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善導大師の
『観経疏』を読む （第13回）

柴田泰山

善導大師像（大本山百萬遍知恩寺蔵）

＊聖典からの出典は収録典籍名・漢文掲載ページ	
／書き下し文掲載ページの順に記した。

はじめに
今回は『観経疏』「玄義分」の宗旨門と説人差別門

を読み進めていきましょう。
まず宗旨門ですがここで善導大師は『観経』に関す
る教判論を提示しています。教判論はインド仏教では
見ることができず、インド仏教から経典をある意味で無
時間的に受容した中国仏教が、どのように経典を配列
し、また価値付けをすればいいかという視点の中で形
成していった議論といえます。
中国仏教では隋代から唐代初期にかけて様々な宗
派が、それぞれの主張のもと成立していきます。個々の
宗派は、インドや西域から移入され漢訳化された諸経典
を、独自の視点から類型化した上で整理することで、自
宗の教義と信仰と実践の体系を構築していきました。こ
のように中国仏教における諸宗が、全仏教内における
自宗の位置付けと体系化を試みた議論こそが教判であ
り、すでに慧遠の『大乗義章』や法蔵の『華厳五教章』
などで整理されているように教判の議論そのものもまた
中国仏教の展開の中で次第に構築されていきます。
中国仏教における教判の構築と形成に関しては、多

くの先学によってすでに広く研究が行なわれています。
たとえば玉城康四郎先生は「未来にわたる仏教学転
換の根本課題―新教相判釈論―」①で教判の起原と

①『日本大学人文科学研究所研究紀要』３１号（東京：	
日本大学人文科学研究所、１９８５年）、１頁～２５頁
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歴史的展開を総論的に概観した上で、「ダンマが主体者に顕わになる」という自説の新教判を提唱していま
す。また教判の原初的な形態については横
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日
にち

先生が「教相判釈の原始形態―鳩摩羅什とその弟子
をめぐって―」②で、鳩摩羅什によって中国に大乗の意識が鮮明に紹介され、その後、鳩摩羅什の門下によ
り諸大乗経典が教判として組織的に序列化されていく過程を指摘しています。また木村清孝先生は『初期
中国華厳思想の研究』③において、智儼以前の教判を二十一種提示した上で、智儼以前の教判で確実
性が高いものは劉虬・慧観・曇鸞・慧遠・智顗・吉蔵の所説であることを指摘しています。
隋代から唐代初期における教判についても多くの先行研究がある。たとえば吉津宜英先生は「浄影寺慧

遠の教判論」④において地論学派の教判論を整理した上で、慧遠が『大乗義章』で説く数種の教判に言
及し、慧遠は四宗判と頓漸円三教判を主張する一方で、一乗については教判的な意識があまり高くなかっ
たことを指摘しています。平井俊榮先生は『中国般若思想史研究』⑤において吉蔵所説の二蔵義などの
整理を行ない、教判については吉蔵が慧遠の影響を受けていることを指摘しています。矢吹慶輝先生⑥と
西本照真先生⑦は三階教の教判について言及し、信行所説の教判は釈尊一代仏教における所説順序の
整理といった視座ではなく、普法と別法という観点から滅度後の根機と教法の対応関係を中心に教判を構
築していることを指摘しています⑧。また智儼については、木村清孝先生は『初期中国華厳思想の研究』⑨

において頓漸円三教判・一乗三乗小乗の教判・五教の教判・同別二教の教判から整理を進めています。そ
の後、中條道昭「智儼の教判説について」⑩、織田顕祐「華厳一乗思想の成立史的研究―地論宗教判
史より見た智儼の教学―」⑪、吉津宜英『華厳一乗思想の研究』⑫などにより智儼が提示する華厳一乗思
想の構造が詳細に解明されました。また吉村誠先生は「玄奘の大乗と三轉法輪説」⑬において玄奘の大
乗観について言及し、玄奘は三乗を包括した一切乗として大乗を捉えていたことが指摘されています⑭。こ
のように慧遠や信行や智儼や玄奘はそれぞれの立場から教判に関する説示を行なっており、その内容や定
義や語義概念は決して同一のものではなく、個々の見解が大きく反映されているものであることが分かります。
このように中国仏教において様々な教判論が提示されていく時代背景のもと、善導大師は『観経疏』にお
いて『観経』を頓教・一乗・菩薩蔵と規定しています。

②	塚本博士頌寿記念『仏教史学論集』（塚本博士
頌寿記念、１９６１年）⇒『中国仏教の研究』第２巻
（法蔵館、１９７１年）、１４５頁～１６１頁
③	木村清孝『初期中国華厳思想の研究』（春秋社、
１９７７年）、７４頁～７８頁
④『駒澤大學佛教學部研究紀要』３５号（駒澤大學、
１９７７年）、２０５頁～２２６頁
⑤	平井俊榮『中国般若思想史研究』（春秋社、１９７６
年）、５００頁～５０６頁

⑥	矢吹慶輝『三階教之研究』（岩波書店、１９２７年）、
２８３頁～３７２頁
⑦	西本照真『三階教の研究』（春秋社、１９９８年）、
３８８頁
⑧	なお法蔵も『華厳五教章』で信行について触れ、
「信行禪師依此宗立二教。謂一乘三乘。三乘者、
則別解別行及三乘差別。并先習小乘後趣大乘是
也。一乘者、謂普解普行唯是一乘。」（大正蔵４５・
４８１頁・上）と説き、信行に一乗・三乗の教判があっ
たことを指示している。

⑨	木村清孝『初期中国華厳思想の研究』（春秋社、
１９７７年）、４３０頁～４４０頁
⑩『駒澤大學佛教學部論集』９号、（駒澤大學、１９７８
年）、２４５頁～２５９頁

⑪	『華厳学研究』２号（山喜房仏書林、１９８７年）、
９１頁～１８８頁
⑫	吉津宜英『華厳一乗思想の研究』（大東出版社、
１９９１年⇒２００３年）、３９頁～９２頁
⑬『東洋の思想と宗教』１６号（早稲田大学東洋哲学
会、１９９９年）、５７頁～７９頁

⑭	法蔵は『華厳五教章』（大正蔵４５・４８１頁・上）で
玄奘の教判についても触れている。
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善導大師は『観経』の経典の主旨を提示する
にあたり、まず諸大乗経典の主旨を提示していま
す。これは慧遠の『観経義疏』㉔や、道綽の『安

楽集』㉕の前例を受けた記述となっています。こ
こで善導大師は『維摩経』と『大品般若経』を挙
げていますが、これは慧遠が「維摩経の如きは不

【１： 諸大乗経典の経旨】
三に宗旨の不同、教の大小を弁釈すとは、『維摩経』の如きは不思議解脱を以て宗となし、

『大品経』の如きは空慧を以て宗となす。
この例一にあらず。

【現代語訳】

第三に〔本経典の〕主旨と〔他経典の主旨の〕相違、〔および本経典の〕教えが大〔乗〕
かそれとも小〔乗であるかという点についての判別〕とは、〔たとえば〕『維摩経』は「不
可思議なる解脱」を以って〔経典の〕主旨としている。〔あるいは〕『大品〔般若〕経』は

「〔すべての存在が〕空〔であると如実に知見する智〕慧」を以って〔経典の〕主旨として
いる。このような例は〔決して〕ひとつではない。

⑮	浄全１５・５９２頁・上
⑯『玄義分抄』（梯實圓『玄義分抄講述』、京都：永田
文昌堂、１９９４年、４４９頁）

⑰	大正蔵５７・５１２頁・下
⑱	大正蔵４５・５４１頁・上
⑲「一乗浄土」については稿を改めて考察を試みたい。
⑳	大正蔵５７・５３７頁・中

㉑	香月院深励『観経四帖疏講義』（『香月院深励著
作集』第３巻、法蔵館、１９７５年、２８頁）

㉒	香月院深励『観経四帖疏講義』（『香月院深励著
作集』第３巻、法蔵館、１９７５年、９１頁～９２頁）

㉓	藤堂恭俊『法然上人研究』第１巻（山喜房仏書林、
１９８３年、１０３頁～１０４頁）
㉔	大正蔵３７・１７３頁・上
㉕	大正蔵４７・５頁・上

この善導大師所説の教判については、特に日本の中世や近世で様々な見解が提示されていきます。た
とえば法然上人門下の幸西は頓教を聖頓・凡頓に二分した上で浄土教は凡頓であると主張し⑮、また念
仏三昧こそが真実の菩薩蔵であり頓教であるとも述べています⑯。良忠上人は『観経疏伝通記』において
「言一乘者。無三乘異名爲一乘。今此經明一乘淨土故云一乘教」⑰と述べ、一乗を「一乗浄土」として
理解していますが、おそらく智儼の『孔目章』の記述⑱などを受けた南都との議論を通じて良忠が指摘した
ものでしょう⑲。また良忠上人は頓教についても「言頓教攝者。歴劫修行方出生死名爲漸教。速疾頓成名
爲頓教。淨土門行一形十念速遂往生。故知。今經亦是頓教」⑳と述べ、往生を以って頓教と規定してい
ることが分かります。あるいは近世の香月院深励は『観経四帖疏講義』において一乗を「本願一乗」㉑と理
解し、また「善導大師は自ら古今楷定を標榜しつつも慧遠の『観経義疏』における教判をそのまま受けてい
るが、これは善導大師が慧遠の所説を前提として頓教を主張していることである」㉒という指摘を行なってい
ます。また近年、藤堂恭俊先生は善導所説の頓教は法門の深勝性に視点を置いたものであるという指摘
㉓を行なっています。
このように法然門下以来、様々な解釈が試みられている善導大師の教判論について、その内容をもう少

し詳しく見ていきましょう。
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思議解脱を以て宗なし、大品経等は慧を以て宗と
なし」㉖と説示した内容を受けたものでしょう。
ちなみに慧遠は『観経義疏』㉗において、『維
摩経』と『大品般若経』のほかに「華厳・法華・無
量義等は三昧を宗なし、大集経等は陀羅尼を宗
なす」と述べ、『華厳経』『法華経』『無量義経』
『大集経』を提示しています。慧遠によるこれら
個々の経典解釈も、今後あらためて研究を進めて
いく必要があります。
また道綽の『安楽集』㉘では『維摩経』と『大品
般若経』のほかに、「もし涅槃経によらば仏性を宗
なし」、「もし大集経によらば陀羅尼を宗なす」と説
き、慧遠同様に『大集経』を提示し、独自の見解と
して『涅槃経』を挙げています。ここも道綽が何
故に『涅槃経』を提示したかという問題を、今後あ

らためて研究を進めていく必要があります。
これら慧遠や道綽の所説を受けた上で善導
大師は『維摩経』と『大品般若経』を提示してい
ますが、ここで善導大師が『華厳経』『法華経』
『無量義経』『大集経』を提示していない理由も
考えなければなりません。あるいは善導大師の視
座からすれば『華厳経』『法華経』『無量義経』
は三昧を主旨とする経典ではなく、また『大集経』
は陀羅尼を主旨とする経典ではなかったのかもし
れません。善導大師は『華厳経』や『法華経』に
も理解が深く、これらの経典の主旨を三昧として
ではなく、仏の境界として捉えていたとも思われま
す。また『涅槃経』を提示していない理由は、仏
性思想や如来蔵思想に対する独自の見解があっ
たからかもしれません。

　慧遠の『観経義疏』㉙も道綽の『安楽集』㉚

も、上述の諸大乗経典の主旨を提示したあとに
「『観経』の主旨は「観仏三昧」である」と述べ
ています。言い換えれば善導大師以前の時代で
は、「『観経』の主旨は「観仏三昧」である」と解
釈することが一般的でありました。
　ところが善導大師は『観経』という一経典に

「観仏三昧」と「念仏三昧」という二つの主旨が
並存しているとする、いわゆる一経両宗という極
めて特異な解釈を提示しています。しかも善導大
師以前及び当時において「観仏三昧」と「念仏
三昧」が一定ではなく、むしろ使用者個々におい
て語義概念が異なっており、その内容を一概に規
定することは困難なことともいえるでしょう。

【２：『観経』の主旨】
今、此の『観経』は、即ち観仏三昧を以て宗となし、また念仏三昧を以て宗となす。
一心に回願して浄土に往生するを体となす。

【現代語訳】

今、この『観経』は「観仏三昧」を以って〔経典の〕主旨とし、また〔同時に〕「念仏三昧」
を以って〔経典の〕主旨とする。
〔この二種の実践行は〕ただひたすら〔極楽世界への往生のために〕廻向し、〔極楽世界
への往生を〕願い、浄土に往生することを目的としている。

㉖	この『維摩経』の経旨に関する説示は、慧遠『観
経義疏』の「如維摩經以不思議解脱爲宗」（大正
蔵三七・一七三頁・上）などを背景とするものと思わ
れる。

㉗	大正蔵３７・１７３頁・上
㉘	大正蔵４７・５頁・上
㉙	大正蔵３７・１７３頁・上
㉚	大正蔵４７・５頁・上
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㉛	聖典２・６０頁／２２３頁
㉜	聖典２・７０頁／２３４頁
㉝	聖典２・７１頁／２３４頁

㉞	聖典２・１１２頁／２８１頁
㉟	聖典２・８２頁／２４７頁

㊱	聖典２・１０６頁／２７３頁
㊲	聖典２・２３頁／１８２頁

　ここで善導大師が提示している「観仏三昧」と
は、『観経疏』における「安心注想して清浄の処
に生ずることを得」㉛、「専心に念仏して想いを
西方に注ぐ」㉜、「想いを西方に注す」㉝、「群
生、念を注して見んと願ずれば、西方依正二厳、
了了として常に眼に見るが如し」㉞という用例か
ら、衆生による「心一境」㉟的な実践方法として、
つまり自らの想いを極楽世界に集中させる実践行
として理解することができます。
　また善導大師は「観仏三昧」と併記して「念
仏三昧」を提示しています。『観経疏』における
「念仏三昧」とは、「定善義」中「第九仏身観」の
「『無量寿経』の四十八願の中のごとき、ただ専
ら弥陀の名号を念じて生ずることを得と明す。ま
た『弥陀経』の中のごとき、一日七日専ら弥陀の
名号を念じて生ずることを得。また十方恒沙の諸
仏、虚しからずと証誠したまう。またこの『経』の
定散の文の中に、ただ専ら名号を念じて、生ずる
ことを得と標す。この例一に非ず。広く念仏三昧
を顕し竟んぬ。」㊱という記述を通じて、善導大師
は「専念弥陀名号」を「念仏三昧」として捉えて
いたことが分かります。つまり『観経疏』における

「念仏三昧」とは、「専念弥陀名号」であり、かつ
「正定之業」と同義ということになります。
　このように善導大師は『観経』の主旨を、経文上
では十六観の実践を通じて自らの想いを極楽世界
に集中させる実践行として、かつ釈尊と阿弥陀仏
の本意から考えれば、どこまでも称名念仏一行の
実践行であると理解していたものと思われます。
　しかもこの「観仏三昧」と「念仏三昧」を併記
することで、『観経』に説示対象と救済対象が韋
提希のみならず未来世一切衆生をも包括するも
のであるとともに、阿弥陀仏の本願が開示かつ
開顕されていることを示唆しているものと思われま
す。だからこそ善導大師は「一心に回願して浄
土に往生するを体となす」と述べ、「観仏三昧」と
「念仏三昧」も願往生心のもとでの実践行であ
り、かつこの願往生心は善導大師が「南無と言う
は、即ちこれ帰命なり。またこれ発願回向の義な
り」㊲と説くように、「南無」という声においてその
すべてが具現化していると見ることができます。こ
の意味においても『観経』が説示する究極の実
践行は「一心専念弥陀名号」であると言い得るで
しょう。

【３： 教判について】
教の大小と言うは、問うて曰く、この『経』は二蔵の中には、いずれの蔵の摂し、二教の中には
いずれの教に収むる。
答えてい曰く、今この『観経』は菩薩蔵に収む。頓教の摂なり。

【現代語訳】

〔次に、この『観経』の〕教えが大乗か、〔それとも〕小乗かということについて説明しよう。
問う。この『観経』は〔声聞蔵と菩薩蔵の〕二蔵の中ではどちらの蔵に含まれる教えであ
り、〔また頓教と漸教の〕二教の中ではどちらの教えに収まるものなのか。
答える。今、この『観経』は菩薩蔵に含まれる教えであり、頓教に収まるものである。
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善導大師の『観経疏』を読む（第13回）

㊳	聖典２・８９頁／２５５頁
㊴	聖典２・１２７頁／２９５頁
㊵	聖典２・１１１頁／２７９頁
㊶	聖典２・８９頁／２５４頁
㊷聖典２・１０６頁／２７４頁

㊸	聖典２・４頁／１６０頁
㊹	聖典２・９頁／１６６頁
㊺	浄全４・５３０頁・上
㊻	聖典２・３頁／１５９頁
㊼	浄全４・５３９頁・下

㊽	聖典２・１３０頁	
／２９９‒３００頁

㊾	聖典２・137頁／307頁

ここは「『観経』は大乗か、それとも小乗か」と
いう主旨の設問であることに対して、善導大師は
菩薩蔵・頓教という教判を提示しています。
では凡夫の報土往生を主張する善導大師が、
何故に『観経』を菩薩蔵として、つまり大乗として
判定し得たのでしょうか。たとえば『観経疏』で
は極楽世界のことを「報土」と規定するとともに、
「彼界位是無漏無生之界」㊳あるいは「無漏無
生之國」㊴と説き、また往生人についても「浄土
之中一切聖人、皆以無漏為体。大悲爲用。畢竟
常住離於分段之生滅。」㊵と説いています。これ
は善導大師自身が「此明諸宝林樹、皆従弥陀無
漏心中流出。由仏心是無漏故、其樹亦是無漏
也。」㊶と説示しているように、極楽世界の依正二
報荘厳の一切が阿弥陀仏の無漏心を全根拠とし
て生成していることを示唆するものです。しかも善
導大師は阿弥陀仏の仏心について「五明仏心
者、慈悲為体。以此平等大慈、普摂一切也。」㊷

と説き、阿弥陀仏の平等の大慈悲こそが仏心の
根拠であるとしています。換言すれば、善導大師
が主張している阿弥陀仏の報土とは、阿弥陀仏
の正覚と大慈悲を根拠として生成し、かつこの極
楽世界に往生した者までもが阿弥陀仏の正覚と
大慈悲を根拠とした正覚と大悲を得ることとなりま
す。このように完全にして理想的なる大乗菩薩で
あった法蔵菩薩が自ら建立した世界であり、完全
なる大乗の世界観を具現化した極楽世界を説示
する『観経』は大乗以外の何者でもなく、ここにこ
そ善導大師が大乗経典たる『観経』を菩薩蔵と
して規定した根拠があるものと考えます。
このように考えると善導大師が提示している菩
薩蔵説は、阿弥陀仏の極楽世界に関する議論が
根拠にあるものであり、慧遠のように単なる大乗と

小乗との峻別を目的としたものではないことが分か
ります。善導大師の阿弥陀仏信仰は、信仰主体
が凡夫であることから、一見すると菩薩蔵と無関
係のようにも思われるかもしれませんが、善導大師
は阿弥陀仏の本願という、いわば完全なる大乗に
おいてこそ、大乗菩薩としての実践階位上にすら
存在し得ない凡夫が救済され得る唯一の法門と
して浄土門を捉えており、菩薩蔵たる『観経』こ
そが凡夫救済の無二なる法門として主張してい
るのであります。
次に頓教について見てみましょう。善導大師は

自ら『観経疏』において「頓教一乗海」㊸や「頓
教摂」㊹と発言しつつも、何が頓教であり、また
『観経』が何故に頓教であるのかということにつ
いては何も触れていません。ただし『般舟讃』には
「『瓔珞教』の中には漸教を説く。万劫の修功、
不退を証す。『観経』『弥陀経』等の説は、即ち
是れ頓教、菩薩蔵なり」㊺とあり、ここから善導大
師は漸頓二教の対比を小乗・大乗の対比として
理解しているのではなく、大乗菩薩道において不
退位を獲得するまでの道程に関して歴劫迂回の
修行期間を必要とする教えを漸教として規定し、
それに対して速やかなる大乗菩薩道の完遂の教
えを頓教と見なしていることが分かります。
つまり善導大師にとって、『観経疏』「玄義分」

の「十四行偈」でいう「横超断四流」㊻や『般舟
讃』でいう「横截業道入西方」㊼が頓教であり、
この頓教は本願による極楽世界への往生によっ
て生死輪廻の世界を超出する法門を示してい
ます。そして往生以後は、善導大師が「生彼国
已還起大悲。廻入生死教化衆生。」㊽、あるいは
「唯発一念厭苦。楽生諸仏境界速満菩薩大悲
願行。還入生死普度衆生。」㊾と説示しているよ
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うに、速やかに大乗菩薩道を展開し、しかも生死
輪廻の世界に立ち戻り菩薩行を実践することとな
るのであります。
このようにこの問答を通じて、善導大師は『観
経』が菩薩蔵であり、かつ頓教であることを主張し

つつ、浄土門の存在こそが究極の大乗菩薩であ
る法蔵菩薩が成仏した究極の法門であり、そして
全衆生が速やかに輪廻から解脱することが可能
な唯一の法門であることを提示しているのです。

この説人差別門では、『観経』があくまでも仏
説、すなわち釈尊の自説であることを主張するとと

もに、対告衆が韋提希のみではなく未来世一切
衆生であることを示唆しています。

【４： 説人差別門】
四に説人の差別を弁ずとは、おおよそ諸経の起説、五種を過ぎず。
一には仏の説。
二には聖弟子の説。
三には天仙の説。
四には鬼神の説。
五には変化の説なり。
今この『観経』は、これ仏の自説なり。
問うて曰く、仏いずれの処にましまして説き、何人の為に説くや。
答えて曰く、仏、王宮にましまして、韋提等のために説きたもう。

【現代語訳】

第四に、〔本経典が〕誰によって説示されたのかという問題を説明しよう。おおよそ経典
が説示される方法は以下の五種である。〔第〕一には仏の所説である。〔第〕二には聖な
る〔仏〕弟子の所説である。〔第〕三には天人や仙人の所説である。〔第〕四には鬼や異
神の所説である。〔第〕五には〔上述の四種の存在が本体を隠し、〕姿を〔何か別の物に〕
変え現れた上での所説である。
今、この『観経』は〔あくまでも〕仏の自説である。
問う。仏はどこの場所において、誰のために〔この『観経』を〕説示されたのか。
答える。仏は王舎城において、韋提〔希夫人〕をはじめ〔未来世一切の衆生〕のために、

〔この『観経』を〕説示されたのである。

8 和合　令和2年　1月号



善導大師の『観経疏』を読む（第13回）

小結
浄土教では極楽世界に往生した後に大乗菩薩道を進むことから、ある意味では漸教に相当するのでは

ないのかという批判や疑問も想定されるかもしれません。あるいは凡夫の報土往生の可能性を拒絶する往
生別時意説も、阿弥陀仏信仰を漸教と見なした立場からの批判であったのかもしれません。
これら諸批判に対して、善導大師は阿弥陀仏の本願を根拠として対応し、罪悪生死の凡夫が阿弥陀仏
の本願を根拠として極楽世界に即得往生し、得生以後は阿弥陀仏の威神力と授記のもと速やかに大乗菩
薩道を進展させること主張するために、教判において頓教を提示したものと考えられます。
善導大師は『観経疏』において「『観経』は菩薩蔵であり、かつ頓教である」という定義のみを説示し、そ

の理由を詳細に語ってはいませんが、浄土門の存在、ひいては阿弥陀仏一仏の存在こそが「『観経』は菩
薩蔵であり、かつ頓教である」ということの何よりの証左であり、阿弥陀仏の真実在を説示する善導大師に
とって『観経』は究極の実践行と、究極の救済を説示する、まさに究極の大乗経典として理解されていたこ
とでしょう。

執筆者　柴田泰山（しばた・たいせん）

福岡教区弘善寺住職。大正大学非常勤講師、浄土宗総合研究所研究員、博士
（仏教学）。専門は中国仏教および浄土学。著書に『善導教学の研究』（単著、
１巻2006年、２巻2014年／いずれも東京・山喜房佛書林）、『現代語訳・聖光
上人御法語集』（単著、2013年、福岡・大本山善導寺）ほか多数。
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２、摂善法戒  ����������������������������������������������������������������������������������

（1）「～しない」から「～する」へ

三聚浄戒の第1の摂律儀戒とは、どちらかと言えば
止悪的な性格が強い戒でした。つまり十重四十八軽戒
の一々の条項は「～しない」という否定の意志や、「～
してはならない」という禁止として定められています。
しかし、智顗によれば、それらは単なる止悪として制
定されているだけではなく、肯定の意志「むしろ～す
る」や、義務の「むしろ～すべし」が各条項に含まれ
ているとして、たとえば、

殺戒とは「殺さず、むしろ慈しみをもって接する」
盗戒とは「盗まず、むしろ自分のものを与える」
淫戒とは「淫せず、むしろ罪なき清らかな行為をする」
妄語戒とは「嘘をつかず、むしろ真実のことばを語る」
酤酒戒とは「酒を販売せず、むしろ正智を生じさせる」

と述べているのです。

そのように理解することで、十重四十八軽戒は摂律
儀戒だけに限定される戒ではなく、摂善法戒と摂衆生
戒も取り込んだ、いわば三聚浄戒すべてを網羅した戒
と言うことになります。梵網戒が中国や朝鮮半島にお
いて大いに盛況した理由はここにあるのです。
ただ、そうは言っても善行と利他行を専門に扱って
いるのは第2摂善法戒と第3摂衆生戒ですから、今回
はそれぞれ解説してみたいと思います。まずは摂善法
戒から。
この戒は世間と出世間のあらゆる善事を含めていま
す。つまり八万四千の法門とも呼ばれる一切万行の実
践が摂善法戒ということになります。これについては円
頓戒三部経の『菩薩瓔珞本業経』に、

摂善法戒とは、いわゆる八万四千の法門なり。

と説かれている通りです。最澄もこの通りに理解してい
ます。
善行というものはとても広い概念です。たとえば道

円頓戒のある暮らし
　　～現世安穏のために～

齊藤隆信

連載

第22回

前回で梵網戒（十重四十八軽戒）の解説は終わりました。軽重あわせて58戒の中には出家向きの戒と
在家向きの戒があるので、実際にはすべてを実践することはできません。大切なことは、自分の能力や条件
に応じて「随分持戒」すること、毎日持戒できなくても、大切な人のご命日やお盆お彼岸など日程を決めて
持戒してみるということでした。
この梵網戒は便宜的に三聚浄戒のなか摂律儀戒に配当されています。そこで今回は残る摂善法戒と
摂衆生戒を解説しましょう。

● 前回のおさらい
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路に落ちているゴミを拾うことや、お年寄りに席を譲る
などの世間的な善もあれば、ご先祖の年忌法要を営
むことや、路傍のお地蔵さまに花をお供えするなどの
出世間的な善もあります。こうした八万四千の法門
や一切万行の実践などと申しますと、あまりにも多す
ぎていったい何をどのように行えばよいのか迷ってし
まいます。
恒常的・習慣的に摂善法戒を実践してゆくために

