささささ、、、、それによる新新新新たな
感性はははは今後のののの教学研修部のののの活動

智弘

において非常にににに重要なものにな
るでしょう。。。。これからの研修部、、、、

ひいては新潟教区をををを担担担担ってくれ
るるるる人材として、、、、期待しています。。。。

【名前】福井

徳誓寺当院

【趣味】ランニング、雑草とり
【愛読書】地雷を踏んだらサヨウナラ

一之瀬泰造著

【尊敬する人】たくさんいます
【お寺に生まれて思うこと】
昔：嫌でした。
現在：寺に生まれたからこそ出会えた人や、コトがたくさんあるので感謝しています。
【生まれてから一番心に残る喜怒哀楽】ネパールで財布とデジカメを無くしたこと
【教研部に入っての意気込み】
たくさんご迷惑をかけることになりますが、よろしくお願いします。

【名前】古谷

清文

清伝寺当院

【趣味】映画鑑賞
【愛読書】山椒魚

井伏鱒二著

【尊敬する人】柳宗理
【心に残っている言葉】

あざけり

「人倫の 嘲 を恥じず。」

【お寺に生まれて思うこと】生まれていなくても仏教に興味を持っただろうか。
【印象に残った出来事】とあるお宅に月参りへ行った時、メロンを半玉出された事。
【教研部に入っての意気込み】
今までの伝統を踏襲するだけでなく、新しい事に挑戦していく教研部にしていきたい。
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【名前】源川

宗城

威徳寺当院

【趣味】ロッククライミング
【愛読書】Rock and Snow

山と渓谷社

【尊敬する人】中学の時の塾の先生
【心に残った言葉】却下照顧
【お寺に生まれて思うこと】
昔：さあ、いつ身をかくそうか…
現在：さあ、どうしていこうか…
【教研部に入っての意気込み】がんばります。

【名前】渡辺

尚一

善宝寺当院

【趣味】音楽鑑賞
【愛読書】化物語

西尾維新著

【尊敬する人】つんく♂
【心に残った言葉】カッコいいとは、こういうことさ。
【お寺に生まれて思うこと】
気が付いたらお寺に生まれていた。その人生を一歩づつ歩んでいきたいと思う。
【教研部に入っての意気込み】
目の前の事を一つ一つ頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。

☆今年度の夏季児童大会は会場を京都・本山佛光寺にて予定しています。
お誘い合わせのうえ是非ご参加ください。
【期日】７月２７日（土）～２９日（月）
【会場】本山佛光寺（京都府）
＊詳細は後日発行の児童大会申込書にてご確認ください。
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これからの行事予定
これからの行事予定

〒 959－
959－0206 燕市米納津 68 頓了寺内

℡ （0256）
0256）93－
93－3370

【編集発行人】
編集発行人】 〒 950950-2022 新潟市西区小針 4-5-18 瑞林寺

編集後記

【真宗佛光寺派新潟教区
真宗佛光寺派新潟教区 とびら編集局
とびら編集局】
編集局】

「ＳＮ Ｓ」と いう言 葉が 徐々に浸 透して きてい る 。

ご意見・ご
意見・ご感想
・ご感想をお
感想をお寄
をお寄せください

日記、写真、趣味等を公開し、友人を集め、インター

ネット 上で 共同体 を構 築 するの がＳ ＮＳ（ ソー シャ

ル・ネットワーキング・サービス）である。新しいコ

ミュニケーションの手段であり、フェイスブックやツ

イッター等、年々利用者数を伸ばしている。会ったこ

とはない が趣味 を共有 でき る人、遠 く離れ た同級 生 、

友人の友 人等、 交流の 形は 挙げ出せ ばきり がない 。

ところが利点ばかりではなさそうである。ドイツで

行われた調査によると、ＳＮＳ上で友人の投稿を目に

することで自らの生活に不満を感じたり、不幸な気分

になると 回答し た人が 三人 に一人は いるよ うであ る 。

具体的 には 自分が 投稿 し た写真 等に 対する コメ ント

の数を、友人が受け取った数と比較することによって

嫉妬を引き起こすことが主因であるらしい。「ＳＮＳ
鬱」とい う用語 も使わ れ出 している 。

人との繋がりを求め、それによって空しくなってい

く。なんとも矛盾しているようであるが、本来人間が

持っている空しさの一つの形であるように思う。七百

五十年以 上前に 空しさ とい う課題を 感じた 親鸞聖 人 。

その時代を生きた人々と現代人、時代は隔てていても

その本質 はなん ら変わ りな いようで ある。
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℡ （025）
025）266－
266－1846

教学研修部部長 廣澤 晃隆

－
教区講習会
―

－
児童大会
―

－
布教大会
―

－
聖典学習会
―

【期日】５月２２日（水） １４時～１７時
【会場】瑞林寺様
【内容】声明・
【内容】声明・法式作法
法式作法

【期日】６月１８日（火）
【会場】善宝寺様

【テーマ】命がつないだ今、命が紡ぐ明日
【テーマ】命がつないだ今、命が紡ぐ明日

【期日】７月２７日（土）～２９日（月）
【会場】本山佛光寺

【期日】８月２８日（水）～２９日（木）
【会場】ゆもとや

＊詳細につきましては後日郵送にてご案内いたします。