は、何か特定の善行を指定されているほうが私たちに
とっては行いやすいのではないでしょうか。だからこそ
経論には行うべき善根功徳が限定的に紹介されてい
るのです。

（2）『菩薩地持経』と智顗の摂善法戒

『菩薩地持経』の摂善法戒は十種の善法に限定し
て説いています（『大正蔵』30/910b）。今、異訳の
『菩薩善戒経』や『瑜伽師地論』を参照して簡潔にま
とめると、以下のようになります。

①経戒を読誦・書写・分別・解説する
②奢摩他（止）と毘婆舎那（観）を修める
③師長や徳のある人を敬い供養する
④病人や老人を扶助する
⑤説法・梵唄・持戒する人を讃歎し、破戒する人を
憐れみ懺悔させる
⑥身口意三業になした諸善を菩提のために廻向する
⑦気力ある時は精進修行して三宝に供養して怠け
ない
⑧常に戒を護念して六根を調え、食事や睡眠を抑
制する
⑨初夜と後夜には読経し三宝を憶念し、善知識に
親近する
⑩すでに犯した罪は懺悔して今後は犯さないように
する

この中でとりわけ⑥はこの摂善法戒を的確に総括し
ていると言えるでしょう。身口意三業によって行われる
諸善万行は、世間的な善と出世間的な善とを問うこと
なく、それらは必ず自らの覚りのために廻向されなけれ

ばなりません。行った善根功徳を覚りのために役立て
てこそ、大乗の菩薩としての修行が成就されます。こ
れがインド以来のオーソドックスな摂善法戒の内容な
のです。
つぎに円頓戒を創唱した智顗の考えも確認してお

きましょう。『梵網経』を解釈した『菩薩戒義疏』で、
（『大正蔵』40/566c）

衆善を策励し六度門に依るを取りて善法と称す。

と述べています。摂善法戒を「六度門」、すなわち六
波羅蜜に限定しているのです。波羅蜜（pāramitā）
は到彼岸ともいい、覚りの世界に到ることを意味して
おり、そこに到達するための布施・持戒・忍辱・精進・禅
定・智慧の六つの実践修道を六波羅蜜と呼びます。
六波羅蜜は大乗仏教における普遍的な実践行です
から、智顗は八万四千の法門の中から、これを指定し
て実践することを勧奨しているのです。
浄土宗では念仏をもって唯一の往生行と考えます

が、六波羅蜜も実践して良いのです。ただしそれは往
生行としてではなく、摂善法戒の実践として、換言すれ
ば円頓戒として実践することになります。

（3）定散二善と念仏も摂善法戒か？

浄土経典では『観経』に往生行として説かれている
定散二善の修行があります。定善は精神を集中させ
て阿弥陀仏とその浄土をイメージする善行で、散善は
心が乱れたままでもできる世福・戒福・行福の三種の善
行です。（『浄土宗聖典』1/291）

かの国に生ぜんと欲さん者は、まさに三福を修すべ
し。一つには、父母に孝養し、師長に奉事し、慈心
にして殺さず、十善業を修す。二つには、三帰を受
持し、衆戒を具足して、威儀を犯せず。三つには、
菩提心を発し、深く因果を信じ、大乗を読誦し、行者
を勧進す。かくのごとき三事を、名づけて浄業とす。

これら往生行である定散二善も、この摂善法戒の行
として実践しても良いのです。

円頓戒のある暮らし ～現世安穏のために～ 第22回

11和合　令和2年　1月号



さて、それでは念仏はどうでしょうか。六波羅蜜や定
散二善を含む八万四千と言われるあらゆる仏道実践
が摂善法戒に包摂されるわけですから、理論的には
称名念仏もこの中に含まれることになります。もし含ま
れないと言うなら、称名念仏は善行ではないということ
になりますが、念仏が善行でないはずはありません。
したがって、念仏が摂善法戒の中に含まれるという
理解は論理的には正しいと言えます。ところが浄土
宗における円頓戒の長い歴史において、そのようなこ
とを述べた人はいませんでした（ただし妄伝として大
正2年に廃絶された布薩戒＝念戒一致の提唱者を除
く）。念仏そのものは善行ですが、あえて摂善法戒に
含めて説かなかったことは重要です。
なぜかと言えば、浄土宗の称名念仏とは、往生浄土

という目的を実現するための最勝無比の本願行です。
法然上人のお言葉では「阿弥陀仏に選択された唯一
の往生行」ということになります。もしこの称名念仏を
摂善法戒の中の一行として認めると、それは本願行を
非本願の雑行の中に含めることになり、せっかく選択さ
れた念仏の雑行に対する超勝性が損なわれてしまい
ます。つまり理論的には正しくとも、実践的には問題が
あったのです。これについては次回詳しく述べるとし
て、以上で摂善法戒の解説を終わります。

３、摂衆生戒  ����������������������������������������������������������������������������������

（1）利他ではなく利他行

三聚浄戒第3の摂
せつ

衆
しゅじょう

生戒は大乗仏教の慈悲の精
神をよく現わしていますが、ここで注意しなければなら
ないことは、単なる「利他」ではなくて「利他行

4

」という
ことですので、以下に両者を区別しておきましょう。
まず「利他」とは、他人や社会に利益を及ぼしたり
救済したりすることです。場合によっては自分の目的・
役割・生き方を犠牲にしてまで他人に関わるとも解釈で
きます。
しかし、すでに述べたように戒の目的とは自己の苦し
みや不安などを軽減したり排除して、自らの人格を自ら
が主体的に高めることです（連載第15回を参照）。で
すから、自分の目的・役割・生き方を犠牲にするなどとい

うことはあってはならないことです。
一方「利他行」とは、「利他」という手段を通して菩

薩の「行」を実践することになります。ですから、自らの
菩薩道の成就を目的として摂衆生戒の実践がなされ、
結果的にそれが他者を利益することになります。
それを説明するために、しばしば示されるのがジャー

タカにおける「捨身飼虎」の物語でしょう。釈尊の前
世、菩薩だったときに飢えた虎の母子に自らの身を投
げ出して空腹を癒してあげたという話です。しかし、こ
の物語は自らの菩提を獲得する修行としての捨身で
あって、単なる自己犠牲の飼虎ではありません。つま
り、虎に自分の身を施すことは手段（菩薩道の実践）
であって目的ではないということになります。もっともこ
れは、仏法のためならばたとえ大切なこの身を捨てよう
とも菩薩道から退かないという強い意志を物語に込め
ているのであって、実際にあった話ではありません。
何を修行にするかは本人の選択によって異なりま
すが、その目的は常に自己の菩提成就という一点に
しかありません。そうでなければ仏教ではなくなってし
まいます。
また梵網戒にしばしば説かれている苦行や捨身に
関しても、智顗が「挙況の辞」（抑揚形）と注意を促し
ています。つまり、最も大切な身体すらも痛めつけ、命
でさえも投げ出せるのだから、況やその程度の修行を
完遂することは言うまでもないということなのです。で
すから梵網戒に示されている苦行や捨身も、ジャータ
カと同じように菩薩が修行に向き合う堅固で不屈の意
志を強調した表現法であって、実際に苦行や捨身を
することではありません。そのように考えるとき、やはり
誤解されかねない「利他」には注意する必要がある
のです。
もっと明確に言うならば、「利他」は相手だけのwin
でしかありませんが、「利他行」ならば私も相手もとも
にwin-winになれると言うことです。それを「自利即利
他」と呼びます。連載第2回で、

持戒する目的に他人や社会は直接的には何の関係
もありません。自分の目的やつとめを疎かにしてまで
他人や社会に関わったり尽くしたりする教えなど仏
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教にはないからです。そのようなことは利他行とは言
いません。どちらか一方が不利益をこうむるのでは
なくて、どちらも利益がでるようwin-winにするのが
仏教です。

と申しました。くれぐれも誤解しないようにご注意くださ
い。「利他行」とは他者を利益することだけを目的とし
た滅私奉公ではないのです。
以上の説明で理解できなければ、「情けは人の為な

らず」で理解してみてください。『広辞苑』には、

情けを人にかけておけば、めぐりめぐって自分によ
い報いが来る。人に親切にしておけば、必ずよい報
いがある。

と説明されています。人に情けをかけると、それがめ
ぐりめぐっていつか思いがけず良い報いとして自分に
返ってくるかもしれません。これならば情けをかけた人
もかけられた人もwin-winになれそうです。

（2）利他行の内容

さて、「摂衆生戒とは単なる利他ではなくて、利他行
です」と説明しましたが、やはり抽象的で要領を得ませ
ん。そこで摂律儀戒が十重四十八軽戒に、先の摂善
法戒が六波羅蜜に限定したように、恒常的・習慣的に
摂衆生戒を実践してゆくためには、何か特定の利他
行に限定されているほうが私たちにとっては実践しや
すいでしょう。
ここでも『菩薩地持経』によって示すと以下の通りで
す。これらを心がけておけば実践しやすいと思います。
（『大正蔵』30/910bc）

①人々の利益になる行いをする
②病人に寄り添い世話をする
③世間と出世間の教えを説いて智慧を得させる
④受けた恩を知りその恩に報いる
⑤恐れ苦しんでいる人に安らぎを与える
⑥貧しい人には必要なものを与える
⑦徳行を積み仏教の道理に基づいて衆生を養う

⑧話しかけて安心させ、往来しては飲食を与える
⑨功徳を積んでいる人を讃える
⑩罪を犯す人には慈悲をもって懺悔させる
⑪神通力によって悪道を示して恐れさせ、仏道修
行へと導く

このように限定的に示されているので、これらを目
安として自分にできることを選んでやってみたらよい
のです。

（3）智顗・最澄・安然の摂衆生戒

天台智顗の『菩薩戒義疏』には、「心を起こして物
を兼ね、四弘門に依るを摂衆生と称す」とあります。こ
こにある「四弘門」とは四弘誓願のことです。

衆生は無辺なれども誓って度せんことを願う
煩悩は無辺なれども誓って断ぜんことを願う
法門は無尽なれども誓って知らんことを願う
無上なる菩提を誓って証せんことを願う

いわゆる「度・断・知・証」の誓願で、衆生救済とい
う修行（手段）を通して自らの菩提（目的）をめざしま
す。もちろん単なる誓願ではなく、実践行として展開
されます。
一方、最澄は『天台法華宗学生式問答』において、

『菩薩瓔珞本業経』の「四無量心」のみに限定して
います。（後述する）
さらに天台の円頓戒を完成させた五大院安然（生
没年不明、9～10世紀）はどうでしょう。彼は『普通授
菩薩戒広釈』の中で『大乗本生心地観経』報恩品に
説かれている四恩に報いる「四恩報恩」であると指定
しています。

①父母の恩（出産と養育において受けた恩に報いる）
②衆生の恩（限りない輪廻の中で受けた恩に報いる）
③国王の恩（安定した統治により福楽を受けている
恩に報いる）

④三宝の恩（煩悩を除き菩提を成就する恩に報いる）

円頓戒のある暮らし ～現世安穏のために～ 第22回
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安然は、一切の衆生は例外なくこれらの四恩を受け
ているのだから、その恩に報いることが仏教の道徳的
行為であり、それがそのまま摂衆生戒の実践になると
述べています。

（4）四無量心と四摂法

『菩薩瓔珞本業経』に、（『大正蔵』24/1020c）

摂衆生戒とは、いわゆる慈悲喜捨にして、化を一切
衆生に及ぼし、みな安楽を得せしむ。

と説いているごとく、摂衆生戒を「慈・悲・喜・捨」の四
無量心に限定しています。そして前述したとおり最澄
もこれに従っています。
四無量心とは四等とも呼ばれ、無量無数の衆生に
対して分け隔てなく、等しく救済しようとして発す四つ
の利他の心がけです。

①慈無量心（衆生に楽を与えようとする心）
②悲無量心（衆生の苦を取り除こうとする心）
③喜無量心（衆生の善を我がことのように喜ぶ心）
④捨無量心（衆生に対する差別や偏見などあらゆ
る執着から離れる心）

衆生救済にあってはこのような心がけが大切です
が、単に心がけだけではなく、それが具体的な行動を
ともなわなければ利他行にはなりません。そこでこの
四無量心という利他心

4

を発した上に、さらに四摂法と
も四摂事とも呼ばれる利他行

4

が重要になってきます。
それについて『菩薩地持経』巻8には、（『大正蔵』
30/938c）

いかんが菩薩、衆生を摂取するや。これ菩薩は四
摂法に依る。布施・愛語・利行・同事なり。

と説かれている4つの実践です。

①布施（財産や仏法や安心感を与え、見返りを求
めない）

②愛語（慈愛のある言葉で語り、不安や恐怖を除
いて慰安する）
③利行（衆生を苦悩させず、むしろ利益となる行い
をする）
④同事（相手の立場で考え、寄り添いながら行動
する）

これら「4つの利他の心がけ」と、「4つの利他の実
践」は、個人でも組織でも行うことは可能です。そして
これを現代風に言うならば社会貢献ではないでしょう
か。そこで次に社会貢献を摂衆生戒として考えてみた
いと思います。

（5）社会貢献

仏教教団や仏教徒が社会貢献（組織や個人による
不特定多数の人々の利益に資する行為や活動）を行
うことは、宗教を語る際にしばしば話題になります。とり
わけ甚大な災害や紛争が発生した時に取り上げられ
る傾向があります。
しかし、連載第15回でも述べたように、仏教は社会
貢献そのものを目的として創設されたのではありません。
『ダンマ・パダ』（166）に、

たとい他人にとっていかに大事であろうとも、他人の
目的ために自分のつとめを捨て去ってはならぬ。自
分の目的を熟知して、自分のつとめに専念せよ。

と説かれているように、他人や社会よりも、まずは自分を
最優先します。
ところが、現在は仏教教団や僧侶が社会貢献する
ことを多くの人が期待しているようです。社会貢献をし
ていない宗派や僧侶は宗教でもなければ宗教者でも
ないとまで非難されそうな風潮を時として感じるのは私
だけではないでしょう。そのような発言は、仏教が創唱
された理由を知りもせず、勝手に思い描いている独断
的な宗教観を仏教にあてはめただけの暴論にすぎな
いので、耳を傾ける必要はありません。
もし社会貢献そのものを目的とする宗派や僧侶が
存在すると言うならば、それはおそらく宗教法人や僧
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侶が自発的に行っているNPO（非営利組織）やNGO
（非政府組織）と混同しているのではないでしょうか
（なお、その反対にNPO法人等が宗教活動をするこ
とはできません）。だからと言って仏教の社会貢献を否
定しているわけではありません。ただそれが主目的で
はないということです。そしてもう一つは社会貢献とい
う名称に問題があります。
それでは、仏教が社会貢献をするならば、どのよう

な名称で行い得るのでしょうか。もし一言で表現する
ならば、それは「菩薩道」ということになります。
大乗仏教の菩薩道とは自利行と利他行の実践です

が、利他行の中に社会貢献を含めることになります。つ
まり社会貢献は、それを目的とするのではなく、「菩薩
道」と言う手段（修行）として行うならば仏教的な活動
であり、摂衆生戒の実践として理解できます。
ただし、仏教は外（社会）よりも内（自己）を見つめる
教えですから、社会貢献よりも自分貢献を優先する宗
教です。なぜならこの世界で一番大切なのは自分自
身だからです。社会貢献を生涯通して継続できなくて
も、より大切な自分に対する貢献なら継続することがで
きますし、逆に継続しなければ危険から自分を守れなく
なります。よって自分ファーストが大原則です。仏教の
価値観ではあたり前のことです。先に引用した『ダン
マ・パダ』（166）をもう一度お目通しください。
自分の生き方を犠牲にしてまで他人や社会に滅私
奉公するのではなく、他人や社会に尽くすという手段
を通し、やり甲斐や生き甲斐を感じながら自分の人格
向上を目指すのが仏教です。それなのに、ただ人の役
に立つだけ、ただ社会の役に立つだけの生き方をする
ならば、それは他人の人生を生きることであり、また社
会の不確かな価値観にふり回され、その奴隷となって
生きることに他なりません。そもそも私たちは他人のた
めに生まれたのでもなければ、社会の役に立つ人にな
るために今を生きているのでもありません。
たとえば、人生を仕事に捧げ会社に尽くしてきたサラ

リーマンが定年後に目的や生き甲斐を失って体調を崩
すことがあります。退職にともなって役割と責任を果た
すことができず、生きる目的や意味を失って、今後どの
ように生きたら良いのかわからなくなるのでしょう。人生

を仕事に捧げたというその生き方を他人が非難すべき
ではありませんが、「仕事や会社のために自分がいる」
と決めつけて生きてきたので、自分と仕事・会社との関
係が断絶してはじめてそれが妄想・錯覚だったのだと
気づきます。
それとは反対に「自分のために仕事と会社がある」

と思って生きてきた人は、定年後も生き方にブレは生じ
ません。それは、個人の利益を守るために組織がある
のであって、組織の利益を守るために個人がいるので
はないということがわかっているからです。
社会貢献を菩薩道と表現することに違和感を持つ人

もいるかもしれません。しかしここが世間や他の宗教に
はない仏教独自の価値観なのですから堂 と々主張した
らよいのです。
なぜなら、すでに述べた通り、この自分貢献は自分に
対する貢献だけで終わるのではないからです。仏教の
真理は縁起（共生と呼んでも可）なのですから、自分
貢献する生き方がめぐりめぐって結果的に他人貢献・
社会貢献につながり、「自利即利他、利他即自利」の
win-winとなるからです。
そうしますと、我われは自分にとって成し遂げる価値
があると認めたことに時間と労力を惜しまずに取り組む
ことが理想的な生き方だと言えます。他人貢献や社会
貢献をすることが、他人や社会にとってだけではなく、
自分にとってもやり甲斐と生き甲斐のある価値ある活動
と確信できるなら、大いにやったら良いのです。
私は私の人生を生きるのであって、他人の人生を生

きているのではありません。人の言いなりになってばか
りで、世間の風潮になんとなく便乗し、いつも人と同じよ
うに振るまい、人の機嫌や世間体ばかりを気にして、そ
して最終判断すらも他人任せにしている人は、自分の
人生を生きていません。それは他人の人生の中の登場
人物にすぎません。仏教はそうした生き方を良しとしな
いのです。

（6）一隅を照らす

最澄が活躍したのは鎮護国家が盛んな時代で、仏
教の重要な役割とは、国家の厄災を祓い安寧を祈願
することでした。現代のことばに言い換えればこれも社
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会貢献になります。しかし、最澄はそうした鎮護国家
が主流の中でも僧侶としての矜持を失っていませんで
した。それは無策なまま社会を良くするとか、国家を
鎮護するなどと雲をつかむような大言壮語を吐いたり
せず、「一隅を照らす」という宣言をしたのです（818
年）。鎮護国家という大きな役割を果たすためには、
「一隅を照らす」というきわめて個別的なところから始
めようとしたところに、最澄の、そして仏教の現実主義
的な考え方が見て取れます。
この「一隅を照らす」とは、自己の足元を照らすとい

う意味で、一人ひとりがそれぞれ身を置いている場所
で、自らの役割と責任を自覚し、なすべきことをなすとい
うことです。それぞれが自分の持ち場を明るく照らす
ならば、百人いれば百ヶ所が輝き、千人いれは千ヶ所
が輝き、百万人いれば百万ヶ所が輝きます。こうして
個人が輝き、個人が輝けば家庭全体が輝き、そうした
輝く家庭が集まれば社会が明るく輝き、それがさらに
広がって国全体が、そして世界が輝くという論法です。
自己の足元を照らすということは、自己を知ることにほ
かなりません。自己を知る人材が増えれば、ゆくゆくは
国家は繁栄もするし鎮護もされるのです。
ひたすら加持祈祷によって社会の安定・国家の安寧

を神仏に祈るだけの風潮が当たり前の中にあって、最
澄は、まずは一人ひとりが自分の足元を照らすという個
別的なことから始めなければならないと提言したので
す。鎮護国家という社会貢献を、「一隅を照らす」とい
う自分貢献を通して実現しようとしたところにこそ、最
澄の大乗菩薩としての矜持があります。
自分自身をマネジメントできない人に他人を動かすこ

とはできないように、自分貢献できない人は他人や社
会に貢献できるはずはありません。だからこそ最澄は
「一隅を照らす」と述べたのであって、これを現代的
に言うならば自分貢献と言うことになります。一人ひとり
が自分の足元を照らせば、家庭、社会、世界へと、そ
の輝きが広がっていきます。ここに自分貢献が結果的
に社会貢献へと展開する理屈があるのです。そして、
この「一隅を照らす」という最澄の精神は、「浄土宗
21世紀劈頭宣言」にも通底する精神です。

（7）利他行としての劈頭宣言

清朝から中華民国にかけて活躍した太虚法
師（1890-1947）は仏教の市民権回復を目指して
「人

じんかん

間仏
ぶっきょう

教」を提唱し、ヴェトナム人僧侶のティクナット
ハン（Thich	Nath	Hanh、1926年～）はヴェトナム戦
争を一つの契機として「Engaged	Buddhism（社会
参加仏教）」を提唱し、今や欧米の仏教界にも広まり
つつあります。これらはみな社会に貢献する仏教の活
動として高く評価されています。
日本の仏教界におきましても、近年はとくに社会貢献
が話題になったり、実際の活動が目立って行われるよう
になってきているのは喜ばしい傾向ですが、一部の活
動を除くと、多くは被災地等でのボランティア活動に集
中しているようです。
すでに述べたように、仏教の社会貢献は菩薩道な

のですから、そうしたボランティア活動（寄付・募金も含
む）は修行として行うことになります。当該のボランティ
ア活動が自分の修行として有益であると自覚する人が
主体的に行いますが、中にはそれを自分にとっての修
行とは認識しない仏教徒もいることでしょう。そのような
人はボランティア活動をいたしません。もちろん、その
人を薄情だと責めたてることは筋違いです。その人は
自分にとって有益であると確信する別の修行をしてい
るのですから。
浄土宗や浄土宗教師がボランティア活動を行うなら

ば、それは菩薩道の精神をもって自己を高める修行と
して実践（利他行）することになります。この精神こそ
が世間一般のボランティア活動（利他）と異なることで
す。
もちろん実際にやっていることと言えば瓦礫の撤
去、炊き出し、傾聴、防犯、あるいは寺域の開放など、
結局は一般のボランティアと同じことをしているのです
が、しかしそれが修行だという自覚をもって行うからこ
そ、そこには執着、貪欲、怒り、不満、後悔といった感
情は排除することになります。また、その活動はあくま
でも個人の修行なのですから、極論すれば他者であ
る被災者には関係ないので、こだわりも義務や責任も
なければ、感謝や評価されることを期待したり執着す
ることもありませんし、ボランティアをしていると誰かにア
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ピールする必要もありません。我われはボランティアと
いう名の菩薩道を自らの修行として粛 と々実践するだ
けのことです。
たとえば地球にいる無数の動植物はみな太陽の恵
みを受けており、太陽なしには生存することはできませ
んが、太陽はそれらの世話をしたくて輝いているので
はありません。ただ本性として輝いているだけで、それ
が結果的に動植物を養っているにすぎません。「去
年は冷夏だったから今年はいっぱい輝いてあげよう」、
「温暖化が進んでいるから今年は控えめにしてあげ
よう」、あるいは「みんなから感謝してもらおう」などと
思っているわけではありません。太陽には地球の動植
物に貢献しようというこだわりも義務も責任もありませ
ん。菩薩道という無執着の修行もそれと同じことです。
一人ひとりがそれぞれに自分貢献の大切さを知った
時に、社会はおのずと良い方に向かってゆくのではな
いでしょうか。先の「一隅を照らす」とはそのような意
味なのです。
連載第15回でも述べたように、浄土宗が提唱する

「浄土宗21世紀劈頭宣言」の中には「社会に慈しみ
を」と「世界に共生を」があります。宣言した以上は
宗義の中にその根拠が求められるはずですが、その
際に念仏よりもむしろ摂衆生戒の四無量心という慈悲
心（慈無量心・悲無量心・喜無量心・捨無量心）と四摂
法という慈悲行（布施・愛語・利行・同事）が明確な根
拠になります。
とりわけ「社会に慈しみを」には慈無量心が、「世
界に共生を」には同事が対応しています。ボランティ
ア活動を含めた浄土宗独自の社会貢献・社会活動の
根拠は円頓戒という枠組み、その中でも摂衆生戒の
利他行・菩薩道の実践を根拠とすれば理解しやすい
のです。
いずれにせよ、劈頭宣言を実行することは円頓戒を
実践することに他なりません。逆に言えば、円頓戒の
実践なくしてこれら浄土宗独自の社会貢献を実行でき
ないとも言えるのです。
さて、この浄土宗独自の社会貢献は確かに大切なこ

とでしょうが、もう少し俯瞰的に見つめる目も必要です。
浄土宗は明治以来、渡辺海旭、椎尾弁匡、矢吹慶輝

らがさまざまな社会事業を展開してきたことにより「社
会事業宗」と呼ばれたこともあります。社会に貢献する
宗派としてたいへん誇らしく思う一方で、もろ手を挙げ
て喜べない点もあります。要するにこの「社会事業宗」
は、浄土宗を「社会活動家の集まり」と皮肉的に評価
しているのであって、「宗教家の集まり」という本来的
な評価ではないということです。
そこのところを冷静に見きわめなければならないの

に、社会から高く評価されていると勘違いし、浮かれ
ている場合ではないのです。先人たちの功績によって
せっかく「社会活動家の集まり」と評価されたのだった
ら、それで満足するのではなく、それを入り口として進
んで「宗教家の集まり」という正当な評価がもらえるよう
な仕組みを立案し実行しなければならないのではない
でしょうか。我われは社会事業家である前に宗教家で
なければ僧侶として存在する意味はないのです。だか
らこそ浄土宗の社会貢献は、円頓戒という宗教的実践
（利他行）として遂行されるべきなのです。

（8）共
ともいき

生は宣言するもの？

慈悲や利他が語られる時に耳にするのが劈頭宣言
に盛り込まれている共

ともいき

生です。しかし共生は本来、宣
言・提唱・勧奨するものではありません。なぜならこの世
界の仕組みはもともと勝手にそのようになっている真理
だからです。絆も縁も寄り添いも同じことです。
社会の中で私が生きているなら、嫌でも何かと絆で

つながっていますし、意図せずに誰かと縁を結んでい
ます。何かや、誰かと寄り添いながら今日も生きていま
す。そして過去と未来や天地の無数の恵みとも共生し
ています。この世もこの社会も、そのような仕組みでで
きているのですから、それを嫌だと言っても仕方があり
ません。誰も否定できないことだからです。「太陽は
東から昇り、西に沈みます」と宣言することに何の意味
があるのでしょう。「世界に共生を」と宣言することも
同類なのです。
ところが我われはこの共生という真理を日常的に意
識して生活することが得意ではありません。だから大き
な災害や環境破壊が起きたり、独居老人の孤独死が
発見されたりするたびに絆、縁、寄り添い、そして共生

円頓戒のある暮らし ～現世安穏のために～ 第22回
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が声高に提唱されることになります。
ちょうど親は勉強しない子に「勉強しなさい」と言い

ますが、毎日ちゃんとやっている子には言わないのと同
じように、誰もがいつもこのことを意識して生きているな
ら、これらが宣言・提唱・勧奨されたりはしません。です
から、浄土宗21世紀劈頭宣言は、「これまでの我われ
の無自覚な生き方を自覚ある生き方に転換しましょう」
というメッセージとして受けとめることができます。共生
もその意味で宣言されていると理解するべきではない
かと思います。

（9）共
ともいき

生のあり方、関わり方

ただし、その場合に注意すべきことがあります。どの
ような絆や縁を持つのか、またどのように寄り添い共生
するのかという、お互いの関わり方についてです。
たとえば四摂法の同事は寄り添い共感すると解釈し

てよいのですが、他人に共感するというのは、たしかに
絆・縁・寄り添い・共生などをそこに認められますが、とも
するとこちら側が世俗の価値観に埋没することになり
かねません。厳密に言えば、相手の喜怒哀楽にそのま
ま共感するのは世俗的な情愛です。それは家族や友
人同士がお互いにすればよいことであって、我われの
なすべきことではありません。
僧侶は世俗の喜怒哀楽に安易に共感してはいけま

せん。その情愛を受けとめて傾聴するとしても、「喜怒
哀楽をコントロールせよ」「情愛を捨てよ」と、時には冷
徹なまでに世間とは異なる価値観を提供します。それ
が僧侶の存在意義だからです。
もともと僧侶は出世間の存在として世間とは一定の
距離をとっていたはずです。そして仏教教団は良い意
味で反社会的勢力として社会に貢献してきたのです。
ところがわが国では明治になって「肉食妻帯畜髪等、
勝手たるべし」の太政官布告以来、僧侶も家庭を持
つようになり、俗世の生活との区別が曖昧になりました。
また人の生き方としての「出家」が職業・労働としての
「住職」にすり替わってしまいました。こうした世俗化
によって、僧侶も教団もいつの間にか世間の価値観と
常識、あるいは道徳観や倫理観をそのまま受けいれ、
安易に共感し賛同し埋没し、ついには出世間の価値

観や独自性を忘れてしまったようです。
これは仏教そのものの世俗化ではなく、明らかに僧
侶と教団の世俗化です。世俗の価値観にどっぷりと浸
かっている僧侶は、俗世の喜怒哀楽にそのまま共感す
ることが正しいものと思い込んでいますが、これはとん
でもない誤りです。僧侶がそのように俗世の側に立っ
ている限り、どれほど高尚な法話をしたところで、その
ようなものは毒にも薬にもなりません。人々の苦しみ・悩
み・迷い・不安を仏教的な視座から解消することにはな
らないからです。
仏教の孤高の価値観とはいったい何かということを

もう一度確認しなければ、我われの教化活動は絵に
描いた餅に終わってしまいます。社会や檀信徒の不
平不満に耳を寄せ、その顔色ばかりを気にして活動し
ている僧侶は、自分がうっかり世間の価値観に流され
てしまっていることに気づかなければなりません。
話はこれだけではありません。「人の役に立つ人間

になりましょう」、「社会貢献しましょう」、「互いに寄り添
い共感する力を身につけましょう」をスローガンとして
発信するのは世間のまっとうな価値観です。それが必
要と感じている人や、時間的にも経済的にもできる人
は大いに遂行したら良いのです。仏教は決してそれを
否定しません。
そもそもこうしたもっともらしく耳ざわりの良いスローガ

ンは、為政者や支配者が自らのイデオロギーをその国
民に浸透させ、巧妙にコントロールするために推奨して
いるのかもしれません。大多数の人はそれを疑問に思
うこともなく、「ああ、美しい言葉だなあ」となんとなく受
け入れ、さらに拡散させるものですから、いつの間にか
世間の常識や正義になってしまいました。そして、これ
を否定する者に対しては、まるで常識のない変人のよ
うな扱いをする始末です。
ですが、そうした定着してしまった世俗の常識や正
義についていける人ばかりではありません。もし常識や
正義となってしまったイデオロギーを、いくら努力しても
ついていけない人たちに強要すれば、その人たちの生
き方を追いつめることになりかねません。「人の役に立
たず、社会にも貢献できず、寄り添い共感すらできない
人間」と評価されてしまえば、自分はこの世の中で生き
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る価値もない人間なのだと悲しい気持ちになります。た
とえ少数かもしれませんが、社会の片隅で生きづらさ
にじっと息をひそめて暮らしている人はいるのです。
そのように競争社会の荒波に乗れない人たち、世間

ではそれを弱者と呼ぶようですが、そうした彼らに仏教
は2500年にわたって次のように語りかけ、勇気を与え
てきました。

あなたは
　人の役に立つために生まれたのではありません
　社会貢献するために生きているのではありません
　無理してまで寄り添い共感する義務はありません
　誰かの犠牲になって死ぬことはありません
あなたは
　まず自分を最優先にして生きて良いのです
　自分貢献する以外に何も望まなくて良いのです
　他人の視線や世間体を気にしなくて良いのです
　そうした生き方が必ず誰かのためになります

絆・縁・寄り添い・共生、これらはみな利他行を前提
としたとても良いことばです。しかし、これらを宣言・提
唱・勧奨し、あるいは押し付けることで、思考・行動・生
き方が拘束され、生きづらい世の中だと感じている少
数の人たちもいることを忘れてはなりません。
ですから、寄り添いや共生という関わり方が世俗の
それと変わらないものであるならば、それは我われのす
ることではありません。なぜなら、仏教とはそもそも世
間の価値観や常識について行くことができないマイノリ
ティの人たちの人生を支えてきた教えだからです。仏
教は反社会的勢力だからこそ、その社会における存
在価値があるのです。

次回は浄土宗における念仏と円頓戒の関わりにつ
いて述べます。

（つづく）

齊藤隆信（さいとう・りゅうしん）

新潟教区榮凉寺住職。佛教大学特別任用教授、博士（文学）。専門
は中国仏教、浄土教思想。主な著書に『漢語仏典における偈の研
究』（法藏館、2013年）、『中国浄土教儀礼の研究ー善導と法照
の讃偈の律動を中心としてー』（法藏館、2015年）、『円頓戒講説』
（齊藤隆信研究室、2017年）、『善導浄土教要文集』（平楽寺書
店、2018年）がある。
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なぜ、「あたり前」を疑うのか

1.はじめに

「おとなの学び研究会」の西村寿子です。この連
載は、私たちの「表現と差別」についての取り組みを
広く発信してほしいと浄土宗人権センターからお声
がけいただいたことがきっかけで、始めさせていただ
くことになりました。これから１年間、研究会メンバー
が交代でそれぞれの視点から執筆していきます。
「おとなの学び研究会」は、『おとなの学び～人
権研修リーダーのために』（2008年、解放出版社）
に関わったメンバーが、定期的に集まって、「人権
をテーマにしたまじめなおしゃべりをどう活性化する
か」をテーマに、事例を持ち寄り、勉強会を開いた
のをきっかけに活動を始めました。その成果は、『お
しゃべりの道具箱』（2010年、解放出版社）として
出版されました。
さらに、私が月刊『ヒューマンライツ』（部落解放・
人権研究所）の編集者をしていた時に、研究会のメ
ンバーが執筆して「ことば・表現・差別再考」をテー
マに特集を組みました。この特集は、読者からの反
響も大きく、合計３回にわたり続くことになりました。
その成果は『「ことば・表現・差別」再考』（2015年、
解放出版社）として結実しています。
研究会では、「いってもいいかも」（“言ってもい

い”と“行ってもいい”を意味している）という、対話
型の集まりを開催するほか、行政、企業、宗教教団
主催の人権研修会にも招かれて、参加型の研修会
も実施してきました。

2.「ことば・表現・差別」に取り組んで

研究会が活動を始めて、今年で１２年目になりま
す。いまも毎月、企業、行政、学校教育、大学教育、
部落解放運動に参加する実務者（OBも含む）が集
まって例会を行っています。私たちが大切にしてき
たことは、「相手を尊重する対話」です。たとえば、
研究会では、どんな発言も否定されることはありませ
ん。まずは、「いいね」と受け入れられます。
対話とは相手を論破するものではなく、相手の考

えを聞き、その上に自分の考えを重ねて、新しい発
見をしていく創造的な営みです。さらに、対話のた
めの方法を開発して学び合うことで、活性化するこ
とができます。方法については、回を改めて紹介で
きるでしょう。
こうして対話を重ねていくうちに、自分を振り返り、
時には自らの考えを軌道修正することもあります。
また、おとなの学び研究会が、「ことば・表現・差
別」に取り組む時に大事にしてきたことは、次の３点
でした。

１）正解を見いだせず、モヤモヤすることを大事に
しよう

２）思考停止に陥らず、文脈や状況を踏まえて考え
続けよう

３）そのための対話を大切にしよう

「ことば・表現・差別再考」の特集は、浮穴正博さ

ことば・表現・差別
～「あたり前」を

新 連 載
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おとなの学び研究会 西村寿子

んの「かわいそうから始まった」という論考が起点に
なりました。学生時代に浮穴さんが、「かわいそう」
という言葉を被差別部落に対して使った時、先輩
が「それ差別やで」と指摘しました。浮穴さんはそ
れをきっかけに、４年間「かわいそう」を封印します。
その結果、浮穴さんが分かったことは、「かわいそ
う」という言葉は、「上から相手を見ている言葉」で
「対等な相手に使うのはふさわしくない」ということ
だったと語っています。
表現を考えていく場合、何が差別で何が差別で

はないか、はっきりとしている場合だけではありませ
ん。同じ言葉でも文脈によっては、差別的な意味
合いとなるグレーゾーンがたくさんあります。しかし、
人を尊重するという立場に立てば、あえて人を傷つ
けたり不快にする表現を使う必要はありません。だ
から、思考停止せずに考え続けていくことが大事
なのです。
浮穴さんのエピソードは、研究会が先の三つのメッ

セージを明確にする上での出発点と捉えています。

3.差別をあたり前とする社会

では、なぜ「あたり前」を疑うのかということです。
私の考えは、いたってシンプルです。　
それは、私たちが「差別をあたり前」とする社会

に生きているからです。
ここ10年の間、障害者差別解消法、ヘイトスピー
チ解消法、部落差別解消推進法がつくられてきま
した。それに先立って、男女共同参画社会基本法
もあります。また、差別とは直接関係しませんが、昨
年には、パワーハラスメント防止法が策定されまし

た。つまり、私たちは、これらの法律を必要とする社
会（部落差別、ヘイトスピーチ、障害者差別、男女
差別、優位な力関係を背景とする理不尽な行為、な
どが日常的にある社会）を生きているということを意
味しています。
さらに、私たちは、テレビ、新聞、雑誌、インターネッ

トなど、多種多様なメディアを通して情報を得る「メ
ディア社会」を生きています。ツイッターやフェイス
ブックで一人ひとりが発信する時代にあって、時とし
て差別的な表現は、あっという間に拡散していきま
す。毎日接するメディアと、私たちの意識は、無関係
でいることはできません。
このような環境で私たちは、意識して自分の考え
や言動を見つめていないと、ふと何気なくする発言
や冗談で、人を傷つけてしまうことがあります。
ですから、『和合』の読者の皆さんのように、地
域社会で影響力のある方が率先して、自らの言動
を自覚し、人を尊重する言動をされることで、風通し
の良い社会をつくっていくことにつながっていくと思
います。
この連載では、おとなの学び研究会のメンバー
が、具体的な事例を通して、「ことば・表現・差別」
について一緒に考えていきます。ぜひ、「もし、自分
だったら」と想像力を働かせて、自分の「あたり前」
を振り返る機会にしていただけると幸いです。
私たちは、気づいた時からいつでも変わることが

できます。皆さんと一緒に意識し、変化していく自分
を楽しみたいと思います。
では、１年間、どうぞよろしくお願いします。

うたがう～ 1

おとなの学び研究会
人権について「まじめなおしゃべり」を活性化させることを目的に、
定期的に開催する多様な領域のメンバーによる研究会。

西村寿子（にしむら・ひさこ）
関西大学非常勤講師（「人権教育論」）。専門分野は人権とメディ
ア・リテラシー。著書（共著）に『最新メディア・リテラシー入門編
Study Guide』（2013年、リベルタ出版）。
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気鋭の仏教学者の大乗仏教論

評者紹介：石田 一裕（いしだ いちゆう）
１９８１年北海道生まれ。大正大学大学院仏教学研究科博士課程修了。博士（仏教学）。専門はインド部派仏教研究。
浄土宗総合研究所嘱託研究員、大正大学非常勤講師、横浜市・光明寺副住職。著書に『お坊さんは　なぜお経を
読む？』（浄土宗）ほか。

インド仏教研究において「大乗経典は歴史
上の釈迦が説いた教えではない」という大乗
非仏説は、研究者にとっての常識である。現
在、仏教研究の最前線では大乗仏教の起源
を求める研究が行われている。近代になり大
乗非仏教が学説として受け入れられるととも
に、大乗仏教がどのように成立したかが問わ
れるようになった。明治期には前田慧雲が大
乗仏教の大衆部起源説を唱えた。平川彰は
この説を否定し、伝統的な出家教団ではなく、
仏塔を中心とした在家教団が初期大乗仏教
を生み出したという学説を主張した。その後、

【目	次】	 序　論　大乗仏教は存在意義を求めずにはいられない
第一章　大乗仏教は出自を疑われずにはいられない
第二章　大乗仏教が仏説であることは論証できない
第三章　大乗仏教が悟りを齎

もたら

すことは否定できない
第四章　大乗仏教は歴史的ブッダへの回帰ではない
第五章　大乗仏教は部派仏教へと還元可能ではない
第六章　大乗仏教は閉ざされた仏教ではいられない
第七章　大乗仏教が加護を得ることは否定できない
結　論　大乗仏教は仏教を超えてゆかずにいられない

平川の学説は一部が否定され、現在は個々の
大乗仏典が生み出された背景が究明され、説
一切有部との関係が示され、また改めて大衆
部との関係が指摘されている。
本書は、大乗が仏説であるという論証がうま

くいかないことを指摘し、非仏説を受け入れな
がらも、それによって否定されない大乗仏教の
価値を提示している。究竟の大乗を信奉する
ものとしてこのような主張をしっかりと学び、自
分自身が大乗仏教の魅力を説き広めるための
一助としていきたものである。

大乗非仏説をこえて
 : 大乗仏教は何のためにあるのか
大竹 晋 著
国書刊行会 ／ 2018 年 ／ 四六判・312 頁

オススメの一冊オススメの一冊
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令和元年度 教学部所管各種道場等開催予定一覧表
※この一覧表はあくまでも予定です。日程及び詳細は必ず『浄土宗宗報』掲載告示並びに『和合』掲載開催のお知らせにてご確認ください。
※資料請求は、各種申込頁「案内資料請求書」にてFAXでお申し込みください。
※各行事へ参加申し込みする際は、各行事開催のお知らせに記載の申し込み締切日を厳守してお申し込みください。

道場名・行事名 期日 会所 必要経費

●伝法関係

伝宗伝戒
知恩院道場

12.5（木）
 ～25（水） 知恩院

諸経費
¥180,000伝宗伝戒

増上寺道場
12.7（土）
 ～27（金） 増上寺

※知恩院道場の登嶺日は12月4日（水）、増上寺道場は12月6日（金）です。

璽書伝授
知恩院道場

11.19（火）
 ～25（月） 知恩院 冥加料

¥50,000
諸経費

¥90,000
璽書伝授
増上寺道場

10.25（金）
 ～31（木） 増上寺

※知恩院道場は11月18日（月）、増上寺道場の登嶺日は10月24日（木）です。

●法式関係

中央法式講習会
（式師養成講座・法式
教師養成講座）

6.4（火）
 ～7（金） 知恩寺 お知らせに

記載

法式教師研修会 4.12（金） 増上寺 無

●詠唱関係

詠唱指導者養成講座 9.11（水）
 ～13（金） 知恩寺

お知らせに
記載中央詠唱教司研修会

（詠唱教司検定試験併修）
11.27（水）
 ～29（金） 増上寺

詠唱指導普及委員
研修会 （春期）

5.28（火）
 ～29（水） 知恩寺

無
詠唱指導普及委員
研修会 （秋期）

10.17（木）
 ～18（金） 増上寺

●布教師養成講座

初級　前期 6.10（月）
 ～14（金） 光明寺

冥加料
￥3,000

各期
諸経費

￥35,000

　　　中期 10.21（月）
 ～25（金） 光明寺

　　　後期 R2.2.17（月）
 ～21（金） 光明寺

中級　前期 6.17（月）
 ～21（金） 善導寺

　　　中期 10.7（月）
 ～11（金） 善導寺

　　　後期 R2.2.3（月）
 ～7（金） 善導寺

上級　前期 6.24（月）
 ～28（金） 金戒光明寺

　　　中期 12.9（月）
 ～13（金） 金戒光明寺

　　　後期 R2.3.9（月）
 ～13（金）

教化研修
会館

●五重相伝研修講座 R2.2.7（金） 宮城教区第二組
№14 愚鈍院 ￥5,000

道場名・行事名 期日 会所 必要経費

●講習会関係

第113回教学高等講習
会（夏安居道場併修）

6.25（火）
 ～28（金） 知恩院

無

第114回教学高等
講習会

R2.2.18（火）
 ～21（金） 増上寺

第478回教化高等講習
会（冬安居道場併修）

R2.1.29（水）
 ～31（金） 知恩院

総合学術大会 9.4（水）
 ～5（木） 大正大学

●教師検定試験 8.28（水）
 ～30（金）

宗務庁
（京都）

冥加料
￥30,000

※10科目以上は1科目につき￥5，000

●教師養成道場

第１期道場 8.20（火）
 ～9.8（日） 知恩寺 各道場入行

冥加料
￥40,000

道場冥加料
￥100,000

第2期道場 8.21（水）
 ～9.9（月） 金戒光明寺

第3期道場 8.22（木）
 ～9.10（火） 増上寺

入行面談（京都） 5.24（金）、
　　25（土） 知恩寺

無

入行面談（東京） 6.7（金）、8（土） 増上寺

●助教師養成講座

第1期 R2.1.30（木）
 ～2.12（水） 光明寺 諸経費

¥90,000

●宗門子弟教養講座 7.24（水）
 ～26（金） 知恩院 諸経費　

¥26,000

●教師研修講座（少僧都研修講座）

A期 （Ⅰ・Ⅱ） 8.22（木）
 ～25（日） 佛教大学

無

B期 （Ⅰ・Ⅱ） R2.2.22（土）
 ～25（火） 大正大学

Ａ・B期

A-Ⅰ 5.11（土）～12（日）

教化研修
会館

希望者のみ 
宿泊可 
寝具代

￥2,000

A-Ⅱ 11.23（土）～24（日）

B-Ⅰ 6.15（土）～16（日）

B-Ⅱ R2.1.18（土） 
 ～19（日）

●寺庭婦人 
　若葉研修会

10.23（水）
 ～25（金）

善光寺 
大本願 実費

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了
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令和元年度教化研修会館（源光院）  教師研修会等開催行事予定一覧
※この一覧表はあくまでも予定です。日程及び詳細は必ず『和合』掲載開催のお知らせにてご確認ください。
※各行事へ参加申し込みする際は、各種申込頁「教師研修会受講申込書」「実践講座各種申込書」にてFAXでお申し込みください。 
　なお、各行事開催のお知らせに記載の申し込み締切日を厳守してお申し込みください。

行事名 日程 会所 必要経費

●教師研修会　※詳細は29～33頁
第21回 5.14（火）～15（水）

教化研修会館

宿泊¥2,000
※希望者のみ
昼食¥1,000
※希望者のみ

第22回 7.1（月）～2（火）

第23回 8.31（土）～9.1（日）

第24回 10.3（木）～4（金）（北海道地方） 北海道第二教区 
南組 新善光寺

昼食¥1,000 
宿泊 各自手配

第25回 12.2（月）～3（火） 教化研修会館 宿泊¥2,000 ※希望者のみ
昼食¥1,000 ※希望者のみ

第26回 R2.2.12（水）～13（木）（九州地方） 大本山善導寺 昼食¥2,000 
宿泊 各自手配

●実践講座（布教編）　※詳細は44・46・47頁
第1回 7.30（火）

教化研修会館

宿泊¥2,000
※前泊希望者のみ

昼食¥1,000
※希望者のみ

第2回 10.9（水）

第3回 11.29（金）

第4回 R2.2.26（水）

布教編／授戒会 次年度へ延期しました

●実践講座（『選択集』編）　※詳細は40・41頁
第8回 5.20（月）

教化研修会館

宿泊¥2,000
※前泊希望者のみ

昼食￥1,000
※希望者のみ

第9回 10.15（火）

第10回 R2.1.20（月）

第11回 R2.3.2（月）

●実践講座（法式編）　※詳細は42・43頁
第1回 4.16（火）

教化研修会館

宿泊¥2,000
※前泊希望者のみ

昼食￥1,000
※希望者のみ

第2回 6.12（水）

第3回 11.21（木）

第4回 R2.3.27（金）

法式編／授戒会 次年度へ延期しました

●実践講座（『御法語』編）　※詳細は44・45・47頁
第5回 7.29（月）

教化研修会館

宿泊¥2,000
※前泊希望者のみ

昼食¥1,000
※希望者のみ

第6回 9.5（木）

第7回 11.11（月）

第8回 R2.2.25（火）

●実践講座（ともいき編）　※詳細は38・39頁
第1回 10.18（金）

教化研修会館
無

第2回 R2.3.16（月） 無

●実践講座（年中行事編）【新設】
第1回 4.9（火）

教化研修会館

宿泊¥2,000
※前泊希望者のみ

昼食¥1,000
※希望者のみ

第2回 6.18（火）

第3回 8.27（火）

第4回 9.2（月）

●実践講座（寺院運営編）【新設】　※詳細は48～51頁　
第1回 R2.1.22（水）

教化研修会館
宿泊¥2,000

※前泊希望者のみ
昼食¥1,000
※希望者のみ第2回 R2.2.5（水）

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了
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30 31 1 2 3 4 5
月 火 水 木 金 土 日

6 7 8 9 10 11 12
月 火 水 木 金 土 日

13 14 15 16 17 18 19
月 火 水 木 金 土 日

20 21 22 23 24 25 26
月 火 水 木 金 土 日

27 28 29 30 31 1 2
月 火 水 木 金 土 日

1 ※各行事へ参加申し込みする際は、各行事開催のお知らせに記載の
　申し込み締切日を厳守してお申し込みください。

少僧都研修講座 B-Ⅱ 
於：教化研修会館

実践講座（『選択集』編⑩） 
於：教化研修会館

実践講座（寺院運営編①） 
於：教化研修会館

第478回教化高等講習会（冬安居道場併修）
於：知恩院

助教師養成講座 第1期
於：光明寺　～2/12

1月 開催行事
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27 28 29 30 31 1 2
月 火 水 木 金 土 日

3 4 5 6 7 8 9
月 火 水 木 金 土 日

10 11 12 13 14 15 16
月 火 水 木 金 土 日

17 18 19 20 21 22 23
月 火 水 木 金 土 日

24 25 26 27 28 29 1
月 火 水 木 金 土 日

22月 開催行事

布教師養成講座（中級後期）　於：善導寺

実践講座（寺院運営編②） 
於：教化研修会館

五重相伝研修講座
於：宮城教区第二組№14 愚鈍院

助教師養成講座 第1期　於：光明寺

助教師養成講座 第1期　
於：光明寺　～2/12

※各行事へ参加申し込みする際は、各行事開催のお知らせに記載の
　申し込み締切日を厳守してお申し込みください。

第26回教師研修会
於：善導寺

布教師養成講座（初級後期）　於：光明寺

少僧都研修講座 B-Ⅰ・Ⅱ 
於：大正大学

実践講座（布教編④） 
於：教化研修会館

実践講座（『御法語』編⑧）
於：教化研修会館

少僧都研修講座 B-Ⅰ・Ⅱ 
於：大正大学　～2/25

第114回教学高等講習会　於：増上寺

助教師養成講座 第1期　於：光明寺

26 和合　令和2年　1月号



行
事
カ
レ
ン
ダ
ー

24 25 26 27 28 29 1
月 火 水 木 金 土 日

2 3 4 5 6 7 8
月 火 水 木 金 土 日

9 10 11 12 13 14 15
月 火 水 木 金 土 日

16 17 18 19 20 21 22
月 火 水 木 金 土 日

23 24 25 26 27 28 29
月 火 水 木 金 土 日

30 31 1 2 3 4 5
月 火 水 木 金 土 日

33月 開催行事 ※各行事へ参加申し込みする際は、各行事開催のお知らせに記載の
　申し込み締切日を厳守してお申し込みください。

布教師養成講座（上級後期）
於：教化研修会館

開山忌　於：善導寺

実践講座（法式編④） 
於：教化研修会館

実践講座（『選択集』編⑪） 
於：教化研修会館

実践講座（ともいき編②） 
於：教化研修会館
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30 31 1 2 3 4 5
月 火 水 木 金 土 日

6 7 8 9 10 11 12
月 火 水 木 金 土 日

13 14 15 16 17 18 19
月 火 水 木 金 土 日

20 21 22 23 24 25 26
月 火 水 木 金 土 日

27 28 29 30 1 2 3
月 火 水 木 金 土 日

44月 開催行事

法式教師研修会 
於：宗務庁

※各行事へ参加申し込みする際は、各行事開催のお知らせに記載の
　申し込み締切日を厳守してお申し込みください。
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令和元年度 教師研修会令和元年度 教師研修会
　平成28年10月の第1回開催以降、教師研修会は延べ700人の教師の方々にご受講いた
だき、皆さまには、改めて法然上人のみ教えを感じていただき、広く社会に求められる存
在感のある寺院・僧侶であるための研鑽をいただいております。
 開催する中で、より実践的且つ効果的な研修とすべく、プログラム等の検討を重ね、令和
元年度は教化研修会館（源光院）で4回、地方で2回の計6回開催となりました。

● 開催日

● 基本日程（源光院）

第21回 5月14日（火）～ 15日（水） 於：教化研修会館（源光院）

第22回 7月1日（月）～ 2日（火） 於：教化研修会館（源光院）

第23回 8月31日（土）～ 9月1日（日） 於：教化研修会館（源光院）

第24回 10月3日（木）～ 4日（金）
 ※地方開催（北海道地方）

於：新善光寺（北海道第二教区南組№34）

第25回 12月2日（月）～ 3日（火） 於：教化研修会館（源光院）

第26回 令和2年 2月12日（水）～ 13日（木）
 ※地方開催（九州地方）

於：大本山善導寺（福岡県久留米市）

※ 教師研修会（地方）では「法式・別時」の後に「半斎供養（15分）」を組み入れる予定です。
 そのため、第2日目「法式・別時」以降は15分ずつずれ込んでの日程です。

第1日目 第2日目

朝の勤行（任意）

9：00 ④「現代住職学」 〔90分〕

11：15 受付 10：30 休憩

11：40 開会式 10：45 ⑤「法式・別時」 〔90分〕

12：00 ①「仏教学」 〔90分〕 12：15 休憩

13：30 休憩 13：15 ⑥「実践僧侶論」 〔90分〕

13：45 ②「宗学」 〔90分〕 14：45 休憩

15：15 休憩 15：00 ⑦「社会貢献」 〔90分〕

15：30 ③「伝道」 〔90分〕 16：30 閉会式

17：00 第1日目　終了 16：45 解散

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了
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● 受講対象
本宗教師

● 受講について
日毎、講義毎の一部科目受講にも対応しておりますので、ご都合に合わせて受講いただけます。なお、⑥「実践
僧侶論」と⑦「社会貢献」は、同一日程内に連続して受講しなければ修了となりませんので、ご注意ください。

● 昼食・宿泊について
教師研修会（中央開催）では、希望者に限り昼食・宿泊の手配を承ります。
昼食 …… 第2日目昼のみ（要弁当代1,000円）
宿泊 …… 第1日目夜のみ（要寝具代2,000円）
なお、教師研修会（地方開催）は各回別途ご案内いたします。

● 僧階進叙任について
僧階「僧都」進級希望の方は、教師研修会の受講が必須となります。

● 教階新（進）叙任について
第119次定期宗議会において「僧階、教階及び学階査定に関する規程（宗規第78号）」の一部が改正さ
れました。それにより、教師研修会の修了が教階叙任要件の一つに加えられ、高等講習会等1回修了の扱
いと同じになります。 （施行日：平成31年4月1日より施行）

また、教師研修会を複数回修了されている場合は、修了回数分の高等講習会等を修了とみなされます。
なお、改正内容は施行日（平成31年4月1日）以前に教師研修会を修了された方にも適用されます。
※教師研修会を修了後、規定改正の施行日（平成31年4月1日）までに教階を進（新）叙任を受けている場合は、

次の教階進叙任要件には適用されませんのでご留意ください。

※受講申込は本紙後頁の教師研修会受講申込書よりお申込みください。 
　問合・申込は次ページ浄土宗教化研修本部まで。

● 担当講師

科目
回数 仏教学 宗学 伝道 現代住職学 法式・別時 実践僧侶論

社会貢献

第21回 齊藤舜健 柴田泰山 井野周隆 戸松義晴 田中勝道 今岡達雄

第22回 勝崎裕彦 工藤量導 井野周隆 戸松義晴 大澤亮我 今岡達雄

第23回 勝崎裕彦 藤本淨彦 井野周隆 戸松義晴 田中勝道 今岡達雄

第24回
（北海道地方） 勝崎裕彦 藤本淨彦 井野周隆 戸松義晴 田中勝道 今岡達雄

第25回 齊藤舜健 工藤量導 井野周隆 戸松義晴 大澤亮我 今岡達雄

第26回
（九州地方） 齊藤舜健 柴田泰山 井野周隆 戸松義晴 大澤亮我 今岡達雄
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知恩院前
バス停

浄土宗教化
研修会館
（源光院）

東山駅

山科駅

河原町駅

京都駅

東
山
通

地
下
鉄
烏
丸
線

京
阪
本
線

Ｊ
Ｒ
奈
良
線

神
宮
道

鴨　

川

三条駅

祇園
四条駅

地下鉄東西線

阪急
京都線

JR東海道本線

烏丸
御池駅

三条
京阪駅

四条駅

烏丸駅

東福寺駅

総本山
知恩院

知恩院前
バス停

三条駅

総本山
知恩院

祇園
四条駅

浄土宗教化研修会館（源光院） MAP

各路線の最寄り駅から 
浄土宗教化研修会館までのアクセス

京都市バス  ...........................................................

•「知恩院前」下車、東へ150m

京都市営地下鉄  ...................................................

•東西線「東山」駅［出口2］から南へ徒歩4分

京阪電鉄  ..............................................................

•本線「祇園四条」駅［出口7］から東へ徒歩10分
•本線「三条」駅［出口2］から東へ徒歩8分

阪急電鉄  ..............................................................

•京都線「河原町」駅［出口1］から東へ徒歩13分

ＪＲ  ......................................................................

•「京都」駅から市バス206系統にて 
「知恩院前」下車、東へ150m
•「山科」駅から地下鉄東西線にて 
「東山」駅［出口2］から南へ徒歩4分

駐車スペースがないため、
公共の交通機関をご利用ください。

浄土宗教化研修本部
〒605 - 0062　京都市東山区林下町416番地　
TEL 075 -744 -0360　FAX 075 -744 -0363
Eメール kenshu-honbu@jodo.or.jp
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「教師研修会」のご案内

「仏教学」　90分 1コマ

「宗　学」　90分 1コマ

「伝　道」　90分 1コマ

　仏教の歴史と思想を再確認し、宗学との連携を踏まえて、仏陀観と菩薩思想を中心に仏
教の核心（基礎）を理解することを目的とします。
　仏陀釈尊の教えと生涯を改めて確認して、インドからアジア全域へと展開する大乗仏
教の思想形成の中で、大乗経典の発達を考えながら、仏教2500年の歴史を学びます。

　宗学とはどこまでも自らの思想と信仰と実践が根拠となって展開していく学問であり、
仏と向き合い、そして仏の視座から人間の存在と当為を説明できる唯一の学問領域でも
あります。その意味で浄土宗学とは選択本願称名念仏一行こそが現実かつ実際に自らの
人生の上において実践することを仏教思想史上において解釈することであり、そして自
らの人生の意義を往生において見出すことでもあります。
　そこでこの宗学の講義では、まず宗学の意義をご一緒に考えた上で、法然上人のお言葉
などを根拠としつつ浄土宗の教えを学ぶ意義を考え、個々が主体的に宗学の実践ができ
ることを目標としつつ講義形式で展開して参ります。

　布教伝道規程第2条に「本宗の教師は布教伝道を行うものとする」とありますように、
浄土宗教師には法然上人のみ教えを布教伝道していく責務があります。
　お説教師に任せきりではなく、住職自身が檀信徒を前に語り掛けることで寺院と檀家
との関係性もより深まっていくことでしょう。また、檀信徒を前に話をするためには年中
行事の意味や由来、関連する逸話を学ぶきっかけとなり、自身の信仰も深まります。
　この講義では、法話の組み立て方・『御法語』や話材等を、講師の実演を含めながら解説
し、年回法要・通夜・葬儀等の場で布教伝道ができることを目標にしています。

講義概要

講師 ： 勝崎裕彦先生 （東京教区 香蓮寺）
 齊藤舜健先生 （出雲教区 西方寺）

講師 ： 藤本淨彦先生 （山口教区 西蓮寺）
 柴田泰山先生 （福岡教区 弘善寺）
 工藤量導先生 （青森教区 本覚寺）

講師 ： 井野周隆先生 （滋賀教区 雲住寺）

32 和合　令和2年　1月号



教
師
研
修
会
等
開
催
行
事

「現代住職学」　90分 1コマ

「法式・別時」　90分 1コマ

「実践僧侶論／社会貢献」　90分 2コマ

　浄土宗寺院は宗教法人として、「宗教（法然上人）の教義を広め、儀式行事を行い、信者
を教化育成する」など日々の宗教活動・寺院運営を行っています。そして、住職には代表役
員としての法令順守（適正な管理運営・説明責任・情報開示）などの社会的責任が課せられ
ています。具体的には、宗教法人法や宗門法制に則り、会計帳簿・税務・責任役員会議事録
などの書類の作成・提出が義務付けられています。その責任を果たすことにより、檀信徒
や地域社会との信頼関係を更に強固なものとすることができます。また、宗教者（住職）
と寺院運営者（代表役員）の二面性を持つ我々が、できること・しなければいけないこと・
してはいけないこととは何か、実際の事例などを用いてわかりやすく講義し、檀信徒、社
会から期待される住職、寺院とはなにかを共に探求したいと思います。

　各教師は日々の自行と化他の法要に臨んで、宗教者としての勤め方を尋ね実践するこ
とは、今日的な課題であるといえましょう。

ここでは「導師の威儀作法」を拠り所として、導師の所作を身・口・意の三業を通してどの
ように表現することが法要に活かされ教化となり、檀信徒を導くのかを考えて参ります。
　また「元祖大師御法語　前篇第二十四　別時念仏」の御文を味わい“合間打ち”と相俟っ
た別時の法味を体感し、礼拝とともに念仏行に励みます。

　地域社会（コミュニティー）の一員である我 （々僧侶）を取り巻く環境変化や問題点を指
摘する中で、社会から望まれる僧侶像とは何か、具備すべき要素は何か、を考えます。
　一般社会から聞こえてくる「葬式仏教」や「坊主丸儲け」の声を、“僧侶や寺院は本当の
意味で宗教を行っていないのではないか、己の利益だけでなく社会に役立つ存在である
べきだ。”と捉え、現代の寺院・僧侶の地域コミュニティーへの積極的な参加やボランティ
ア活動などにみられる社会貢献の必要性、またその方法について、考えます。
※講義のあと、グループディスカッションで種々意見を交え、広い見識をもって取り組みます。

講師 ： 田中勝道先生 （茨城教区 宝輪寺）
 大澤亮我先生 （京都教区 大圓寺）

講師 ： 戸松義晴先生 （東京教区 心光院）

講師 ： 今岡達雄先生
　　　（千葉教区 善照寺）

33和合　令和2年　1月号



教師研修会地方開催（第1弾）実施報告

今後も計画に基づき、地方開催
を実施します。
是非、この機会をご活用ください。
皆様のご参加を
お待ちしております！

①「仏教学」講義風景 ⑥⑦「実践僧侶論・社会貢献」
グループディスカッション講義風景

　10月2日（水）から3日（木）まで、北海道第二教区南組№34新善光寺において、第24
回教師研修会が開催された。
　遠方の教師も受けやすい環境整備として、令和元年度より地方開催を実施することと
なった本研修会は、その第1弾として北海道地方において開催された。
　北海道地方のみならず、東北・関東・北陸からの受講もあり、延べ76名が受講し62名が
全課程を修了した。（14名は一部科目を受講）

● 受講者の声
◦教師としての現代の課題を再認識させてもらう機会となったし、

地方で開催されたので参加しやすかった。

◦普段なかなかお会いすることのできない先生方に一度に講義を
していただき、大変参考になりました。

◦現代における僧侶にとって大変必要な講義だったと思います。

◦専門家からしっかり学べ、先生・知人・友人たちと情報交換ができ
るいい機会となった。

年 度 地 方
令和元年度 北海道 九州

令和 2 年度 関東 中四国

令和 3 年度 北陸 東北

令和 4 年度 東海 近畿

令和 5 年度 北海道・九州・中四国から2地方

令和 6 年度 東北・関東・東海・北陸から2地方

● 地方開催実施計画
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地方開催第2弾！！（九州地方）

第26回教師研修会

●日程及び講師

第１日目 第2日目

8：20 朝のお勤め（任意）

9：00 「現代住職学」 講師 ： 戸松義晴

10：30 休憩

9：30 受付 10：45 「法式別時」 講師 ： 大澤亮我

10：15 開会式 12：15 半斎供養 導師 ： 大澤亮我

11：00 「仏教学」 講師 ： 齊藤舜健 12：30 休憩 （昼食）

12：30 休憩 （昼食） 13：30 「実践僧侶論」 講師 ： 今岡達雄

13：30 「宗学」 講師 ： 柴田泰山 15：00 休憩

15：00 休憩 15：15 「社会貢献」 講師 ： 今岡達雄

15：15 「伝道」 講師 ： 井野周隆 16：45 閉会式

16：45 １日目講義終了 17：00 解散

日 時

場 所

令和2年 2月 12日（水） 午前10時15分 から 
 13日（木） 午後5時 まで

大本山善導寺
〒839-0824 福岡県久留米市善導寺町飯田550番地

日毎、講義毎の一部受講にも対応しておりますので、ご都合に合わせて受講いただけます。
なお、実践僧侶論と社会貢献は同一日程内に連続して受講しなければ修了となりませんの
で、ご注意ください。

　平成28年度より始まりました教師研修会は、開催以降も内容充実・受講環境の整備のための検
討を重ねてきました。令和元年度からはより多くの教師にご研鑽いただきたい想いから地方開催を
実施いたします。

●受講対象  ........................................................

本宗教師

●定　員  ...........................................................

130名

●昼食・宿泊（経費）について  ...........................

昼食…￥2,000要 ※部分受講の場合は参加日
　数に応じて変動します

宿泊…各自手配

●衣　帯  ...........................................................

服装は平服の上から道衣（改良服）または洋式
道衣（伝道服）、袈裟、数珠被着

●注意事項  ........................................................

車でお越しの方は、大型第一駐車場をご利用
ください。

●申込先（問合先）  ............................................

教化研修本部
〒605 -0062 京都市東山区林下町416
浄土宗教化研修会館（源光院）内
TEL 075 -744 -0360　FAX 075 -744 -0363
Eメール kenshu-honbu@jodo.or.jp
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令和元年度 実践講座（予定）
　様々な事項を取り上げ開催しております実践講座は、ご好評につき本宗教師及び寺族の多くの
方々にご受講、ご研鑽いただいております。
　令和元年度は“年中行事編”・“寺院運営編”を新設し、計27回の開催を予定しております。
　詳細につきましては開催3カ月前を目処に『和合』掲載の開催案内をご覧いただき、ご受講賜れ
れば幸甚です。
　今後も、皆様のニーズに応えるべく多種多様な講座を企画実施してまいりますので、是非ご参
加ください。�

合　掌

布教編では、～法然上人のお言葉を伝える～をコンセプトに、各回、直近に開催される実践
講座『御法語』編で取り上げられる「元祖大師御法語」をいただき、テーマに沿った話材・因
縁の紹介や檀信徒へどのように説くか。を分かりやすく講説していただきます。また、各回実
演布教講師をお招きし、各回の御法語に沿って通夜・年忌・法話の実演と解説をいただきます。

第1回  7月 30日（火） 「小消息」「深心」 

第2回  10月 9日（水） 「正雑二行」「二行得失」「専修念仏」  　

第3回  11月 29日（金） 「信行双修」「他力念仏」「易行往生」  　

第4回   令和2年 2月 26日（水） 「自身安穏」「乗仏本願」「難修観法」  

布教編（授戒会） 次年度に延期しました。

『選択集』編では、『浄土宗新聞』にて連載中の“心ゆくまで味わう　法然さまの『選択集』”
を教師向けの内容にし、年4回×5ヵ年の計20回の予定で開講しています。阿弥陀仏の選択
本願念念仏のみ教えを法然上人が体系的にお示しになられた浄土宗第一の聖典をより深く
味わえる内容となっております。

第8回  5月 20日（月） 

第9回  10月 15日（火） 

第10回   令和2年 1月 20日（月）
第11回   令和2年 3月 2日（月）

法式編では、第一線で活躍されている法式教師を講師にお招きし、本宗教師が必要とする知
識・作法を学び、日常の法務の現場で実践いただける内容にて、年4回開講します。

第1回  4月 16日（火） 「悉曇（梵習字）」

第2回  6月 12日（水） 「偈文（節付）」 

第3回   11月 21日（木） 「葬儀式」

第4回   令和2年 3月 27日（金） 「執持法（散華）」「表白・宣疏」「回向」

法式編（授戒会） 次年度に延期しました。

講師 ： 大本山善導寺布教師会副会長・ 
 布教師養成講座常在指導員 安永宏史

講師 ： 大正大学教授　林田康順

講師 ： 一級法式教師 
 太田正敬 ・ 小林常晋 ・ 坂上典翁 ・ 山本晴雄

第三章
「念仏往生本願篇～弥陀如来余行を以て往生の本願となし
たまわず。唯念仏を以て往生の本願となしたまえるの文～」
第四章

「三輩念仏往生篇～三輩念仏往生の文～」
を中心に『選択集』を読み解きます

布教編　年4回開催

『選択集』編　年4回開催

法式編　年4回開催

※5ヵ年計画第3年目
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『御法語』編では、『法然上人のお言葉‐元祖大師御法語‐』（総本山知恩院布教師会発行）
から法然上人のお言葉・お便り・お詠を通じて、法然上人のみ心、念佛のみ教えを学びます。
年4回×5ヵ年の計20回開講予定の2年目は前篇第十～第二十一を中心に、『元祖大師 
御法語』を読み解きます。

第5回  7月 29日（月） 「小消息」「深心」

第6回  9月 5日（木） 「正雑二行」「二行得失」「専修念仏」 

第7回  11月 11日（月） 「信行双修」「他力念仏」「易行往生」

第8回   令和2年 2月 25日（火） 「自身安穏」「乗仏本願」「難修観法」

年中行事編では、各寺院において厳修されている年中行事（定期法要、臨時法要または特殊
法要）を教学的（起源・意義）、法式的（差定・作法）、布教的（説話・話材等）の観点から学び
ます。法要で用いる詠唱、行事に合わせた取り組みの成功例などを取り上げ、これまで修して
きた行事に更なる深みを与え、また、これから取り組もうとする寺院へのきっかけとなることを目
的に開講いたします。

第1回  4月 9日（火） 「御忌会」　講師： 大澤亮我 ・ 加藤良光
第2回 　6月 18日（火） 「施餓鬼会・盂蘭盆会・棚経」　講師： 大澤亮我 ・ 安部隆瑞
第3回 　8月 27日（火） 「彼岸会」　講師： 八橋秀法 ・ 眞泉善章 

第4回 　9月 2日（月） 「十夜法要」　講師： 袖山榮輝 ・ 當間浩昭 ・ 池上昭信

ともいき編では、現代社会を取りまく諸問題は寺院にとり無関係ではなく、社会（コミュニティ）の一
員である寺院をも取り巻いている問題であるという視点に立ち、社会から寺院・僧侶が求められる
存在であるためには何をすべきか。今一度問いかけ、その答えを共に考えるべく開講します。

第1回 10月 18日（金） 　講師： 渡辺毅
第2回  令和2年3月16日（月）　講師： 東海林良昌 ・ 岡村毅

寺院運営編では、アンケートでのご要望にも数多く見られた“寺院会計、税に関する事・法律や
規則に関する事”を中心に、現代社会においてどのように寺院を管理・運営していくのか。受
講者からの質問も伺いながら、開講します。

第1回   令和2年 1月 22日（水） 「寺院の会計事務 ～会計を通して寺院の未来を描く～」　講師： 河村照円
第2回   令和2年 2月 5日（水） 「墓地の適正な管理運営」　講師： 戸松義晴 ・ 長谷川正浩 ・ 伊藤照男

必要に応じ、企画実施いたします。決定次第、ご案内いたします。

講師 ： 知恩院浄土宗学研究所副主任・ 
 華頂短期大学准教授 伊藤茂樹

講師 ： 調整中

『御法語』編　年4回開催

年中行事編【新設】　年4回開催

ともいき編　年2回開催

寺院運営編【新設】　年2回開催

その他編　年1回開催

※5ヵ年計画第2年目
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実践講座
― ともいき編（第2回） ―

お寺での介護者カフェ立ち上げ講座
〜お寺で「介護者カフェ」をはじめてみませんか〜

どんな気持ちにも寄り添い、受けとめられるのは、�
生老病死に向き合っている「お寺」だからこそできることです。

　お檀家さんや地域の方が「介護」についてお話しされているのを聞いたことはありませんか？
　「お寺での介護者カフェ」は、介護をしていたり、介護をされた経験を話したい、介護について情報
を得たいという檀信徒や地域住民に、情報交換や息抜きの場を提供する活動です。地元行政や地域包
括支援センターと連携することで、公的支援や、専門家による助言への橋渡しを担うこともあります。
　お寺はゆっくり話せるような場所とお茶などの提供と、そして何より傾聴を行うことがこの活動
にとって大切になります。
　当日は模擬カフェ体験もしていただき、より具体的なイメージをつかんでいただけるような講座
にいたします。「でも、介護の経験も知識もない自分にできるのかな？」「人が来なかったらいやだ
な」「そもそもどうやってやればいいんだろう」どのようなご質問にもお答えしますので、まずはぜ
ひご参加ください。

3月16日（月）
午後1時30分 から 午後5時 まで （受付 午後1時～）

日 時

13：00 受付

13：30 開講式

13：50 講義①

14：10 講義②

14：40 休憩

14：55 講義③  
模擬カフェ体験

15：50 休憩

16：00 講義④  
パネルディスカッション

16：45 閉講式

● 時間割 ●開催場所（申込・問合先）  ............................................................

場所：浄土宗教化研修会館（源光院）　申込・問合先：教化研修本部
〒605 -0062 京都市東山区林下町416番地
TEL 075 -744 -0360　FAX 075 -744 -0363
Eメール kenshu-honbu@jodo.or.jp

●申込方法  .....................................................................................

各種申込頁「実践講座各種申込書」に必要事項を記入のうえ、
FAX、郵送又はEメールにてお申込みください。

●受講対象  .....................................................................................

本宗教師及び寺族

●募集定員  .....................................................................................

40名（先着順）

●注意事項  .....................................................................................

◦自家用車でのお越しはご遠慮ください。公共交通機関をご利
用ください。

◦服装について、教師の方は平服の上に道衣（改良服）または洋
式道衣、数珠、袈裟の着用を、寺族の方は平服に伝道袈裟（輪
袈裟）、数珠の着用をお願いいたします。

対象
教師・寺族

新着
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【講義①】 「はじめよう！ お寺での介護者カフェ」
● 講師 東海林 良昌

（宮城教区 雲上寺 副住職、浄土宗総合研究所研究員、浄土宗総合研究所
「超高齢社会における浄土宗寺院の可能性」研究プロジェクト主務）

［講師紹介］地域の皆様と共になやみ、安心して過ごせる環境づくり
に努めることが、僧侶や寺院の役割と考え、研究業務の傍ら、地元同
志と「介護者サポートネットワーク・ケアむすび」を主宰している。

● 講義概要
　「介護」についてお寺で語り合うことの大切さと意味を中心に、始める手順、開催寺院や参加者
の声について紹介。

【講義②】「認知症ケアの最前線」
● 講師　岡村 毅

（医師、医学博士、東京都健康長寿医療センター研究所常勤研究員、 
東京大学・上智大学非常勤講師、大正大学地域構想研究所非常勤所員）

［講師紹介］認知症・終末期ケアなどを専門とする。認知症ケアに対
する寺院の可能性を医学的観点から研究。

● 講義概要
　認知症の根本治療薬は存在しない。その現実を踏まえ、認知症であっても暮らし続けられる良
き社会のためにお寺や僧侶ができることは実は大きい。その理由を医学的観点から述べる。

【講義③】 模擬カフェ体験
　グループに分かれて実際のカフェの雰囲気を体験。グループにはカフェ経験者がついて、司会
進行を行う。話しやすい雰囲気の作り方を学ぶ。

【講義④】 パネルディスカッション
● コーディネーター　東海林 良昌
● パネリスト 岡村 毅

	下村 達郎 
（浄土宗総合研究所研究スタッフ、東京教区香念寺住職）

［紹介］地域資源であるお寺を活かし、人の心に寄り添いたいと
考え、平成28年11月より自坊にて2カ月に1度活動を始める。

岩田 照賢 
（浄土宗総合研究所研究スタッフ、静岡教区平等寺住職）
［紹介］新たに人が集まる機会をお寺で作りたいと考えていたと
ころ、この活動を知り、平成30年9月より活動を始める。

私も活動をはじめています　京都教区金剛寺 住職　中村 徹信
　教化高等講習会で活動を知り、自分にもできるかもと思いはじめました。
　会話がうまれるか心配でしたが、実際には皆さん自発的にお話しになり、
なかには涙ぐむ方もおり、阿弥陀様が見守ってくださるお寺という空間の
持つ力とやりがいを感じました。
　また、予想を超える方々が、そして初めて金剛寺に来たという方が多くお
越しくださり「介護」への関心の高さを実感しました。
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実践講座
― 『選択集』編（第10回） ―

　『浄土宗新聞』にて連続掲載中の “心ゆくまで味わう  法然さまの 『選択集』” が 
教師向け講座となりました。
　林田康順師を講師に迎え、年4回×5ヵ年の計20 回（予定）の講座を開設いたします。

● 講師
大正大学教授

林
は や し だ

田 康
こうじゅん

順 （神奈川教区 慶岸寺 住職）

● 講師コメント
『選択本願念仏集』
は、阿弥陀仏に選
択された本願念仏
の教えを、宗祖法
然上人が体系的に
お示しになった浄
土宗第一の聖典で
す。皆さまと共に
『選択集』に込めら
れた法然上人の教えを深く味わい、お念仏の声が響
く中、開宗850 年を迎えたいと思います。

『浄土宗新聞』掲載3カ月分を講義 1 ～3
に割り振った講義を基本とします。加え
て、『選択集』をはじめ、法然上人や浄土
宗学について、日頃の法務において、疑問
に抱いている点への質疑応答等、意見交
換の場を設定！

浄土宗開宗850年
〔令和６年〕

知恩院所蔵「選択集撰述の図」

廬山寺所蔵「選択本願念仏集」

日 時

● 時間割

9：15 受付 14：30 休憩

9：45 開講式 14：45 講義3

10：00 講義1 16：15 閉講式

12：00 休憩

13：00 講義2

1月20日（月） 
午前9時45分 から 午後4時30分 まで
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●昼食について  ................................................

ご希望の方には昼食をご用意いたします。
当日、受付にて昼食代1,000円を徴収させてい
ただきます。

●宿泊について  ................................................

開催日前日に限り、教化研修会館（源光院）に
てご宿泊いただけます。ご希望の場合は別紙
申込用紙にてお申込ください。（遠方先着順・
寝具代2,000円要）

●注意事項  ........................................................

•自家用車でのお越しはご遠慮ください。公
共交通機関をご利用ください。

•服装は平服の上から道衣（改良服）または洋
式道衣（伝道服）、袈裟、数珠の着用をお願い
します。

•昼食・宿泊について
 外部業者への発注の都合上、承れない場合が
あります。開催1か月前以降の昼食・宿泊の
希望については、教化研修本部までお問い
合わせください。

●開催場所（申込・問合先）  ...............................

場所：浄土宗教化研修会館（源光院）
申込・問合先：教化研修本部
〒605 - 0062　京都市東山区林下町416番地
TEL 075 -744 -0360　FAX 075 -744 -0363
Eメール kenshu-honbu@jodo.or.jp

●申込方法  ........................................................

各種申込頁「実践講座各種申込書」に必要事項
を記入の上、FAX・郵送又はEメールにてお申
し込み下さい。

●受講対象  ........................................................

本宗教師

●募集定員  ........................................................

100 名（先着順）

● 受講者の声
◦選択集を体系的に講義していただき大変よく理解できました。
◦大学でしっかりと『選択集』を学ぶことができないことを残念に思っていま

したので、大変うれしく学んでおります。
◦何度聞いても新たな気付きがあります。
◦噛み砕いて、とても分かりやすくご講義を賜りました。ありがとうございました。
◦かなりの勉強になった。ますます勉強を深めねばと意欲につながったよう

に思います。
◦自分一人では読み進めるとことの難しい「選択集全講」を林田先生に講義

していただけるのは有り難いです。
◦学習意欲が湧きました。ありがとうございました。
◦選択集全講を丁寧に解説いただきながら読むことができ、とても

身になりました。
◦様々な流れを見つつ、自分の立ち位置を再確認できたことは有意義

でした。
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実践講座
― 法式編（第4回） ―

「執持法（散華）」「表白・宣疏」「回向」
　浄土宗法要集（上巻）では、執持法として数珠、払子、扇、如意、柄香炉、華籠、経本、経巻、三方につ
いて説明している。講義では改めて各々法具の使用方法、注意点を講説の上、実物を受講者に扱って
いただきたい。また、四（三）奉請散華、礼讃散華を講師指導のもと受講者に実演練習させる。
　表白・宣疏では、登高座の有無や諸注意事項の講説と威厳ある読み方の工夫を紹介し、実演練習
を組み入れる。
　回向では、“功徳を廻し向ける”という教義解釈の確認ではなく、五重相伝会などにおいてみら
れる特殊な節回しのスキルを勉強することを目的に据える。

令和2年 3月27日（金）
午前9時45分 から 午後4時30分 まで

9：15 受付

9：45 開講式

10：00 講義①

12：00 休憩

13：00 講義②

14：30 休憩

14：45 講義③

16：15 閉講式

日 時

講 師 一級法式教師 小林 常晋 （大阪教区 正縁寺 住職）

● 時間割 ● 講義概要

一級法式教師　小林常晋
　

【調整中】
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●テーマに関する質問事項の事前受付について .........................................................................

案内通知同封の質問事項記入用紙にて、テーマに関する疑問点等をご記入いただけます。
提出いただいた質問は事前に講師にお渡しし、講義の中で回答いただきます。
※時間等の都合上、全ての質問に回答できかねる場合がございます。予めご了承ください。

●開催場所（申込・問合先）  ...............................

場所：浄土宗教化研修会館（源光院）
申込・問合先：教化研修本部
〒605 -0062 京都市東山区林下町416番地
TEL 075 -744 -0360　FAX 075 -744 -0363
Eメール kenshu-honbu@jodo.or.jp

●申込方法  ........................................................

各種申込頁「実践講座各種申込書」に必要事項
を記入のうえ、FAX、郵送又はEメールにてお
申し込みください。

●受講対象  ........................................................

本宗教師

●募集定員  ........................................................

70名（先着順）

●昼食について  ................................................

ご希望の方には昼食をご用意いたします。
当日、受付にて昼食代1,000円を徴収させてい
ただきます。

●宿泊について  ................................................

ご希望の方は開催前日に限り教化研修会館
（源光院）で宿泊いただけます。
（遠方先着順・寝具代2,000円要）

●注意事項  ........................................................

◦自家用車でのお越しはご遠慮ください。公
共交通機関をご利用ください。

◦服装は平服の上から道衣（改良服）または洋
式道衣（伝道服）、袈裟、数珠の着用をお願い
します。
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実践講座『御法語』編と布教編
連携企画のご案内

「本宗の教師は布教伝道を行うものとする」
（布教伝道規程第2条）

　平成30年度より浄土宗教化研修会館（源光院）では、実践講座『御法語』編にて「法然上人の
お言葉�─元祖大師御法語─」（総本山知恩院布教師会発刊）をテキストに、『御法語』を正しく
読み解く講座を連続開講しております。
　また、平成28年度より実践講座（布教編）においては、法話の構成・組み立て方・季節の話材
紹介や実演布教を通して、年中行事法話や通夜・年忌法要における法話についてご研鑽いただ
く機会を設けてまいりました。
　令和元年度、両講座のテーマを『元祖大師御法語～法然上人の御言葉に込められた心～』に
統一し、『御法語』を学び、『御法語』に込められた法然上人のみ心を伝えるための講座として
タイアップ講座として開講いたします。

『御法語』編
テーマとなる『御法語』が説かれた経
緯の解説や、『御法語』を正しく理解
する上でのポイントの紹介、全文の解
説や講師による補足・関連法語の紹
介を通して、“法然上人の御言葉に込
められた心”を正しく受け止める。

布教編
『御法語』編にて講説の“法然上人の
御言葉に込められた心”を、いかにし
て檀信徒はじめ一般社会へと伝える
か、特に通夜・年忌法話のお話の中で、
どのように法然上人の心を説き、故人
の往生浄土をお伝えするかについて、
講師による実演を交えつつ学ぶ。

統一テーマは
『元祖大師御法語 ～法然上人の御言葉に込められた心～』

学 伝
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実践講座
― 『御法語』編（第8回） ―

「自身安穏」「乗仏本願」「難修観法」
　本講座では『元祖大師御法語』を読み解き、改めて法然上人の御教えを感じ日々の教化活動等に
活用していただきたく開講いたします。
　今年度は、布教編とのタイアップにより檀信徒はじめ一般社会へ伝えるべき法然上人のお言葉、
込められた心を正しく受け止め、次に続く布教編へと繋ぎます。
　法然上人の教えを正しく伝えるためにはまず、教えを正しく受け止める必要があります。この
機会に、共に『元祖大師御法語』法然上人の御言葉に込められた心を読み解きましょう。

令和2年 2月25日（火）
午前10時 から 午後4時30分 まで

9：30 受付

10：00 開講式

10：30 講義①

12：00 休憩

13：00 講義②

14：30 休憩

14：45 講義③

16：15 閉講式

日 時

講 師 華頂短期大学准教授・総本山知恩院浄土宗学研究所副主任
　　　　　　　　　　　　　伊

い と う

藤 茂
も じ ゅ

樹（奈良教区称念寺 住職）

● 時間割 ● 講義概要

前篇第十八「自身安穏」
　念仏は誰にでもできる簡単な行とはいえ、唱え続けるには、自身の生
活環境を整えることも大事でしょう。在家者として唱えるか、出家者とし
て唱えるか。一人で申すか、みんなで唱えるか。配偶者や子供は。念
仏者としてのあり方を、法語より学びます。

前篇第十九「乗仏本願」
　念仏は誰もが救われるといいますが、やはり、他力本願に乗じるか乗
じないという事は、気になるところではないでしょうか。法語には、阿弥
陀仏の本願に乗じるべきあり方が示されています。阿弥陀仏の本願に
乗じるとはどのようなことか、法語より学んでゆきたいと思います。

前篇第二十「難修観法」
　平安時代の念仏は、観想念仏が主流でした。しかし、成し遂げるに
は、集中力や気持ちの持ち方も必要で、凡夫が成し遂げるには難しい
ものです。せっかく観想しても、立派な仏師が造る仏像には程遠い。
だからこそ、浄土宗の念仏は、称名が最も大事な行といえます。観想・
称名念仏のあり方を、法語より理解します。

連携企画
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実践講座 連携企画

実践講座
― 布教編（第4回） ―

「自身安穏」「乗仏本願」「難修観法」
本講座は令和元年度、実践講座『御法語』編とのタイアップにより、『元祖大師御法語』をテーマ

にいただき、“法然上人の御言葉に込められた心”を檀信徒はじめ一般社会へとお伝えすることを
目的に開講いたします。
　講義では安永宏史先生による原稿作成のポイントや講説をはじめ、布教の第一線で活躍されて
いる方をお招きした布教実演などを通して、通夜・年忌・年中法要の法話の中でいかにして法然上人
のみ心をお伝えできるか、を学びます。
　先の『御法語』編のポイントを踏まえ、実践・活用できる『御法語』法話を会得しましょう。

令和2年 2月26日（水）
午前9時45分 から 午後4時30分 まで

9：15 受付

9：45 開講式

10：00 講義① （120分）

12：00 休憩

13：00 講義② （90分）

14：30 休憩

14：45 講義③ （90分）

16：15 閉講式

日 時

講 師

実演
布教師

大本山善導寺布教師会副会長・布教師養成講座常在指導
　　　　　　　　　　　　　安

や す な が

永 宏
こ う し

史（福岡教区 生往寺 住職）

大本山金戒光明寺布教師会会長 日
く さ か べ

下部 謙
け ん し

旨（兵庫教区 慶光寺 住職）

● 時間割 ● 講義概要

連携企画

【講義①】【講義③】　
大本山善導寺布教師会副会長・布教師養成講座常在指導員　安永宏史
　法話を志す者にとって大切なことは、「説教師者は常に筆紙を用いて其の説
教の組織を推敲すべし」（『沛雨遺書』）とあるように、常日ごろから法話の構成を
思案して書き起こし、それを声に出して練磨することです。
　今回は実践講座『御法語』編「自身安穏」「乗仏本願」「難修観法」の内容
を踏まえながら、身近な話材を用いて通夜・年忌法話の実演を行います。また話
し手は立ち居振る舞いを常に意識する必要があります。歩き方、礼拝の姿、高座
登り下りの動作、袱紗を開く作法など一つ一つの動作が尊く厳かであれば、これ
もまた仏法を説いていることになるので、基本的な作法・心得について学びます。
【講義②】　
大本山金戒光明寺布教師会会長　日下部謙旨
　先日、葬儀社の方から「最近、お通夜でお導師が法話をしてくださるのは二割
ほどです。おまいりされた方は聞きたいんじゃないでしょうか」と伺った。
　現状に驚きつつ、このことを若い僧侶に伝え、考えられる法話をしない理由

4 4 4 4 4 4 4 4

を
尋ねたところ、「話すのが苦手だから」「何をどのように話したらよいのかわからな
いから」「法話の必要性を感じていないから」「先代住職もやっていなかったか
ら」・・・と応えてくれた。
　今回、このような現状を踏まえ、「自信をもって法話を実践する」ために、また、
一歩踏み出してもらいたく、「自身安穏」「乗仏本願」「難修観法」の御法語を通
して、話材を紹介しながらお話いたします。「むずかしいことをやさしく　やさしい
ことをふかく　ふかいことをゆかいに　ゆかいなことをまじめに・・・」井上ひさし
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●開催場所（申込・問合先）  ...............................

場所：浄土宗教化研修会館（源光院）
申込・問合先：教化研修本部
〒605 -0062 京都市東山区林下町416番地
TEL 075 -744 -0360　FAX 075 -744 -0363
Eメール kenshu-honbu@jodo.or.jp

●申込方法  ........................................................

各種申込頁「実践講座各種申込書」に必要事項
を記入のうえ、FAX、郵送又はEメールにてお
申し込みください。

●受講対象  ........................................................

本宗教師

●募集定員  ........................................................

70名（先着順）

●昼食について  ................................................

ご希望の方には昼食をご用意いたします。
当日、受付にて昼食代1,000円を徴収させてい
ただきます。

●宿泊について  ................................................

ご希望の方は開催前日に限り教化研修会館
（源光院）で宿泊いただけます。
（遠方先着順・寝具代2,000円要）

●注意事項  ........................................................

◦自家用車でのお越しはご遠慮ください。公
共交通機関をご利用ください。

◦服装は平服の上から道衣（改良服）または洋
式道衣（伝道服）、袈裟、数珠の着用をお願い
します。

●テキストについて  .........................................

実践講座『御法語』編の講義では『法然上人のお
言葉�─元祖大師御法語─』（総本山知恩院布教
師会�発刊）をテキストとして使用します。お持
ちでない方へは当日受付にて販売いたします。

（一冊税込500円・要実践講座（布教編））
テキストのご購入をご希望の方は申込書のテ
キスト購入希望欄に明記ください。

● 『御法語』編 受講者の声 ● 布教編 受講者の声
◦自坊を離れて、こうして御法語だけに向き合う時

間は有意義。
◦御法語の内容を丁寧に解説していただき、理解

を深めました。
◦檀家さんに御法語のどんなところをどのように伝

えればよいか、その一例を示していただけたの
で参考になった。

◦講座の組み立てもよく、教化に十分利用出来る
と思います。

◦考え方の枝葉がほんの少し見えてきたのが有
難かったです。

◦浄土宗教師が布教する前の心がまえ、法然上人
の教えを正しくうけとめるところからはじめなけれ
ばならない。そのことに、より努めようと思った。

◦僧侶としての心構えの部分が示されたこと、心
に沁みました。基盤としての教学、その上に法
式、またそれらを土台とした布教という位置づけ
は、これからの歩むべき姿、またあるべき姿をあ
らわしている、と思いました。よい話しをいただき
有難かったです。

◦大事な部分を聞いた上で実践していただき、理
解と感じ入ることが出来ました。

◦毎回、先生の方々が違ったやり方、見方が実践でき
るので、自坊でもやってみようと思うことが多いです。

「『御法語』編と布教編の内容が連動してい
るため、より分かり易く、理解が深められた。」
とのお声を多数いただいております。
御参加お待ちしております！！
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実践講座
― 寺院運営編（第1回） ―

寺院の会計実務
〜会計を通して寺院の未来を描く〜

　本講座は、アンケートでも多く要望のある“寺院会計、税に関する事・法律や規則に関する事”を中心に、
現代社会においてどのように寺院を管理運営していくか、受講者からの質問も伺いながら開講します。
　第1回では、昨今、宗教法人に対する税務調査がより厳格化され、従来の実態把握調査から一般企業と
同様の本格的な調査へと変化してきている現状を踏まえ、寺院の適正な会計実務を学びます。
　また、寺院会計を寺院の在り方について考える材料として前向きに捉えるコツを講義いただきます。

令和2年 1月22日（水）
午前9時20分 から 午後4時15分 まで

9：00 受付

9：20 開講式

9：45 講義①

11：15 休憩

11：30 講義②

13：00 休憩

14：00 講義③

15：00 休憩

15：15 講義④

16：15 閉講式

日 時

講 師 税理士 河村 照円 （真言宗智山派阿弥陀院 住職）

● 時間割 ● 講師紹介
寺院運営パートナー合同会社代表 
　自坊のお寺に税務調査が入って
税金を余分に払ったことがきっかけ
で税理士を志す。 現在は寺院会計・
税務に精通した税理士として、 全国
各地の教区・青年会の研修会で講
師をつとめている。また、住職が教化活動に専念できる環境づくり
をお手伝いするため領収書などをそのまま受け取って きちんと整
理された帳簿にする活動も開始。
　住職としての経験も活かして、寺院運営のアドバイスなど財務
改善サポートも行っている。 近年は、お寺の顧問税理士のセカン
ドオピニオンとして依頼も受諾するなど、寺院会計を専門分野とし
て活躍中。
　2010年より2016年まで大正大学みとらセミナーの会計講座を
担当。

対象
教師・寺族
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●質問の事前受付について ................................................................................................................

随時、質問を受け付けます。
申込用紙の質問欄や、QRコードから寺院会計に関する質問をお寄せください。
QRからは講義中にも質問を投稿いただけます。

●開催場所（申込・問合先）  ...............................

場所：浄土宗教化研修会館（源光院）
申込・問合先：教化研修本部
〒605 -0062 京都市東山区林下町416番地
TEL 075 -744 -0360　FAX 075 -744 -0363
Eメール kenshu-honbu@jodo.or.jp

●申込方法  ........................................................

各種申込頁「実践講座各種申込書」に必要事項
を記入のうえ、FAX、郵送又はEメールにてお
申し込みください。

●受講対象  ........................................................

本宗教師及び寺族

●募集定員  ........................................................

70名（先着順）

●昼食について  ................................................

ご希望の方には昼食をご用意いたします。
当日、受付にて昼食代1,000円を徴収させてい
ただきます。

●宿泊について  ................................................

ご希望の方は開催前日に限り教化研修会館
（源光院）で宿泊いただけます。
（遠方先着順・寝具代2,000円要）

●注意事項  ........................................................

•自家用車でのお越しはご遠慮ください。公
共交通機関をご利用ください。

•服装は平服の上から道衣（改良服）または洋
式道衣（伝道服）、袈裟、数珠の着用をお願い
します。

● 講義概要

　「お寺の会計は知り合いに聞きにくいし、誰に聞いていいかわからない」
　そのような声をよく耳にします。教えてくれる人もいないし、教わる場もない、その結果、
「本当にこの方法が正しいのだろうか」と、各寺院にて自己流で会計帳簿を作成している
のが実態だと思います。
　まずは正しい会計の流れと税務の手続きについて、税理士の資格を持つ住職が、お寺
側からの目線で分かりやすく解説します。そのうえで、税務署との対応方法や税務調査で
指摘を受けにくい記録の仕方をお伝えします。さらに会計データをもとに強み・弱みを把握
し、住職の目指すお寺の理想像を資金面から描いていく実践的な講座です。
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実践講座
― 寺院運営編（第2回） ―

墓地の適正な管理運営
　墓石の撤去費用の不払いや永代使用料の返金、墓地の区画整理等で檀家と揉めないためにはどのよう
なことに留意する必要があるでしょうか・・・
　人々のお墓に向けられる意識変化に伴い、どのような問題が起きているのか、今後起きるのか。
　様々な事例を紹介しながら墓地の現状と課題を確認し、これから（未来）の墓地の在り方を共に考え
ましょう。

令和2年 2月5日（水）
午前9時40分 から 午後4時 まで

日 時

対象
教師・寺族

講 師
浄土宗総合研究所主任研究員 戸松 義晴
全日本仏教会顧問弁護士 長谷川 正浩
株式会社アンカレッジ代表 伊藤 照男

9：20 受付

9：40 開講式

10：00 講義①

10：50 休憩

11：00 講義②

11：50 休憩（昼食）

13：00 講義③

13：50 休憩

14：00 講義④

16：00 閉講式

● 時間割 ● 講師紹介
戸松 義晴
1953年生まれ。東京都港区・心光院住職。慶応
義塾大学文学部卒業、ハーバード大学大学院神
学校修士課程修了。公益財団法人全日本仏教
会理事。（写真提供=全日本仏教会）

長谷川 正浩
（公財）日本宗教連盟評議員・学校法人立正大
学学園監事
共編著書「墓地納骨堂をめぐる法律実務」「葬
儀墓地のトラブル相談」
「寺院の法律知識」「寺院運営の税務相談」等

伊藤 照男
東京都港区の浄土宗教師が設立した株式会社
アンカレッジの代表取締役。
北は岩手県、南は福岡県までの全国16寺院で
樹木葬・納骨堂の販売支援を実施中。
1975年生まれ、北海道生まれ、東京都在住。趣
味、サッカー・ブラジリアン柔術。
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●質問の事前受付について ................................................................................................................

随時、質問を受け付けます。
申込用紙の質問欄や、QRコードから墓地管理に関する質問をお寄せください。
講義の中で講師がお答えいたします。
QRからは講義中にも質問を投稿いただけます。

●開催場所（申込・問合先）  ...............................

場所：浄土宗教化研修会館（源光院）
申込・問合先：教化研修本部
〒605 -0062 京都市東山区林下町416番地
TEL 075 -744 -0360　FAX 075 -744 -0363
Eメール kenshu-honbu@jodo.or.jp

●申込方法  ........................................................

各種申込頁「実践講座各種申込書」に必要事項
を記入のうえ、FAX、郵送又はEメールにて
お申し込みください。

●受講対象  ........................................................

本宗教師及び寺族

●募集定員  ........................................................

70名（先着順）

●昼食について  ................................................

ご希望の方には昼食をご用意いたします。
当日、受付にて昼食代1,000円を徴収させてい
ただきます。

●宿泊について  ................................................

ご希望の方は開催前日に限り教化研修会館
（源光院）で宿泊いただけます。
（遠方先着順・寝具代2,000円要）

●注意事項  ........................................................

◦自家用車でのお越しはご遠慮ください。公
共交通機関をご利用ください。

◦服装について
　教師…平服の上から道衣（改良服）または
　　　　洋式道衣（伝道服）、袈裟、数珠被着
　寺族…平服に伝道袈裟（輪袈裟）、数珠被着

● 講義概要

【講義①】 「“攻め”の墓地経営への論点整理」
担当講師：戸松義晴・伊藤照男

新規の墓地経営許可申請、墓地・納骨堂と税、
永代供養、ペット供養・・・。これからの寺院運
営に向けた攻めの墓地経営の論点を提示

【講義②】 「最近実務時に問題となる事例」
担当講師：長谷川正浩

１.墓地規程の作成と見直し　２.墓地管理料
（護持費）と税金　３.ペット霊園　４.墓地の
返還と永代使用料の返還　５.期限付墓地　
６.墓地整理７.墓地の収用８.永代供養墓

【講義③】 「コンサルタント」
担当講師：伊藤照男

樹木葬販売をリードする寺院コンサルタントが
分析する納骨堂・樹木葬・散骨の市況と生活者
ニーズ

【講義④】 「シンポジウム」
MC：戸松義晴
パネリスト：長谷川正浩・伊藤照男

講師全員によるパネルディスカッション。受講者
の質問に答えながら、「これから先の墓地の在
り方・管理の仕方」をテーマに討議
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「日本天台における円頓戒の歴史と戒体義の理解」
天台真盛宗勧学・元龍谷大学教授　寺井 良宣

　中世期（鎌倉末から南北朝期）に、天台宗の比叡
山で円頓戒を復興した学僧達の中心勢力を黒谷流
という。その戒系は初期には叡空・源空の両上人を
仰いでいるが、確立された円頓戒の教義には念仏
思想はこれを含まず、法華経を基盤に即身成仏の考
え方をとる。そして、その戒法は室町時代の真盛上人
（1443-95）以後には、念仏による往生成仏の考え
方と融合する。本講では、天台における円頓戒復興
の中心を担った黒谷流の歴史と、戒体義を中心とす
るその戒法の特色、および念仏との融合形態（戒称
二門）を紹介し、それらについての現代における問題
をともに考えてみたい。

＜本　講＞

「円頓戒のある暮らし ～現世安穏のために～」
佛教大学特別任用教授　齊藤 隆信

　かつて「よくたもつ！」と誓ったはずが、今となっては
「いったい何をどのようにたもつと誓っていたのだろ
う？」と、思い出せないという方もおられるでしょう。
そこで本講義は、
1.円頓戒の伝統的な教え
2.法然上人の円頓戒に対する考え方
3.円頓戒の具体的な実践
4.浄土宗における円頓戒の目的と意義について
それぞれ解説することで、失った記憶を呼びおこし
ていただきます。1400年の歴史がある円頓戒は、先
人の人生を導いてきました。これをうまく活用すれば、
我々の生活も安穏・安心・安全なものになります。

第478回教化高等講習会
（総本山知恩院冬安居道場併修）

テーマ：「円頓戒 ～その教えと授戒～」 協力　浄土宗総合研究所

日 時

場 所

令和2年 1月 29日（水） 午前10時 から
 31日（金） 午後零時30分 まで

総本山知恩院（雪香殿）　〒605-8686 京都市東山区林下町400番地

●日程表

●講題・講師および講義概要

1月29日（水） 1月30日（木） 1月31日（金）

9：00 受付 8：30 受付 8：30 受付

9：30 法然上人御堂参拝 9：00 講義　池上良慶 9：00 冬安居道場　別時念仏会

10：00 開講式 10：40 講義　柴田泰山

9：40
講義　藤本淨彦

（総本山知恩院冬安居道場）
10：30 講義　寺井良宣 12：10 昼食休憩

12：00 昼食休憩 13：00 講義　八橋秀法

13：00 講義　齊藤隆信 14：40 講義　安達俊英 12：00 閉講式

16：10 第1日目終了 16：10 第2日目終了 12：30 全日程終了

1月29日（水）
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「五重相伝につなぐ授戒
　　～布教の立場からの一考察～」

滋賀教区 野洲組 寶泉寺住職　池上�良慶

　選擇本願念佛一行に結帰する事が浄土宗の結論で
あるならば、念佛一行に頼りきるだけの絶対的に深くて
大きな確たる信心が必要である。この信を受け取る事を
目的とするのが五重相伝であるならば、その信を育てる
念佛の助業として授戒があると考える。この筋道は法然
上人が念佛の信心を確立された道そのものとも思える。
今回、五重相伝につなぐ授戒と題し以下について考え
てみたい。
1.授戒の位置付け（法然上人の戒観）
2.五重相伝につなぐ授戒（念佛の助業）
3.念佛と戒の関係（念戒一致問題）

「善導大師と戒」
大正大学非常勤講師
浄土宗総合研究所研究員 柴田�泰山

　本講義では善導大師の『観経疏』における悪や戒
や懺悔に関する所説を整理した上で、善導大師がど
のような戒を提示し、またどのような懺悔を説示してい
るかということを確認した上で、阿弥陀仏信仰におけ
る戒と懺悔のありようについて考察を試みたい。また
この視座において、浄土宗ひいては現代社会におけ
る戒の必要性について言及したい。

（総本山知恩院冬安居道場）

「現代の風潮と授戒の意義
　　～お念佛からはじまる幸せ～」

知恩院浄土宗学研究所嘱託研究員　藤本�淨彦

プロフィール
昭和19年山口教区西蓮寺に生まれる。大学と大学院で
哲学・宗教哲学を学び浄土教思想研究の研鑽を続け、佛
教大学に奉職しドイツ・マールブルク大学神学部客員研究
員ののち教授として浄土宗学の研究と教育に従事（名誉
教授・文学博士）。現在は、知恩院浄土宗学研究所嘱託
研究員・浄土宗総合研究所所長・山口教区西蓮寺住職、
そして社会福祉法人さつき会理事長を勤めている。

◇講義概要
　統一テーマ「円頓戒 ～その教えと授戒～」の各
担当講師による専門的かつ的確な講義に学びつつ、
宗祖の立教開宗の御心を“お念佛からはじまる幸せ”
として味わう姿勢のもとで、「現代の風潮と授戒の意
義」を話題としたい。具体的には、①「現代の風潮」
にスポットライトを当てて②「道徳と倫理」を考え、③

「仏教的生き方」について提示し、④「戒と授戒とお
念佛」という四本の柱を設定して本論を構成し、皆様
と共に考察したいと思います。

「授戒と受戒」
一級法式教師　八橋�秀法

　浄土宗の法式の立場で戒について考えようとする
と、どうしても授戒の儀式作法に主眼を置いた所見
になりがちである。そこで、本講では、授戒だけではな
く、受戒と受戒後のありようについて、浄土宗に伝わっ
てきた法要儀礼を通して考えてみたい。特に、「布薩
戒」と混同されることの多い「布薩」について、儀式
内容を紹介しつつ、その意義を確認し、授戒につい
て考える一助としたい。

「持戒と念仏の関係、及び持戒の実践の問題」
知恩院浄土宗学研究所嘱託研究員　安達�俊英

　持戒と念仏の関係を法然上人の立場、聖冏上人
の伝宗伝戒の立場を中心に紹介する。その中で特に
問題となるのが、六度万行の実践を勧める三聚浄戒
の摂善法戒である。これをどのように理解すべきか、
念戒一致の問題と関係させつつ、考察を試みる。ま
た、戒はやはりそれを守ってこそ意味がある。ところが
戒を受けてもその実践がなされていないのが現状で
ある。どのようにすれば少しでも実践可能か、私なり
の提案をしてみたい。

1月30日（木）

1月31日（金）

次頁へつづく→
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●申込先（問合先）  ............................................

浄土宗教学部
〒605 -0062 京都市東山区林下町400 -8
TEL 075 -525 -0480　FAX 075 -531 -5105
Eメール kyogaku＠jodo.or.jp

●受講対象  ........................................................

本宗教師

●注意事項  ........................................................

（１） 必ず受講証をご持参のうえ、受講願います。
（２） 各講義開始30分を超える遅刻および早

退は、受講認定しませんのでご注意くだ
さい。

（３） 2日間3コマ受講で修了となります。
（４）受講者の服装は、改良服または伝道服

（洋式道衣）に伝道袈裟被着のうえ、受講
願います。

（５）宿泊を希望の方は「和順会館」まで直接お
問合せください。

  問合先　総本山知恩院和順会館運営部
TEL 075 -205 -5013　
FAX 075 -205 -5015
和順会館ホームページ
http://www.wajun-kaikan.jp
※①お問合せの際に「冬安居道場へ参加」
　　とお知らせください。
※②残室の関係上、ご希望に沿えない場
　　合にはご容赦ください。

（６） 受講者の自家用車での登嶺は一切禁止し
ます。公共の交通機関をご利用ください。

（７） 講習会開催期間中、受講者の知恩院食堂
の利用は一切禁止します。

 また、希望者への昼食の提供も行ってお
りません。昼食は各自でご手配ください。

●申込方法  ........................................................

所定の受講申請書（和合132頁に掲載）に必要事
項を記入のうえ、浄土宗教学部に郵送・FAXに
てお申し込みください。（受講申請書は浄土宗
ホームページからもダウンロードできます）。

●申込締切  ........................................................

令和2年1月10日（金）
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令和2年度浄土宗教師修練道場（2次募集）

日 程

場 所

令和2年 4月 1日 から
令和3年 3月 31日 までの1年間

浄土宗教化研修会館（源光院）　
〒605-0062 京都市東山区林下町416

●教育方針  ........................................................

（１）本道場は、宗祖法然上人立教開宗の精神
を体し、時代に即応した優秀な本宗教師
の育成を目的とします。

（２）本道場は自炊による寮生活とし、行学併
修の教育を行います。

※本道場を修了した学衆は、相当の僧階、教
階、式師並びに詠唱講司に叙任もしくは認
定されることがあります

●募集人員  ........................................................

10名
※所定人員に満たないときは開設しない場合

があります。

●入行資格  ........................................................

本宗教師および令和2年3月31日（火）までに
教師資格を取得できる者（年齢・性別不問）

●入行選考日  ....................................................

令和2年3月11日（水）

●入行選考会場  ................................................

浄土宗教化研修会館（源光院）
〒605 -0062 京都市東山区林下町416

●道場経費（年額）  ............................................

入学冥加料 20 ,000円
修学冥加料 300 ,000円

●入行日  ...........................................................

令和2年4月中旬予定
※正式な日程は入行者へ直接連絡します　

●申請方法  ........................................................

入行希望者は、入行願書に必要事項をご記入
のうえ、所属教区教務所を経由のうえ、教化研
修本部に提出してください。
入行願書の請求は、教化研修本部にて受け付
けます。請求の際、所属教区・寺院№・寺院名・
氏名・送付先をお知らせください。

●申込締切  ........................................................

令和2年2月28日（金）

●申込先（問合先）  ............................................

教化研修本部
〒605 - 0062 京都市東山区林下町416
浄土宗教化研修会館（源光院）内
TEL 075 -744 -0360　FAX 075 -744 -0363
Eメール kenshu-honbu@jodo.or.jp

※道場見学について
入行志望者及び師僧の方で道場見学を希望さ
れる方はあらかじめご連絡ください。宗務庁
執務時間（月曜日から金曜日までの午前9時か
ら午後5時まで）に限ります。
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◆開講科目

・浄土学

・仏教学

・布教

・法式

・詠唱

・その他（書道・茶道等）

・特別講義など

◆道場日課（基本的な1日の流れ）

◆年間行事及び法務実習（参考）

 4月 入行宣誓式・入行三千礼拝（3日間）・
清凉寺御身拭式・総大本山御忌

  當麻寺お練り供養
 6月 元黒谷青龍寺にて一昼夜不断念仏
 8月 自坊研修（7月下旬～8月下旬まで）
 10月 念仏行脚・詠唱大会
 11月 十夜法要随喜（法話実演）
 12月 清凉寺仏名会三千礼拝・歳末助け合い

街頭募金活動・自坊研修（年末年始）
 1月 嘉禄の法難念仏行脚
 3月 清凉寺涅槃会・御松明式・成満式

◆受講予定の研修会（講習会）

・教師研修会 ・実践講座
・少僧都研修講座 ・教学・教化高等講習会
 など

◆生活規則など

・一年間の寮での自炊による集団生活です。
・頭髪は剃髪です。
・外泊・外出等は原則的にできません。
・自坊研修期間（8月及び年末年始2週間程度）

があります。
・師僧・寺族との面会は許可制により可能です。
・娯楽用品の持込不可（携帯電話・スマート

フォンの持込可。使用制限あり)。
・自室（居室）は個室です。ただし、入行者数

により相部屋となることや、時期により集
団で寝起きすることに変更することがあり
ます。

・服装は、勤行は黒衣・如法衣、講義は改良服、
日常生活（作務）は作務衣。

・勤行係（導師・維那）、食事係、講師係、作務係
を当番制で行います。

時　間 日　程
4：30 起床
5：00 勤行

　7：00 清掃 ・ 作務
　8：00 小食（朝食）

9：00 講義 ・ 作務 ・ 習礼
12：00 勤行（半斎供養式）
12：45 飯食（昼食）
13：30 講義 ・ 作務 ・ 習礼
17：30 勤行
19：00 薬石（夕食）
20：00 自習 ・ 入浴
22：00 点呼 ・ 就寝

●道場詳細（予定）
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2月18日（火）

「法然上人と東大寺勧進」

華頂短期大学准教授
知恩院浄土宗学研究所副主任 伊藤�茂樹

治承四年、平重衡の焼き討ちにより灰燼に帰した
東大寺は、重源を大勧進として復興を目指す。法
然上人は東大寺大勧進重源の要請により、再建途
上の大仏殿において浄土三部経の講説を行うが、
三部経講説は、開宗以後の上人にとって、大原問
答と共に重要な出来事である。勧進の持つ社会的
意義や浄土教の役割。また南都浄土教を対比しつ
つ、本講義では法然上人の東大寺講説の意義を述
べてゆきたい。

2月18日（火）・19日（水）

＜本　講＞

「法然仏教成立論・私考
─「八宗、九宗みないずれをも我が宗の
中に一代を摂めて聖道浄土の二門とは
分つなり」（東大寺十問答）─」

浄土宗総合研究所所長　藤本 淨彦

与えられたテーマに沿って、開宗の「み心とみ教
え」を基〈もとい〉・礎〈いしずえ〉とする宗祖の生
き方と教行実践を通して話題を捉えたいと思いま
す。具体的には、「三学の器に非ず」の自己と共に
すべての人びと(凡夫)が救われる「凡入報土の教
え」を確信し立教開宗した以後の、五十八歳の東大
寺『三部経』講説から六十二歳頃の師秀への逆修説
法、そして六十六歳の『選択本願念仏集』撰述へと

第114回教学高等講習会
テーマ：「日本仏教の中の浄土教」 協力　浄土宗教学院

日 時 場 所令和2年 2月18日（火） 午前10時から
 21日（金） 午後4時30分まで

大本山増上寺（光摂殿大広間）
〒105-0011 東京都港区芝公園4-7-35

2月18日（火） 2月19日（水） 2月20日（木） 2月21日（金）
9：30 受付  8：30 受付 8：30 受付  8：30 受付  

10：00 開講式 【大殿】

 9：00  講義　藤本淨彦  9：00 講義　坪井剛司 9：00 講義　平岡 聡
10：30  講義　伊藤茂樹

12：00 休憩  12：00  休憩  12：00  休憩  12：00  休憩  

13：00 講義　藤本淨彦  13：00 講義　中野正明  13：00 講義　藤堂俊英
 13：00 講義　林田康順

 16：00  閉講式

  16：00 第1日目終了  16：00 第2日目終了  16：00 第3日目終了 16：30  全日程終了

●日程表

●講題・講師

次頁へつづく→
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至る教行において、宗祖自らの課題解決とともに
開き示された仏教の成立に注目します。本講義で
は、それを「法然仏教成立論」として点描的ですが
私的に考察してみたい。

2月19日（水）

「七箇条制誡をめぐる諸問題 
　　　─初期浄土宗の実態─」

京都華頂大学学長　中野�正明

元久元年（1204）11月7日～9日にかけて190名の
門弟に署名のうえ誡飭を促した「七箇条制誡」は、
法然上人の専修念仏への批判が強まるなか南都北
嶺周辺へのいらぬ刺激を避けることを目的に起草
されたものと考えられるが、承安5年（1175）法然
上人の浄土宗開宗より30年後の初期浄土宗の実
態を窺うには好史料である。とくに具体的な署名
の方法や順番を探ることにより当時の門弟たちの
構造が浮き彫りになるとともに、初期浄土宗を取
り巻く厳しい環境の実像が見えてくる。「七箇条
制誡」に焦点をあて初期浄土宗の実態を探ってみ
たい。

2月20日（木）

「　（調整中）　」
知恩院浄土宗学研究所嘱託研究員　坪井�剛司

調整中

「『逆修説法』講説」
知恩院浄土宗学研究所主任　藤堂�俊英

宗祖が門弟安楽房遵西の父で外記という官職に
あった中原師秀に請われて行った逆修法会におけ
る第一七日から第六七日にわたる御説法の聞書き
は、『逆修説法』や『法然聖人御説法事』として伝
わっている。その全六席にわたる御説法は阿弥陀
仏の身・土・名号などに備わる功徳が主題となって
いる。その中から『選択集』や他の法語類には見ら
れない特色的な教説を、教理史的な視点から取り
上げる。

2月21日（金）

「変容する浄土教容 
　　─なぜ仏教は変容するのか？─」

京都文教学園学園長・京都文教大学学長
京都文教短期大学学長 平岡�聡

今からおよそ2500年前にインドで興起した仏教
は、時代や地域の影響を受け、多様な変容を遂げ
た。とくに古代インドの初期仏教（自力で菩提を
成就する仏教）と中世日本の法然仏教（他力で救
済を願求する仏教）とを比較すれば、その違いは
一目瞭然である。
ではなぜ仏教はこのように変容するのか。またそ
の変容は是か非か。この問いに答えることは、と
りもなおさず仏教という宗教の本質を探る作業に
もなるだろう。本講義では、変容の要因および浄
土教の変容について解説する。

「法然上人による浄土立教開宗の意義 
　　　　　　　　─凡入報土の開示─」

大正大学浄土宗学監　林田�康順
法然上人による浄土宗の立教開宗は、凡夫から仏
への主人公の転換であり、仏教のあり方を根本か
ら問い直すものでした。法然上人は、多くの人々
から「智慧第一」と讃えられながらも、煩悩を断絶
し難い自己のありのままの姿をしっかりと見つめ
られ、私達が修すべき行の選び取り（選択）の主体
を凡夫の側から仏の側へと転換・昇華されたので
す。このことは実に画期的なことであり、これに
よって凡入報土が成立することとなるのです。開
宗850年を間近に控えた今、本講義では、あらた
めて法然上人による浄土立教開宗の意義につい
て、念仏観の転換という視点を中心に学んでいき
たいと思います。
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●受講対象  ........................................................

本宗教師

●申込方法  ........................................................

所定の受講申請書（和合133頁に掲載）に必要
事項を記入のうえ、浄土宗教学部に郵送・FAX
にてお申し込みください。

（受講申請書は浄土宗ホームページからもダウ
ンロードできます）。

●申込締切  ........................................................

令和2年2月7日（金）

●注意事項  ........................................................

（１）必ず受講証をご持参のうえ、受講願います。
（２）各講義開始30分を超える遅刻および早退

は、受講認定しませんのでご注意ください。
（３）3日間6コマ受講で修了となります。
（４）受講者の服装は、改良服または伝道服（洋

式道衣）に伝道袈裟被着のうえ、受講願い
ます。

（５）宿泊については各自で御手配ください。
（６）受講者の自家用車での登嶺は一切禁止し

ます。公共の交通機関をご利用ください。
（７）講習会開催期間中、受講者の本山食堂の

利用は一切禁止します。
また、希望者への昼食の提供も行ってお
りません。昼食は各自でご手配ください。

●申込先（問合先）  ............................................

浄土宗教学部
〒605 -0062 京都市東山区林下町400 -8
TEL 075 -525 -0480　FAX  075 -531 -5105
Eメール kyogaku＠jodo.or.jp

59和合　令和2年　1月号



五重相伝研修講座

●申込方法  ........................................................

所定の申請書に必要事項を記入のうえ、浄土
宗教学部に提出してください。所定の申請書
の請求は、郵便・FAX・TEL・Eメールにて受け
付けます。なお、郵便・FAX・Eメールでの請求
は、所属教区・寺院№・寺院名・氏名・送付先を
明記のうえ、浄土宗教学部にご請求ください。
また、昼食は用意しておりますが、宿泊は各自
で手配願います。

●申込締切  ........................................................

令和2年1月20日（月）必着

●参加費  ...........................................................

5 ,000円
申請後、速やかに次の口座にお振り込みくだ
さい。

●申込先（問合先）  ............................................

浄土宗教学部
TEL 075 -525 -0480 FAX 075 -531 -5105
Eメール kyogaku@jodo.or.jp

●受講対象  ........................................................

本宗教師

●募集定員  ........................................................

50名

●研修内容  ........................................................

本講座は、五重相伝を基礎から学ぶことを目
的とする。さらに、本講座を修了した受講生が
自信をもって五重相伝を開筵できることを目
指すものである。今回は、五重相伝開筵準備、
入行式について研修を行う。

●テキスト  ........................................................

研修会当日、配布いたします。

●服　装  ...........................................................

改良服、伝道袈裟（または威儀細）、念珠

日 時

場 所

令和2年 2月7日（金） 午前10時 から 午後5時 まで

愚鈍院（宮城教区第二組№14）
〒984-0051 宮城県仙台市若林区新寺三丁目12番17号
TEL 022-256-6057 FAX 022-299-3555

総本山知恩院浄土宗学研究所
嘱託研究員� 安達�俊英
法儀司� 大澤�亮我
総本山知恩院布教師� 阪口�祐彦

●講　師

振込先（ゆうちょ銀行払込）
加入者名　　　浄土宗宗務庁
振替口座番号　０１０５０－０－２１４９

●日　程

9：30 受付 14：00 講義③五重相伝の作法について
大澤亮我

10：00 開講式 15：20 休憩

10：20 講義①五重相伝概説
安達俊英 15：30 講義④入行式の実演・実習

安達俊英／大澤亮我／阪口祐彦

11：40 昼　食 16：50 質疑応答

12：30 講義②五重相伝開筵にあたって
阪口祐彦 17：00 閉講式

13：50 休憩

※上記日程から一部変更となる場合があります。
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浄土宗では、視聴覚伝道の有効ツールである『パネルシアター』の制作から実演までを学んで
いただく研修会を全国各地で継続的に開催しています。
　このたび、パネルシアター委員会の髙橋司先生と辻本良明先生を講師に迎え、パネルシアター
の鑑賞・制作・実演を1日で集中して行う研修会を開催いたします。
　ご興味のある方は、ぜひこの機会にご参加いただきますようご案内申しあげます。

日 程

場 所

令和2年 2月18日（火） 
午後1時 から 午後4時 まで（予定）

建中寺 （尾張教区 名古屋組）
〒461-0003 
愛知県名古屋市東区筒井一丁目7-57

【交通の便】
市バス東区役所停留所より徒歩5分
地下鉄車道駅より徒歩10分

令和元年度

パネルシアター1日集中研修会

●内　容  ...........................................................

パネルシアターの鑑賞・制作・実演練習

●参加費  ...........................................................

2 ,000円（教材費含む）

●その他  ...........................................................

・定員になり次第、締切りとさせていただき
ます。

・研修用教材は当日お渡しいたします。

●申込先（問合先）  ............................................

浄土宗社会部（担当：古田）
〒105 -0011 東京都港区芝公園4-7 -4
TEL 03 -3436 -3351　FAX 03 -3434 -0744
Eメール syakai@jodo.or.jp

●主　催  ...........................................................

浄土宗・パネルシアター委員会（社会部管轄）

●参加対象  ........................................................

僧侶・寺庭婦人・保育関係者他、どなたでも参
加できます。

●定　員  ...........................................................

30名

●タイムスケジュール（予定）

12：30 受付開始

13：00 講師によるパネルシアター講義・実演

14：30 パネルシアターの制作　

15：30 実演練習

パネルシアター委員会委員長
佛教大学教育学部教授 髙橋�司

パネルシアター委員会委員
長崎教区大諫組善隣寺副住職 辻本�良明

●講　師

新着
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テーマ：「花まつり」

浄土宗では、パネルシアターの実演者を養成する研修会を開催しております。今回は、仏教行事である
「花まつり」をテーマに、パネルシアターの鑑賞・制作・実演指導を行う予定です。
　ご寺院や保育園・幼稚園での「花まつり」行事にて、お釈迦様の誕生をわかりやすく伝えるために、
ぜひパネルシアターをご活用ください。
　ご興味のある方は、この機会にご参加いただきますようご案内申しあげます。

日 程

場 所

令和2年 1月31日（金）午後1時 から 4時 まで（予定）

浄土宗宗務庁 東京第2会議室
〒105-0011 東京都港区芝公園4-7-4

令和元年度

パネルシアター実演者養成研修会

●参加対象  ........................................................

教師・寺庭婦人・保育関係者・宗門関係学校生

●定　員  ...........................................................

20名（先着順）

●参加費  ...........................................................

2 ,000円（制作教材を含む）

●申込先（問合先）  ............................................

浄土宗社会部
〒105 -0011 東京都港区芝公園4-7 -4
TEL 03 -3436 -3351　FAX 03 -3434 -0744
Eメール syakai@jodo.or.jp

パネルシアター委員会委員
千葉教区葛飾組医王寺住職　

八木�英哉
パネルシアター委員会委員
東京教区城南組戒法寺寺庭婦人　

長谷川�三惠

●講　師
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テーマ：「心に残る童謡・童話」

　浄土宗では、パネルシアターの実演者を養成する研修会を開催しております。今回は、「心に残る童
謡・童話」をテーマに、作品の観賞と実演の個別指導を中心に行う予定です。
　子どもから大人まで楽しめる童謡や童話は、共通の話題となり、人と人との縁を繋ぐことができます。
そして今回の研修会では、学ぶ機会が少ない“実演”に焦点を当てた研修会を予定しております。また
当日はパネルシアター作品のお土産をご準備しています。
　お寺での法話会や子ども会、幼稚園や保育園の諸行事などでパネルシアターをぜひご活用ください。
　ご興味のある方は、この機会にご参加いただきますようご案内申しあげます。

日 程

場 所

令和2年 1月17日（金）午後1時 から 4時 まで（予定）

浄土宗教化研修会館
〒605-0062 京都市東山区林下町416

令和元年度

パネルシアター実演者養成研修会

●参加対象  ........................................................

教師・寺庭婦人・保育関係者・宗門関係学校生

●定　員  ...........................................................

20名（先着順）

●参加費  ...........................................................

2 ,000円

●申込先（問合先）  ............................................

浄土宗社会部
〒105 -0011 東京都港区芝公園4-7 -4
TEL 03 -3436 -3351　FAX 03 -3434 -0744
Eメール syakai@jodo.or.jp

淑徳大学教育学部准教授
パネルシアター教育研修会代表　

藤田�佳子

●講　師
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●受講資格  ........................................................

本宗宗徒（義務教育を修了した18歳以上の宗徒）

●開講科目  ........................................................

仏教学の基礎・浄土学の基礎・釈尊の生涯と思
想・法然上人の生涯と思想・御法語・仏教と人
権・法式

●受講手続  ........................................................

（１）提出書類
①助教師養成講座受講願書兼別開五重相

伝入行許可申請書（写真貼付） 2通
※4枚申請用紙の宗務提出用（1枚目）と

道場提出用（4枚目）を提出
※道場提出用には申請前3カ月以内に撮影

した写真（縦30mm 横30mm）を貼付
②健康診断書（助教師養成講座兼別開五

重相伝用） 1通
※3カ月以内に診断したもの
③受講に関する自己申告書  兼  師僧所見票

 1通
（２）申込方法

受講希望者は、提出書類を揃えて所属教
区教務所を経由し、浄土宗教学部に提出
してください。
願書の請求は、浄土宗教学部にて受け付
けます。郵便・FAX・Eメールでの請求の
場合は、所属教区・寺院№・寺院名・氏名・
送付先を明記してください。

●申込締切日  ....................................................

令和2年1月6日（月）必着
※締切日以後の申請は受理いたしません。

●道場冥加  ........................................................

90 ,000円
※申請後、速やかにつぎの口座へお振込みく

ださい。
※入行許可後に入行辞退された場合、既納の

道場冥加は返金できない場合がありますの
でご了承願います。

●注意事項  ........................................................

（１）受講開始後4年以内に全期を修了しなけ
ればなりません。

（２）第1期、第2期修了後、別開五重相伝を受け、
満行しなければ助教師は叙任されません。

（３）受講期間中は原則として道場からの外出
を許可しません。

（４）自家用車での登嶺は一切禁止します（送
迎は除く）。

（５）開講中の面会及び飲食物等の差し入れは
一切禁止します。

（６）受講者に対する見舞金、祝金等は一切預
かりません。

助教師養成講座（第1期）
日 程

場 所

令和2年 1月30日（木） から 2月12日（水） まで

大本山光明寺
〒248-0013 神奈川県鎌倉市材木座六丁目17番19号
TEL 0467-22-0603　FAX 0467-22-0622

振込先（郵便振替）
加入者名　　　浄土宗宗務庁
振替口座番号　０１０５０－０－２１４９
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（７）開講前日の宿泊希望者は、直接当該道場
にお申し込みください。
※宿泊料は当該道場の規定によります。

（８）宅配便等による荷物の道場への事前送付
は一切禁止します。

（９）飲食物・雑誌・新聞・電化製品（携帯電話・テ
レビ・パソコン・その他）・娯楽品等の持ち
込み、公衆電話の使用は一切禁止します。

（10）所属寺院において一宗課金等滞納の場合
は申請書を受理しません。

（11）所定人員（10名）に満たない時は開設し
ない場合があります。

（12）その他ご不明な点は、浄土宗教学部まで
お問い合わせください。

●携行品  ...........................................................

（１）教科書
『折本 浄土三部経（浄土宗聖典版）』『浄土
宗法要集（上・下巻）（新訂改版 Ａ5判）』

『元祖大師御法語（前篇）』『教師養成道場
勤行式』『新訂仏教学概論』『平等へのめざ
め』『ビジュアル法然上人』※『法然上人の
お言葉︲元祖大師御法語︲』
※教科書は1期・2期を通じて使用します。
※受講にあたっては、教科書を予習し、日

常勤行は師僧から十分指導を受けてお
いてください。

※『法然上人のお言葉︲元祖大師御法語︲』
は浄土宗出版では取り扱っておりませ
ん。助教師養成講座受付にて販売いた
します。

（２）服装
黒衣（無地）・如法衣（茶系）・改良服・白衣・
腰紐・念珠・威儀細（黒または茶の無地）・
作務衣（黒・紺・茶系）・白足袋・草履（白鼻）
※第1期は冬物、第2期は夏物を用意して

ください。
（３）その他

健康保険証・筆記用具・携帯裁縫道具・傘・
日用品等
※期間中は外出を許可しないので、その他

必要なものは揃えておいてください。

●申込先（問合先）  ............................................

浄土宗教学部
〒605 -0062 京都市東山区林下町400 -8
TEL 075 -525 -0480　FAX 075 -531 -5105
Eメール kyogaku@jodo.or.jp

浄土宗出版　（テキスト販売）
〒105 -0011 
東京都港区芝公園4-7 -4 明照会館内
TEL 03 -3436 -3700　FAX 03 -3436 -3356
Eメール syuppan@jodo.or.jp　
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教師研修（少僧都研修）講座
日 程

場 所

A期 Ａ⊖Ⅰ 教化研修会館（源光院） 令和元年 5月 11日（土） 午前10時30分 から  
     12日（日） 午後6時 まで 終了しました

 Ａ⊖Ⅰ 佛教大学 令和元年 8月 22日（木） 午前10時30分 から 
     23日（金） 午後6時 まで 終了しました

 Ａ⊖Ⅱ 佛教大学 令和元年 8月 24日（土） 午前9時 から 
     25日（日） 午後3時30分 まで 終了しました

 Ａ⊖Ⅱ 教化研修会館（源光院） 令和元年 11月 23日（土） 午前9時 から 
     24日（日） 午後3時30分 まで 終了しました

B期 Ｂ⊖Ⅰ 教化研修会館（源光院） 令和元年 6月 15日（土） 午前10時30分 から 
     16日（日） 午後6時 まで 終了しました

 Ｂ⊖Ⅱ 教化研修会館（源光院） 令和2年 1月 18日（土） 午前9時 から 
     19日（日） 午後3時30分 まで

 Ｂ⊖Ⅰ 大正大学 令和2年 2月 22日（土） 午前10時30分 から 
     23日（日） 午後6時 まで

 Ｂ⊖Ⅱ 大正大学 令和2年 2月 24日（月） 午前9時 から 
     25日（火） 午後3時30分 まで

大正大学 
〒170-8470 東京都豊島区西巣鴨3-20-1 TEL 03-3918-7311

佛教大学 
〒603-8301 京都市北区紫野北花ノ坊町96 TEL 075-491-2141

教化研修会館（源光院） 
〒605-0062 京都市東山区林下町416 TEL 075-744-0360
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次頁へつづく→

●受講資格  ............................................................

（１）教師養成道場の修了者で、平成20年度以降
の伝宗伝戒道場に入行し、成満日に僧階「律
師」が叙任され、現僧階が「律師」の者

（２）平成20年度以降の律師検定試験に合格後、
伝宗伝戒道場に入行し、成満日に僧階「律
師」が叙任され、現僧階が「律師」の者

（３）大正大学または佛教大学において、教師資
格取得の必要単位を修得した者で、平成20
年度以降の伝宗伝戒道場に入行し、成満日
に僧階「律師」が叙任された後「少僧都」進
叙任18単位を修得せず、大正大学ならびに
佛教大学を卒業または退学し、現僧階が「律
師」の者

●申込方法  ........................................................

受講希望者は、申請書に必要事項をご記入のう
え、所属教区教務所を経由のうえ、浄土宗教学部
に提出してください。申請書の請求は、浄土宗教
学部にて受け付けます。請求の際、所属教区・寺院
№・寺院名・氏名・送付先をお知らせください。な
お、「案内資料請求書」（別頁）をご活用ください。

Ａ⊖Ⅰ ・ Ｂ⊖Ⅰ Ａ⊖Ⅱ ・ Ｂ⊖Ⅱ
1日目 2日目 1日目 2日目

8：30 受付 8：30 受付 8：30 受付

9：00 講義① ｰ 5         9：00 開講式 9：00 講義④ ｰ 1

  10：00 受付 10：10 休憩 オリエンテーション 10：10 休憩

        10：30 開講式 10：20 講義① ｰ 6 9：30 講義② ｰ 1 10：20 講義④ ｰ 2

オリエンテーション 11：30 休憩 10：40 休憩 11：30 休憩

11：00 講義① ｰ 1 11：40 講義① ｰ 7 10：50 講義② ｰ 2 11：40 講義④ ｰ 3

12：10 休憩 12：50 休憩 12：00 休憩 12：50 休憩

13：10 講義① ｰ 2 13：50 講義① ｰ 8 13：00 講義② ｰ 3 13：50 閉講式

14：20 休憩 15：00 休憩 14：10 休憩 14：10 休憩

14：30 講義① ｰ 3 15：10 講義① ｰ 9 14：20 講義③ ｰ 1 14：20 試験②

15：40 休憩 16：20 閉講式 15：30 休憩 15：30 解散

15：50 講義① ｰ 4 16：40 休憩 15：40 講義③ ｰ 2

  17：00 解散 16：50 試験① 16：50 休憩 ※Ｂ期-Ⅱのみ
　宗務説明あり18：00 解散   17：00 講義③ ｰ 3

18：10 解散

●基本日程

※上記は日程案ですので変更する場合があります。予めご了承ください。
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●講義科目およびコマ数について

※講義時間はいずれの科目も1コマ70分

※Ａ-Ⅰ、Ａ-Ⅱ、Ｂ-Ⅰ、Ｂ-Ⅱそれぞれ9コマ合計36コマを履修

Ａ 期

開講期 科目群 科目名 日程 コマ数

Ａ⊖Ⅰ 浄土学に関する科目群 浄土宗聖典の思想（三部経・選択集の講読） 講義① 9コマ

Ａ⊖Ⅱ 仏教学に関する科目群

インド仏教史 講義② 3コマ

中国仏教史 講義③ 3コマ

各宗概論 講義④ 3コマ

B 期

開講期 科目群 科目名 日程 コマ数

B⊖Ⅰ 浄土学に関する科目群 浄土列祖の思想（各種聖典の講読） 講義① 9コマ

B⊖Ⅱ 
現代社会と教団に関する科目群

現代宗教論 講義② 3コマ

現代教化論 講義③ 3コマ

僧侶の実践に関する科目群 伝道学 講義④ 3コマ

●受講諸経費  ........................................................

受講冥加料はありません。ただし、交通費、宿泊
費および食費については、個人負担となります。

●注意事項  ............................................................

（１）本講座は、僧階「律師」に叙任された者が、
「少僧都」に進級するための研修です。

（２）本講座は、Ａ期およびＢ期の2期制で開講い
たします。なお、平成30年度よりＡ期およ
びＢ期をＡ -Ⅰ、Ａ -Ⅱ、Ｂ -Ⅰ、Ｂ -Ⅱの4回
に分けて各期2回開講いたします。

（３）Ａ期またはＢ期ならびにⅠまたはⅡのどれ
からでも受講することができます。また、
会場の大正大学ならびに佛教大学について
は、隔年で入れ替え開講いたします。

（４）研修形式は通学研修（スクーリング制）です。

（５）受講者は、2日間を通して科目ごとに定めら
れた講義全コマを受講しなければ、試験を
受けることはできません。

（６）本講座は、Ａ期（Ⅰ、Ⅱ）およびＢ期（Ⅰ、Ⅱ）
の全科目全コマを受講し、試験に合格する
ことによって修了となります。

（７）本講座の受講者は、受講後4年以内に全期を
修了しなければなりません。

（８）所属寺院において、一宗課金等滞納の場合
は受講申請書を受理いたしません。

（９）自家用車での受講は一切禁止します。公共
の交通機関をご利用ください。

（10）受講者の服装は、改良服または伝道服（洋式
道衣）に伝道袈裟被着のうえ、受講願います。

（11）昼食については、休憩時間中に各自でおと
りください。
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（12）宿泊については、各自でお手配ください。
  なお、教化研修会館（源光院）での開講日

（前泊ならびに1日目）に限り、教化研修
会館（源光院）にてご宿泊いただけます。
ご希望の場合は、各講座締切日までに、お
電話にてお申込みください（寝具代2,000
円要）。

  締切日以後のお申込みについては、お受
けできません。

（13）日程及び持ち物の詳細は、お申し込み後、
別途ご案内いたします。

●僧階「少僧都」進級並びに学階「得業」授与  .......

（１）僧階「少僧都」進叙任の条件は、本講座の
全期（Ａ期およびＢ期）を修了しているこ
と、「律師」叙任後5年以上が経過してい
ること、および教階「輔教」以上を有して
いることが条件となります（「少僧都」進
級に関しての功績点は必要ありません）。

（２）僧階「少僧都」申請時に冥加料として、
50 ,000円が必要です（教区冥加料別途）。

（３）本講座修了による僧階「少僧都」進叙任
者は、学階新授与申請を提出することに
より、学階「得業」を取得することができ
ます。また、功績点については、僧階「少
僧都」へ進叙任と同時に、功績点50点に
達するよう相当分の点数が付加されます

（※叙任時に功績点50点以上を有してい
る者への功績点付加はありません）。

●申込締切  ........................................................

Ａ期
 • Ａ-Ⅰ　教化研修会館（源光院）
 終了しました

 • Ａ-Ⅰ・Ⅱ　佛教大学
 終了しました

 • Ａ-Ⅱ　教化研修会館（源光院）
 終了しました

Ｂ期
 • Ｂ-Ⅰ　教化研修会館（源光院）
 終了しました

 • Ｂ-Ⅱ　教化研修会館（源光院）
 終了しました

 • Ｂ-Ⅰ・Ⅱ　大正大学
 令和2年1月22日（水）
※締切日以後の申請は受理いたしません。

●申込先（問合先）  ............................................

浄土宗教学部
〒605 - 0062　京都市東山区林下町400 -8
TEL 075 -525 -0480　FAX 075 -531 -5105
Eメール kyogaku＠jodo.or.jp
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令和元年度 地方開催行事予定一覧表
※各行事へ参加申し込みする際は、各行事開催のお知らせに記載の申し込み締切日を厳守してお申し込みください。

教化高等講習会 布教研修会 法式講習会 詠唱講習会 詠唱教司研修会 詠唱大会 宗門子弟教養講座

第1地区
北海道地方

北海道第二教区 
（第472回）
8月27日～28日
札幌市
ホテル 
ライフォート札幌

北海道第一教区
11月18日～19日
札幌市
南組№39 
長専寺

北海道第二教区
6月11日～12日
旭川市
西組№36 
報恩寺

北海道第一教区 
（第1会場）
11月7日～8日
函松組№1 
称名寺

北海道第二教区
9月5日～6日
札幌市
南組№34 
新善光寺

北海道第一教区 
（第1会場）
5月15日
乙部町
江差組№36 法然寺

北海道第二教区 
（第2会場）
11月20日～21日
南組№35 
観音寺

北海道第二教区 
（第2会場）
5月15日
羽幌町
西組№29 法泉寺

第2地区
東北地方

青森教区 
（第471回）
7月4日～5日
青森市
ホテル青森

秋田教区
11月13日～14日
秋田市
中央組№3 
善長寺

秋田教区
9月11日～12日
美郷町
県南組№31 
台蓮寺

秋田教区
7月11日～12日
秋田市
さとみ温泉
※講習会と教司研修会を合同開催

第3地区
関東地方

長野教区 
（第477回）
11月19日～20日
大本山 
善光寺大本願

埼玉教区
令和2年 
3月2日～3日
大本山増上寺

茨城教区
令和2年 
2月12日～13日
常総市
絹組№51 
報國寺

山梨教区
11月13日～14日
笛吹市
石和名湯館 
糸柳

千葉教区
10月9日～10日
大本山増上寺

栃木教区
10月22日
宇都宮市
宇都宮市 
文化会館

神奈川教区
7月24日～26日
大本山光明寺

第4地区
東海地方

伊賀教区 
（第476回）
10月22日～23日
伊賀市
ヒルホテル 
サンピア伊賀

静岡教区
10月3日～4日
静岡市
中島屋グランド
ホテル

三河教区
10月29日～31日
岡崎市
岡北組№124 
九品院

伊勢教区
11月25日～26日
松阪市
伊勢教区教務所 

（松阪組№98 
 樹敬寺）

尾張教区
6月17日～18日
名古屋市
名古屋国際 
ホテル

伊勢教区
7月4日
松阪市
クラギ文化 
ホール

尾張教区
令和2年 
3月1日
名古屋市
名古屋組№58 
雲心寺

第5地区
北陸地方

福井教区 
（第474回）
10月3日～4日
あわら市
芦原温泉 清風荘

石川教区
5月26日～27日
七尾市
加賀屋姉妹館 
あえの風

石川教区
令和2年 
3月7日～8日
KKRホテル金沢

福井教区
令和2年 
3月28日～29日

福井教区
7月4日～5日
あわら市
芦原温泉 
灰屋

福井教区
6月2日
坂井市
みくに未来 
ホール

石川教区

第6地区
近畿地方

兵庫教区 
（第475回）
10月15日～16日
神戸市
ポートピア 
ホテル

京都教区
11月30日
総本山知恩院

和歌山教区
10月23日～24日
有田市
加有組№92 
善國寺

滋賀教区
7月11日～12日
草津市
滋賀教区教務所 

（湖南組№379
常善寺）

京都教区
10月8日～9日
大本山知恩寺

大阪教区
5月21日
大阪市
大阪国際交流 
センター

第7地区
中四国地方

南海教区 
（第470回）
6月5日～6日
高松市
高松国際ホテル

鳥取教区
6月17日～18日
鳥取市
ホテルニュー
オータニ鳥取

広島教区
10月9日～10日
福山市
東部組№1 
大念寺

石見教区
10月28日～29日
浜田市
浜田組№40 
十念寺

愛媛教区
9月26日～27日
松山市
ホテルメルパルク
松山

山口教区
11月1日
下関市
海峡ビュー 
しものせき

出雲教区
8月9日
出雲市
簸川組№16 
極樂寺

第8地区
九州地方

佐賀教区 
（第473回）
9月4日～5日
唐津市
ホテル＆リゾーツ
佐賀唐津

大分教区
9月9日～10日
大分市
レンブラント 
ホテル大分

熊本教区
10月15日～17日
熊本市
第一組№1
往生院

10月9日～10日

大本山善導寺

佐賀教区
（春期） 
6月10日～11日
武雄市
武雄センチュリー 
ホテル

（秋期） 
12月5日～6日
筑後市
船小屋温泉 
ホテル樋口軒

　
令和2年 
3月29日
大本山善導寺

終 了終 了
終 了

終 了
終 了

終 了

終 了

終 了
終 了

終 了

終 了
終 了

終 了

終 了

終 了

終 了終 了

終 了

終 了

終 了

終 了
終 了

終 了

終 了終 了
終 了

終 了

終 了
終 了

終 了

終 了 終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了
終 了 終 了

終 了終 了

終 了
終 了

終 了

終 了

終 了
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●受講資格  ........................................................

本宗教師・寺族・寺庭婦人

●衣　帯  ...........................................................

本宗教師：改良服または洋式道衣および数珠・
袈裟
寺族・寺庭婦人：数珠・袈裟のみ

●費　用  ...........................................................

参加費　3,000円
新年互礼会（懇親会）費　7,000円
※宿泊をご希望の方は、各自でご手配ください。

●申込方法  ........................................................

ハガキに教区名・組名・寺院№・寺院名・懇親会
の参加不参加等、必要事項を明記のうえ、下記
申込先までお送りください。

●申込締切  ........................................................

令和2年1月5日（日）

●申込先  ...........................................................

講習会事務局
〒710 -0055 
岡山県倉敷市阿知2-25 -36 誓願寺
TEL　086 -422 -6318

「部落差別について」
浄土宗人権同和啓発講師　漆間�信宏

「法然上人御法語について  第九章・第十章」
佛教大学名誉教授／浄土宗総合研究所所長 

　藤本�淨彦

岡山教区普通講習会

●課題・講師●日程表

日 時

場 所

令和2年 1月 15日（水） 午後零時50分 から 5時まで

圓常寺（岡山教区備前組№35）
〒703-8277 岡山県岡山市中区御成町4-13　　TEL 086-272-1394

12：30 受付

12：50 開講式

13：00 講義①　漆間信宏

15：00 講義②　藤本淨彦

16：00 講義③　藤本淨彦

17：30 新年互礼会（懇親会）

新着
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第96回 東京教区普通講習会

●受講資格  ........................................................

本宗僧侶・寺族・寺庭婦人　
※講義③のみ、一般公開の講演です。どなたで

も参加いただけます。

●申込締切  ........................................................

令和2年1月25日（土）

●申込先  ...........................................................

浄土宗東京教区教務所（平日午前10時から午
後4時まで）
〒105 -0011　東京都港区芝公園 4-7 -4
TEL 03 -3434 -3045　FAX 03 -5472 -4567
Eメール info＠jodo-tokyo.jp

講義①
「災害に備えるべきもの 
　　～台風15号の被害から学ぶもの～」

千葉教区 安房組 浄蓮寺 郡嶋�泰威
講義②

「『お通夜はいらない』にどう応えるか 
　　～葬儀の変化と寺院の対応を考える～」

茨城教区 猿島組 宝輪寺 田中�勝道
進行：東京教区教化団長 佐藤�雅彦

講義③
「日本仏教史における法然仏教の意義」

京都文教大学学長　平岡�聡

日 時

場 所

令和2年 2月4日（火） 午後1時 から 午後6時 まで

大本山増上寺 光摂殿「講堂」
〒105-0011 東京都港区芝公園4-7-35

テーマ：「時代の変容の中で、寺院を考える」

●課題・講師●日程表

12：30 受付開始

13：00 開講式

13：15 講義①

14；15 休憩

14：30 講義②　事例発表あり

16：00 休憩

16：15 講義③

17：45 閉講式

18：00 解散

新着
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長野教区普通講習会
（第38回 信行策励道場）

●受講資格  ........................................................

本宗教師（全教区から受講可）

●衣　躰  ...........................................................

黒衣・如法衣、および数珠・袈裟

●費　用  ...........................................................

参加費　　3,000円（初日昼食費・資料代等）
懇親会費　5,000円
※宿泊については、各自でお手配頂きますよ
うお願い申し上げます。

●申込方法  ........................................................

担当者まで、お電話にてお申し込みください。

●申込締切  ........................................................

令和2年1月31日（金）

●申込先  ...........................................................

長野教区 松本組 見性寺住職　宮嵜善文
〒390 -1301 長野県東筑摩郡山形村5128番地
TEL 0263 -98 -2122　FAX 0263 -98 -3900

講義①・②
「現代中国の仏教 ―その伝統と現代―」

京都教区 嵯峨組 釈迦堂 清涼寺住職 
　鵜飼 光昌

講義③・④
「内典と外典 ―新元号令和に因んで―」

神奈川教区 中群組 西福寺住職 
　宮澤 正順

●課題・講師

●日程表

日 時

場 所

令和2年 2月 12日（水） 午前11時30分 から
　　 13日（木） 正午 まで

大本山善光寺大本願（明照殿）
〒380-0851 長野県長野市元善光町500番地　TEL 026-234-0188

2月12日（水） 2月13日（木）

10：00 教化団／浄青　集合
準備打ち合せ 09：00 別時念仏

10：30 登嶺受付 09：30 講義③　宮澤正順

11：00 開白／御垂示　記念写真 10：30 休憩

11：30 開講式　別時念仏 10：45 講義④　宮澤正順

12：00 昼食 11：45 閉講式　解散

13：00 別時念仏

13：30 講義①　鵜飼光昌

14：45 休憩

15：00 講義②　鵜飼光昌

16：00 別時念仏

16：30 懇親会へ

新着
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●受講資格  ........................................................

本宗教師・寺族・寺庭婦人（全教区から受講可）

●衣　帯  ...........................................................

 改良服または洋式道衣および数珠・袈裟

●費　用  ...........................................................

参加費　無料
昼食費　1,000円

●申込締切  ........................................................

令和2年2月14日（金）

●申込先  ...........................................................

和歌山教区教務所
〒649 -1222
和歌山県日高郡日高町小池754 西福寺内
TEL 0738 -24 -9560　FAX 0738 -24 -9561

講義①
「僧侶のボランティア考  
　―傾聴・回向・平和活動において―」

大阪教区正明寺住職　森�俊英

講義②
「法然上人の御教え ―去行―」

大正大学教授　林田�康順

和歌山教区普通講習会

●課題・講師●日程表

日 時

場 所

令和2年 2月 27日（木） 午前10時30分 から 午後4時30分 まで

和歌山ビッグ愛
〒640-8319 和歌山県和歌山市手平2丁目1-2　　TEL 073-435-5200

10：00 受付

10：30 開講式

11：00 講義①　森俊英

12：00 昼食

13：00 講義②-1　林田康順

14：30 休憩

14：45 講義②-2　林田康順

16：15 閉講式

16：30 解散

新着
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関東地区法式講習会

●受講対象  ........................................................

本宗教師

●必要経費  ........................................................

参加費　　3,000円
懇親会費　8,000円
昼食費　　1,000円

●持参品  ...........................................................

道衣（改良服）または伝道服（洋式道衣）・数珠・
袈裟・朱扇・『浄土宗法要集（上･下巻）Ａ5判』・
筆記用具等

法儀司 田中 勝道
1級法式教師 山本 晴雄
2級法式教師 小島 亮介

●懇親会場  ........................................................

報國寺

●宿　泊  ...........................................................

各自でお取りください。

●申込方法  ........................................................

所属教区名、組名、寺院№、寺院名、氏名、昼食
の要・不要、懇親会の出欠を記入の上、ハガキ
にて事務局へお申し込みください。

●申込締切  ........................................................

令和2年1月12日（日）必着

●申込先（問合先）  ............................................

関東地区法式講習会事務局
〒306 -0313 茨城県猿島郡五霞町元栗橋1200
TEL・FAX 0280 -84 -0257

●日　程

●講　師

日 時

場 所

令和2年 2月 12日（水） 午後1時 から
 13日（木） 午後3時 まで

報國寺（茨城教区絹組№51）
〒303-0025 茨城県常総市水海道亀岡町2637番地　TEL 0297-22-0431　FAX 0297-23-2729

【交通の便】関東鉄道常総線「水海道駅」下車徒歩5分

2月12日（水） 2月13日（木）

12:30 受付 9:00 講義③

13：00 開講式 10:30 休憩

13:45 講義① 10:45 講義④　実習

15:15 休憩 12:15 昼食

15:30 講義② 13:00 講義⑤　質疑応答

17：00 1日目終了 ・ 諸連絡 14:30 閉講式

18：00 懇親会 15:00 解散

講題：「能化の葬儀式・施餓鬼・盂蘭盆会」

新着
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関東地区布教研修会

「法話のいろは」
布教師養成講座常在指導員　安永 宏史

「〝伝える〟ということ  
　─浄土宗教師として、大学教員として─」

京都文教大学学長　平岡　聡
「お迎えされて人は逝く  
　─看取り現場からの報告─」

緩和ケア医　奥野 滋子

埼玉教区第一組大蓮寺　石村 宗龍
埼玉教区第四組清心寺　飯塚 一彦

●受講対象  ........................................................

本宗教師

●必要経費  ........................................................

参加費 3 ,000円 ／ 懇親会費 8 ,000円

●申込方法  ........................................................

教区名・組名・寺院番号・寺院名・氏名・懇親会出
欠を明記のうえ、下記申し込み先へFAXまた
はハガキにてお申し込みください。なお、昼食・
宿泊につきましては各自でお手配ください。

●申込締切  ........................................................

令和2年2月2日（日）

●申込先（問合先）  ............................................

埼玉教区布教師会事務局
〒369 -1201 
埼玉県大里郡寄居町大字用土798 -1 蓮光寺内 
TEL 048 -584 -2676　FAX 048 -584 -7770

●日　程

●講題・講師（講義順・敬称略）

●布教実演担当（敬称略）

日 程

場 所

令和2年 3月 2日（月） 午後1時 から
 3日（火） 午後零時30分 まで

大本山増上寺 光摂殿講堂
〒105-0011 東京都港区芝公園4丁目7番35号 
TEL 03-3432-1431　FAX 03-3432-1437

【交通の便】 ＪＲ山手線「浜松町駅」下車 徒歩10分

〔懇親会場〕メルパルク東京
〒105-8582 東京都港区芝公園2丁目5-20　TEL 03-3433-7211

3月2日（月） 3月3日（火）
12：00 受付 9：00 勤行
13：00 開講式 9：30 講義　奥野滋子
13：40 布教実演Ａ 11：00 休憩
14：00 布教実演Ｂ 11：10 講義　安永宏史
14：30 講義　安永宏史 12：00 終了予定
15：50 休憩 12：10 閉講式
16：00 講義　平岡 聡 12：30 解散
17：30 終了
18：00 懇親会
20：00 終了

76 和合　令和2年　1月号



地
方
開
催
行
事

●受講資格  ........................................................

本宗僧侶・寺族・寺庭婦人（全教区から受講可）

●服　装  ...........................................................

本宗僧侶： 改良服又は、洋式道衣および数珠、 
 袈裟
寺族・寺庭婦人：数珠、袈裟のみ

●費　用  ...........................................................

参加費　　無料

●申込方法  ........................................................

大阪教区内の方は申し込み不要。
その他の教区の方は、電話・FAX・メールにて
申込み願います。

●申込締切  ........................................................

令和2年1月16日（木）

●申込先  ...........................................................

大阪教区教務所（平日午後2時から5時まで）
〒543 -0062 大阪府大阪市天王寺区逢阪1-3 -19
TEL 06 -6771 -7784 FAX 06 -6771 -2163
Eメール kyoumu@sweet.ocn.ne.jp

「観無量寿経に関する講義」（仮）
袖山 榮輝

「グリーフケアに関する講義」（仮）
工藤 康浩

「人権に関する講義」（仮）
講師選定中

「災害に関する講義」（仮）
講師選定中

大阪教区普通講習会

●課題・講師

●日程表

日 時

場 所

令和2年 1月 23日（木） 午後1時50分 から 6時 まで
　　および 24日（金） 午後2時20分 から 6時 まで

大阪教区教務所
〒543-0062 大阪府大阪市天王寺区逢阪1-3-19　　TEL 06-6771-7784

1月23日（木） 1月24日（金）

13：30 受付 14：00 受付

13：50 開講式 ・ 追悼法要 14：20 講義③

14：30 休憩 15：50 休憩

14：40 講義① 16：10 講義④

16：10 休憩 17：40 閉講式

16：30 講義② 18：00 講習会終了

18：00 終了予定

※講師決定後、講義時間が確定しますので多少時間が前後することがあります。
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人権啓発パネル展

●問合先  ...........................................................

浄土宗人権センター
〒605 -0062 京都市東山区林下町416
TEL 075 -744 -0360　FAX 075 -744 -0363
Eメール jinken-center@jodo.or.jp

日 程

場 所

令和2年 1月20日（月） から  
 24日（金） まで
時間：午前9時 から 午後5時 まで （※最終日は、午後3時まで）

東海学園大学 三好キャンパス 3号館学生ホール 「ハンセン病パネル展」

将来を担う若者を中心として多くの方々にハンセン病を正しく学んでいただき、元患者の方やすで
にお亡くなりになった方々の尊厳の回復及び今後偏見や差別が助長されないことを願い、また二度
とこのような過ちを起こすことがないよう啓発することを目的に宗立大学で開催します。

　浄土宗では、人権啓発の一環として平成２９年度より、人権啓発パネル展を開催しており、今企画
では、ハンセン病に焦点をあて、宗祖法然上人のご聖日に合わせて、下記のとおり人権啓発パネル
展を開催しますので、多数ご来場いただきますようご案内申しあげます。

　ハンセン病は、誤った認識から全国にあるハンセン病療養所への隔離をはじめとした差別が長年に
わたって行われてきた反省すべき事実があります。
　平成8（1996）年にハンセン病回復者を各療養所に隔離してきた「らい予防法の廃止に関する法
律」が、制定、公布され、今年で２３年を迎えました。
　しかし平成15（2003）年11月に熊本県内の宿泊施設において、ハンセン病療養所の入所者が宿
泊を拒否されるという事件が発生し、さらに、この事件の報道をきっかけにハンセン病療養所及び入所
者に対して非難、誹謗中傷する手紙等が多数送りつけられるなどの二次被害が発生し、差別が解消
されていない現状があります。
　このようなハンセン病に関する誤った知識や偏見等により、日常生活で差別が行われることのないよ
う、平成21（1999）年に「ハンセン病問題の解決促進に関する法律」が施行され、令和元（2019）年
7月にはハンセン病患者だけではなく、その家族にも国から謝罪が行われ、差別解消に向けて新たな法
律の検討が進んでいます。
　この人権啓発パネル展は、ハンセン病を正しく学んでいただき、元ハンセン病患者・回復者等に対す
る偏見・差別の解消、尊厳の回復を目的に開催します。この機会に、ハンセン病を正しく理解し、人権に
ついて、考えてみましょう。

テーマ：「ハンセン病について」
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浄土宗の教師資格を
取得するためには

浄土宗の教師資格を
取得するためには

浄土宗の教師資格を取得するための主なフローは以下のとおりです。

本宗の僧侶は大きく分けて、宗徒・助教師・教師と区別されており、まずは宗徒にならなけれ
ばなりません。
宗徒とは、得度をし、度牒授与をうけて本宗へ僧籍登録された者です。
僧籍登録など、宗徒に関することについては、浄土宗総務部までお問い合わせください。

浄土宗総務部 〒605 -0062 京都市東山区林下町400 -8
 TEL 075 -525 -0479　　Eメール somu@jodo.or.jp

宗徒になった者は、伝宗伝戒道場の入行条件となります律師検定に合格しなければなりません。
律師検定に合格するためには、次の機関で行学に励む必要があります。

※それぞれの機関において、律師検定に合格する方法があります（図１参照）。

律師検定に合格した者は、原則として３年以内に伝宗伝戒道場へ入行しなければなりません。
伝宗伝戒道場とは、本宗教師となるべき者に対し、本宗の宗義の極地を相伝し、列祖相承の宗
脈を授与し、円頓戒を伝授して戒脈を授与するために、毎年12月に21日間、総本山知恩院と
大本山増上寺の２会場にて開催している道場です。
伝宗伝戒道場を成満すると、僧階「律師」が新叙任され、晴れて浄土宗教師となります。
律師検定に関すること、また伝宗伝戒道場に関することは、浄土宗教学部までお問い合わせ
ください。

※僧階「律師」新叙任の他、僧階、教階、学階の相当階級に叙任（授与）する場合は、別途申請が
必要となります。

伝宗伝戒道場を成満する律師検定に合格する宗徒になる
321

1

2

3

浄土宗教学部 〒605 -0062 京都市東山区林下町400 -8
 TEL 075 -525 -0480　　Eメール kyogaku@jodo.or.jp

A. 佛教大学 B. 大正大学 C. 浄土宗
（教師養成道場 等）

79和合　令和2年　1月号



※図1　浄土宗教師資格を取得するコース一覧

●問合先 佛教大学　〒603-8301京都市北区紫野北花ノ坊町96
 ◦僧侶養成について ▶ 宗教教育センター  TEL 075-491-2141（代表）
 ◦入学試験（通学課程）について ▶ 入学部入学課  TEL 075-366-5550（直通）
 ◦通信教育課程について▶ 通信教育課程インフォメーションセンター  TEL 075-491-0239（代表）

※1 2019年4月から新設

区分

A. 佛教大学

（通学課程）

仏教学部
１年次入学

仏教学部
３年次編入学

仏教学部以外の
学部

１年次入学

資格併修制度
（通信教育課程）

大学院
（修士）

入学資格 高卒以上
大卒又は短大卒

以上
高卒以上

佛教大学
通学課程在籍者
※仏教学部を除く

大卒

修業年限
（最短）

4年 2年 4年 2年 2年

最長在籍期間 8年 6年 8年 7年 4年

他大学在学者 × × × × ×

取得可能
僧侶分限

僧階：少僧都
教階：輔　教
学階：擬　講

僧階：少僧都
教階：輔　教
学階：擬　講

僧階：少僧都
教階：輔　教
学階：得　業

僧階：少僧都
教階：輔　教
学階：擬　講

区分

A. 佛教大学

（通信教育課程）

別科（仏教専修）
仏教学部

１年次入学
仏教学部

３年次編入学
科目履修コース

（浄土宗教師資格）※1

入学資格 高卒以上 大卒又は短大卒以上
大卒者又は四年制大学
在学者で入学年度に
満20歳を越える者

高卒以上

修業年限
（最短）

4年 2年 2年 2年

最長在籍期間 8年 6年 6年 4年

他大学在学者 × × 〇 ×

取得可能
僧侶分限

僧階：少僧都
教階：輔　教
学階：擬　講

僧階：少僧都
教階：輔　教
学階：擬　講

僧階：少僧都
教階：輔　教
学階：得　業

僧階：少僧都
教階：輔　教
学階：得　業
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●問合先 浄土宗宗務庁  〒605-0062 京都市東山区林下町400-8
 ◦僧侶養成について ▶ 教学部  TEL 075-525-0480（直通）

●問合先 大正大学  〒170-8470 東京都豊島区西巣鴨3-20-1
 ◦僧侶養成について ▶ 浄土学研究室  TEL 03-3918-7311（代表）
 ◦入学試験について ▶ アドミッションセンター  TEL 03-5394-3024（直通）

※2 科目等履修（学部）を利用しての取得となります。

区分

B. 大正大学

（通学課程）

仏教学部
１年次入学

仏教学部
３年次編入学

仏教学部以外の学部
（地域創生学部を除く）

１年次入学

大学院
　（修士）※2

入学資格 高卒以上 大卒又は短大卒以上 高卒以上 大卒

修業年限
（最短）

4年 2年 4年 3年

最長在籍期間 8年 4年 8年 4年

他大学在学者 × × × ×

取得可能
僧侶分限

僧階：少僧都
教階：輔　教
学階：擬　講

僧階：少僧都
教階：輔　教
学階：擬　講

僧階：少僧都
教階：輔　教
学階：擬　講

僧階：少僧都
教階：輔　教
学階：擬　講

区分

C. 浄土宗

教師養成道場 教師検定試験（律師）

入行資格
義務教育修了者又はこれと同等以上
の学力があると認められる18歳以上
の宗徒、助教師

義務教育修了者又はこれと同等以上
の学力があると認められる18歳以上
の宗徒、助教師

修行年限
（最短）

3年 3日

最長在籍期間 6年 6日（3日×2年）

大学在学者 〇 〇

取得可能
僧侶分限

僧階：律師 僧階：律師
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浄土宗教化研修会館（源光院）を
ご利用いただけます

ご利用いただける行事等

①�教区、組又は自主的な活動グループ等が教化研修に則する研修会の開催

②�①を主催する組織の会議

③�教学院、布教師会、法式教師会、吉水講又は、公益教化団体の研修会及び会議

収容人数… 90名 
　　　　　（机・椅子使用時）。

椅子のみ使用の場合
100名収容可能。

プロジェクターから正面左右のスク
リーンへ映写が可能です。

プロジェクターからスクリーンへの
映写が可能です。

大ホール

多目的ホール

1F

1F

設　備

浄土宗教化研修会館（源光院）を
ご利用いただけます
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収容人数…約10名　研修会の係員控室等にも利用いただけます。

可変壁により15畳、33畳、48畳の研修室としてご利用いただけます。

会議室（1・2）

中研修室1・2・3（1=15畳、2=18畳、3=15畳）

2F

2F
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78畳（6×13）の大広間です。布教・詠唱・法式等各種研修会・別時念仏などにご利用いただけます。

道 場3F

ご利用の流れ

STEP1  空き状況の確認
事前に開催日・使用施設の空き状況をお問い合わせください。

「教化研修会館使用許可申請書」ならびに使用規約を送付いた
します。

※状況により使用いただけない場合がございます。

使用規約をご確認のうえ、「教化研修会館使用許可申請書」に
必要事項をご記入いただき教化研修本部までご送付ください。

許可番号の付された「教化研修会館使用許可申請書」が
返送された時点で、予約が成立します。

STEP2  申請書の提出

STEP3  申請書の返送

STEP4  研修会等行事の実施
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● 利用時間

（原則） 平日午前9時から午後5時まで

● 注意事項

◦使用後は備品類を元の状態に戻してから退館ください。

◦教化研修本部の指示に従い、他の来館者に迷惑を及ぼさないようにしてください。

◦使用責任者は、使用期間中は常駐し、円滑な研修の運営・管理、盗難・事故防止は、使用者側の責任
の元に行ってください。

◦会場利用に伴う人身事故および物品の盗難・破損事故が発生した場合、本宗は一切の責任を負い
かねます。

◦来場者の受付、人員整理、誘導につきましては、使用者側の責任で行ってください。

◦研修で出たゴミ類は使用者側で分別願います。

● 禁止事項

◦公序良俗に反する、または法律に違反する恐れがあると当会館が判断する行為

◦使用者が、当施設を使用する当該権利を第三者に譲渡または転貸すること

◦申し込み時の使用目的以外で使用すること

◦当会館内で許可無く飲食を行うこと

◦当会館および敷地内で許可無く宣伝活動、寄付金の募集、商品の販売、看板、ビラの配布等および 
これに類する行為を行うこと

◦火気を使用すること、その他危険を生じる恐れのある物または悪臭を発する物品を持ち込むこと

◦大きな音・振動の出る物を持ち込むこと

◦収容人数を超えて入場させること

◦所定の場所以外での喫煙をすること

◦当会館内に身体障害者補助犬（盲導犬、介助犬、聴導犬等）以外の動物を持ち込むこと

◦会館の内外を問わず、壁面・柱・パネル・床等にガムテープ・両面テープ・釘等を使用すること

◦当会館の備品、設備等を汚損し、損害を与えること

● 問い合わせ先

浄土宗教化研修本部

〒605 -0062 京都市東山区林下町416浄土宗教化研修会館（源光院）

TEL 075 -744 -0360　FAX 075 -744 -0363

Eメール kenshu-honbu@jodo.or.jp

研修会館の利用について
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特任布教師制度について特任布教師制度について
令和2年4月1日より、新たに特任布教師制度を開始いたします

特任布教師制度とは？

特任布教師制度とは、一般寺院等における定期法要等で、会所寺院が、特任布教師の内から
布教師を選定し、布教に招聘いただくと、会所寺院が経済的助成を受けられる制度です。

特任布教師招聘の流れ

（会所寺院）

（会所寺院）

（会所寺院）

（会所寺院）

各教区

（教学部）

（教学部）

（教学部）

（教学部）

布教実施

❽報告書を送付

❷相談・調整※1

❹申請書を送付

❾助成金交付

❺教区長進達で申請

❼申請受理通知・報告書を送付

❻書類審査

❶招聘したい特任布教師を決める
❸「特任布教受諾書（ハガキ）」に
　 会所寺院・日時を記入して送る

（特任布教師）

最大45,000円
助成いたします！
※詳細はP.87を
　ご覧ください
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特任布教師について

❶ 特任布教師を招聘したい寺院（以下、会所寺院）は、『和合』・浄土宗ネットワーク等を見て、招聘
したい特任布教師を決定します。

❷ 会所寺院は、特任布教師に連絡をとり、布教依頼や日程調整を行います。
（※1．特任布教師としてすでに年度内6回招聘されている方は助成対象外なので確認願います。 
また、前年度と同じ特任布教師を招聘する場合も助成対象外となりますので、ご注意願います。）

❸ 依頼を受けた特任布教師は「特任布教師活動受諾書」（任命時に配布）に会所寺院・日時を記入
して投函します。

❹ 「特任布教師活動受諾書」を基に、教学部から会所寺院に申請書一式を送付します。
❺ 会所寺院は、申請書に必要事項を記入のうえ、教区長進達で申請します。
❻ 教学部は、届いた申請書と「特任布教師活動受諾書」を照会し、精査します。
❼ 申請が受理されたら、教学部が申請受理通知と報告書一式を会所寺院へ送付します。
❽ 会所寺院は布教を実施した後、報告書に必要事項と助成金振込先を記入し、教学部に報告します。
❾ 報告書が届いたら、教学部より振込先に助成金を振り込みます。

人数 160名程度

人選

①各地区から推薦された者
　北海道地区 ： 7名以内 東北地区 ： 16名以内
　関東地区　 ： 29名以内 東海地区 ： 21名以内
　北陸地区　 ： 9名以内 近畿地区 ： 36名以内
　中四国地区 ： 18名以内 九州地区 ： 21名以内
②布教師養成講座全課程修了者の中から特に優秀な者　若干人
③各総大本山布教師会から推薦された者　若干人

任期 2年

活動内容
一般寺院における定期法要、臨時法要並びに特殊法要、または社会福祉施設そ
の他、特定の施設等における布教活動（ただし、五重相伝会・授戒会での活動、
教誨師としての活動は除きます。）

選任要件 布教業績が顕著な者（教階の有無を要件とはいたしません。）

特任布教師の招聘について

招聘 招聘は、会所寺院が行います。

助成

25 ,000円＋交通費分（実費計算で上限1万円）を助成します。
ただし、51等級以下の寺院は、35 ,000円＋交通費分（実費計算で上限1万円）
を助成します。
※会所寺院に助成します。　※同一年度内に1寺院1回のみの助成となります。

備考

◦特任布教師1人につき、年度内活動を6会所までとなります。（7会所目から
は会所寺院に助成されませんので、会所寺院と特任布教師は調整の際、ご注
意ください。）

◦前年度と同じ特任布教師を招聘する場合は、助成の対象外となります。
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特任布教師制度について

特任布教師制度　Q＆A

Q 特任布教師制度は同一年度内に何回でも活用できるのですか？

A できません。
同一年度（4月1日から翌年3月31日まで）に1寺院1回限りの申請のみ受け付けます。

Q 特任布教師一覧を閲覧したいのですが、どこを見れば良いですか。

A 毎月寺院に配布している『和合』、または浄土宗ネットワークに掲載しております。

Q 遠方の特任布教師をお招きすることはできますか？

A 可能です。

Q 遠方の特任布教師をお招きする場合、交通費も含め助成はどのようになりますか？

A 「報告書にご記入いただいた会所寺院の最寄り駅」と「招聘した特任布教師居住地の最
寄り駅」の往復分を教学部が計算し、その金額を交通費分として助成いたします。ただ
し、往復1万円を超過する場合は、1万円を交通費分として助成いたします。

Q 特任布教師による布教を実施する場合、申請書はいつまでに提出しなければならないの
ですか？

A 特任布教師と調整が済み、特任布教師から教学部へ通知があった時点で、会所寺院に
申請書を送付いたします。会所寺院は、申請書が届き次第、速やかに手続き願います。
なお、少なくとも、特任布教師による布教を実施する日の30日前までに、申請願います。

Q 特任布教師を五重相伝会の勧誡師として、お招きすることはできるのですか？

A 勧誡師としてお招きすることは可能ですが、特任布教師制度の助成対象外となります。

Q 特任布教師をお招きしようと連絡したら、すでに年度内6会所を請けておられたのです
が、お招きすることはできるのですか？

A お招きすることは可能ですが、特任布教師制度の助成対象外となります。

Q お招きしたい特任布教師が現在、年度内何会所請けておられるか確認したいのですが、
ご本人に確認する以外の方法はありますか？

A 浄土宗教学部（直通：075 -525 -0480）にお問合せください。リアルタイムの情報ではあ
りませんが、教学部で確認できている範囲でお答えいたします。

Q 特任布教師をお招きしたいのですが、教学部で仲介をしていただくことは可能ですか？

A 仲介はいたしません。ご依頼される場合は、会所寺院から特任布教師本人に直接ご連
絡を取るようにお願いいたします。

Q 昨年度と同じ特任布教師をお招きすることは可能ですか。

A お招きすることは可能ですが、特任布教師制度の助成対象外となります。
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特任布教内定者名簿 （R2.4.1～R4.3.31）
※詳細なプロフィールは来月号から掲載予定です。

松本 信成 北海道第一 36 法然寺 043-0102 北海道爾志郡乙部町字元町288番地 0139-62-2124 0139-62-3552

平塚 正樹 北海道第一 44 霊鷲院 049-2321 北海道茅部郡森町字鷲ノ木町170 01374-2-2308

梅庭 英良 北海道第一 68 長福寺 045-0204 北海道古宇郡泊村大字盃村490番地 0135-75-2447 0135-75-3628

藤井 敬亮 北海道第二 1 大成寺 085-0842 北海道釧路市米町2丁目2番6号 0154-41-2765 0154-41-2797

大高 有光 北海道第二 3 大然寺 080-0805 北海道帯広市東五条南八丁目7番地 0155-23-4685 0155-23-1752

佐伯 典昭 北海道第二 19 浄道寺 078-8205 北海道旭川市東旭川町倉沼10番地 0166-36-3863 0166-39-7550

丸山 孝立 北海道第二 42 龍雲寺 002-8025 北海道札幌市北区篠路五条十丁目
10番21号 011-771-2805 011-771-3554

花田 俊岳 青森 6 遍照寺 036-8214 青森県弘前市大字新寺町107番地1号 0172-32-8714 0172-32-8714

加藤 恒有 青森 18 唯称院 038-0101 青森県平川市碇ヶ関山神堂63番地 0172-45-2660 0172-45-2660

木村 迎世 青森 107 来迎寺 031-0087 青森県八戸市朔日町24 0178-22-0001 0178-46-0025

武田 眞和 岩手 5 吉祥寺 020-0016 岩手県盛岡市名須川町15‐11 019-622-4279 019-622-7615

小川 隆英 岩手 21 松庵寺 025-0085 岩手県花巻市双葉町6‐4 0198-23-3033 0198-24-7949

小熊 良和 秋田 1 誓願寺 010-0925 秋田県秋田市旭南一丁目5番28号 018-862-7436 018-862-7437

佐藤 一彦 山形 9 常光寺 992-0771 山形県西置賜郡白鷹町大字鮎貝
2413番地 0238-85-3182 0238-85-3182

佐藤 康正 山形 24 専念寺 990-0032 山形県山形市小姓町10‐8 023-622-8277 023-622-8587

日野 崇雄 山形 49 浄土院 990-2161 山形県山形市大字漆山3097番地 023-684-8502 023-684-8675

石塚 祐紀 宮城 5 大法寺 981-0935 宮城県仙台市青葉区三条町7番27号 022-234-3755 022-234-3809

樋口 法生 宮城 20 慈恩寺 983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡五丁目
12番2号 022-257-2195 022-256-5006

東海林 良昌 宮城 21 雲上寺 985-0053 宮城県塩釜市南町11番1号 022-364-8936 022-362-5162

青木 芳尚 福島 46 安楽寺 979-3203 福島県いわき市川前町上桶売字中里
119番地 0246-84-2941 0246-84-2984

野内 英昭 福島 82 成願寺 963-4602 福島県田村市常葉町常葉字上野
100番地 0247-77-3072 0247-73-8030

長田 正澄 群馬 25 清見寺 377-0424 群馬県吾妻郡中之条町大字中之条町
乙746番地 0279-75-2396 0279-75-7676

新井 直人 群馬 56 哀愍寺 370-0401 群馬県太田市尾島町454番地1 0276-52-0421

伴 経徳 栃木 22 照光寺 328-0067 栃木県栃木市皆川城内町1831 0282-24-6233 0282-24-6233

武田 泰康 茨城 2 定善寺 310-0841 水戸市酒門町356 029-247-7184 029-247-7184

古矢 智照 茨城 35 阿彌陀寺 301-0015 茨城県龍ケ崎市長沖町1670番地の1 0297-62-2539 0297-62-2539

池田 常臣 埼玉 69 圓福寺 344-0031 埼玉県春日部市一ノ割1丁目30番
17号 048-735-4351 048-796-8388

宮島 道孝 埼玉 116 大龍寺 360-0222 埼玉県熊谷市葛和田898番地 048-588-1741 048-577-4321

吉田 真典 埼玉 141 長福寺 367-0217 埼玉県本庄市児玉町八幡山106番地1 0495-72-1280 0495-72-4949

土屋 正道 東京 14 観智院 105-0011 東京都港区芝公園二丁目2番13号 03-3431-1450 03-3431-7807

宮田 恒順 東京 149 善光寺 112-0002 東京都文京区小石川三丁目17番8号 03-3811-4858 03-3811-4852

佐藤 雅彦 東京 179 浄心寺 113-0023 東京都文京区向丘2丁目17番4号 03-3821-0951 03-3821-0057
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特任布教内定者名簿 （R2.4.1～R4.3.31）

宮入 良光 東京 202 良感寺 170-0001 東京都豊島区西巣鴨4丁目8番22号 03-3918-4501 03-3918-4501

後藤 真法 東京 222 圓通寺 135-0022 東京都江東区三好1丁目3番3号 03-3641-7518 03-3641-7598

山田 紹隆 東京 235 正源寺 135-0034 東京都江東区永代1丁目8番8号 03-3641-1842 03-5809-8532

若林 隆壽 東京 277 西光院 175-0092 東京都板橋区赤塚五丁目28番3号 
乗蓮寺気付 03-3975-3325 03-3975-5969

金子 一俊 東京 314 仮宿院 176-0001 東京都練馬区練馬4丁目26番17号 03-3991-6705 03-3994-7691

伊藤 弘道 東京 385 浄桂院 153-0061 東京都目黒区中目黒五丁目24番48号 03-3712-2941 03-3712-3115

藤井 正史 東京 446 月影寺 106-0032 東京都港区六本木7－14－6 深廣寺
気付 03-3405-4194 03-3405-0573

今岡 達雄 千葉 4 善照寺 272-0131 千葉県市川市湊18番20号 047-357-2232 047-397-1321

佐藤 晴輝 千葉 23 正行寺 292-0008 千葉県木更津市中島2209番地 0438-41-0041 0438-41-0041

郡嶋 泰威 千葉 62 量寿院 299-2117 千葉県安房郡鋸南町勝山315番地1 
浄蓮寺気付 0470-55-0388 0470-55-0486

八木 英哉 千葉 133 医王寺 270-1443 千葉県柏市鷲野谷510番地 04-7191-2259 04-7191-2259

奥田 昭應 神奈川 50 金臺寺 235-0041 神奈川県横浜市磯子区栗木2丁目
36番2号 045-771-6969 045-773-0425

戸田 順教 神奈川 107 善然寺 252-0807 神奈川県藤沢市下土棚999番地 0466-44-3022 0466-44-3022

成田 善俊 神奈川 134 専福寺 239-0821 神奈川県横須賀市東浦賀二丁目
10番6号 046-841-3623 046-844-2608

慶野 匡文 神奈川 257 光雲寺 240-0105 神奈川県横須賀市秋谷4172番地 046-856-8362 046-856-8361

小俣 慶樹 神奈川 225 西念寺 259-0201 神奈川県足柄下郡真鶴町真鶴1925 0465-68-0402 0465-68-6080

秋山 秀道 山梨 24 称念寺 400-0111 山梨県甲斐市竜王新町71番地 055-276-0582 055-276-2243

曽根 孝順 山梨 29 浄慶寺 409-3866 山梨県中巨摩郡昭和町西条4246 055-275-9596 055-275-9596

鈴木 光徹 新潟 10 光明寺 942-0061 新潟県上越市春日新田一丁目23番
28号 025-543-0215 025-543-0215

長谷川 三靖 新潟 85 天崇寺 943-0892 新潟県上越市寺町2丁目19番5号 025-523-4707 025-512-6379

泉 清孝 富山 52 医王寺 930-2241 富山県富山市四方西岩瀬180 076-435-1190 076-435-1103

林 秀峰 富山 69 大泉寺 937-0056 富山県魚津市諏訪町18‐18 0765-22-2922 0765-22-7466

伊東 靖順 長野 79 三宝寺 388-8017 長野県長野市篠ノ井山布施8272番地 026-229-2371 026-229-2380

服部 淳一 長野 82 安養寺 381-2205 長野県長野市青木島町大塚92番地 026-284-2135 026-284-2129

大髙 源明 長野 132 法樹院 386-1326 長野県上田市舞田790番地 0268-39-2231 0268-39-2231

關 恒明 長野 179 瑠璃光寺 399-8102 長野県安曇野市三郷温610番地 0263-77-3538 0263-77-8059

瀧沢 行彦 静岡 2 海福寺 413-0102 静岡県熱海市下多賀1340番地 0557-68-2970 0557-35-9351

中村 康祐 静岡 84 實相寺 424-0947 静岡県静岡市清水区清水町12番19号 054-352-4029 054-353-6600

戸﨑 博隆 静岡 89 報土寺 420-0868 静岡県静岡市葵区宮ヶ崎町110番地 054-252-4920 054-251-8496

小栗 信康 三河 19 法蔵院 440-0891 愛知県豊橋市関屋町224 0532-54-9660 0532-54-9663

天野 信浩 三河 26 栖了院 441-3617 愛知県田原市福江町上紺屋瀬古
7番地の1 0531-32-0388 0531-32-0830

山田 學應 三河 85 大聖寺 444-0242 愛知県岡崎市中之郷町字元山21番地 0564-52-3269 0564-52-3269

神谷 真章 三河 133 長壽寺 444-0901 愛知県岡崎市森越町字宮前82番地 0564-31-1840 0564-31-1840

板倉 政弘 三河 149 高徳寺 444-2216 愛知県豊田市九久平町薬師嶽
17番地の1 0565-58-2105 0565-58-2105
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飯田 英知 尾張 52 清浄寺 460-0011 愛知県名古屋市中区大須4‐1‐32 052-261-8008 052-242-1477

魚住 昌樹 尾張 53 阿彌陀寺 460-0011 愛知県名古屋市中区大須二丁目5番
47号 052-231-3990 052-231-9808

祖父江 良匡 尾張 75 正行寺 457-0064 愛知県名古屋市南区星崎1丁目172 052-811-8460 052-811-8463

三輪 和信 尾張 86 専唱院 474-0024 愛知県大府市朝日町4丁目139番地 0562-46-0528 0562-44-0328

山田 照信 尾張 217 唯称寺 496-8014 愛知県愛西市町方町十二城237番地 0567-28-3747 0567-28-3747

德倉 博修 伊勢 108 弥勒寺 515-0844 三重県松阪市八重田町746番地 0598-58-2189 0598-63-0030

堤 康雄 伊勢 135 蓮浄寺 515-1205 三重県松阪市大石町550 0598-34-1237 0598-34-1237

村上 眞孝 伊勢 232 西林寺 515-0505 三重県伊勢市西豊浜町1495 0596-37-1233 0596-72-8866

新美 尚彦 伊勢 248 蓮華寺 516-2103 三重県度会郡度会町棚橋1692 0596-62-0868 0596-62-1906

西山 霊峰 伊勢 253 本誓寺 516-0015 三重県伊勢市久世戸町96番地 0596-28-6905 0596-28-6906

津島 有教 伊賀 2 開化寺 518-0825 三重県伊賀市小田町1077番地 0595-21-0224 0595-21-0224

静永 史範 伊賀 36 徳永寺 519-1402 三重県伊賀市柘植町2318番地 0595-45-2250 0595-45-2250

竹中 純瑜 岐阜 4 正道院 500-8064 岐阜県岐阜市柳沢町9番地 058-264-1346 058-213-6630

田中 玄恵 岐阜 81 大雄寺 506-0855 岐阜県高山市愛宕町67番地 0577-32-1463 0577-57-7320

魚津 光彦 石川 25 誓願寺 920-0831 石川県金沢市東山二丁目19番21号 076-252-4644

高田 光順 石川 32 西念寺 926-0852 石川県七尾市小島町リ部11番地  
宝幢寺気付 0767-52-2796 0767-52-2796

大門 俊正 福井 20 善導寺 912-0024 福井県大野市錦町4‐11 0779-66-2791 0779-66-0909

吉水 正善 福井 55 専安寺 914-0801 福井県敦賀市松島26‐15 0770-22-5509 0770-22-5579

佐野 純雄 福井 90 浄国寺 919-2228 福井県大飯郡高浜町塩土1‐96 0770-72-1869 0770-72-2753

稗貫 光遠 滋賀 17 阿彌陀寺 529-0322 滋賀県長浜市湖北町小今270番地 0749-78-0697

稲岡 純史 滋賀 47 西福寺 527-0102 滋賀県東近江市平柳町1676番地 0749-45-2987 0749-45-2987

関 正見 滋賀 65 正福寺 529-1435 滋賀県東近江市五個荘伊野部町
578番地 0748-48-2425 0748-48-2425

奥村 照真 滋賀 82 西誓寺 529-1522 滋賀県東近江市鋳物師町849番地 0748-55-0803 0748-55-0803

稲岡 賢純 滋賀 133 来迎院 527-0091 滋賀県東近江市小脇町1875番地 0748-23-3927 0748-23-3927

蓮見 昌寛 滋賀 247 真福寺 528-0032 滋賀県甲賀市水口町八坂6‐32 0748-62-2818 0748-62-2818

井野 周隆 滋賀 392 雲住寺 520-2134 滋賀県大津市瀬田2‐1‐8 077-545-0234 077-545-4917

安本 霊彦 滋賀 478 攝取院 520-0064 滋賀県大津市追分町10番1号 077-522-1734 077-522-1734

菱田 俊也 京都 65 公安院 606-8321 京都府京都市左京区岡崎東福の川町
1番地 075-771-1936 075-771-1936

勝田 良樹 京都 80 三縁寺 606-0024 京都府京都市左京区岩倉花園町
606番地 075-722-2948 075-722-2948

亀山 政臣 京都 604 專称寺 601-1122 京都府京都市左京区静市野中町17番地 075-741-3061 075-741-3061

登田 正樹 京都 252 蓮乘寺 612-0889 京都府京都市伏見区深草直違橋 
二丁目441 075-641-5440 075-641-5440

山中 隆央 京都 289 光傳寺 612-8026 京都府京都市伏見区桃山町伊賀57 075-611-3451 075-611-3451

羽田 龍也 京都 290 大善寺 612-8013 京都府京都市伏見区桃山町西町 
24番地 075-611-4966 075-604-4497

城平 賢宏 京都 300 天然寺 612-8477 京都府京都市伏見区下鳥羽中三町
18番地 075-611-5618 075-611-5618
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和田 恵聞 京都 594 西遊寺 614-8341 京都府八幡市橋本中ノ町46番地 075-981-0317 075-981-0317

喜早 信定 京都 444 安養寺 610-0101 京都府城陽市平川指月83番地 0774-52-0527 0774-52-0527

田中 賢祐 京都 520 願生寺 629-0321 京都府南丹市日吉町佐々江大石谷
28番地 安楽寺気付 0771-73-0508 0771-73-0509

中村 宏道 奈良 54 花園寺 632-0011 奈良県天理市石上町67 0743-65-3770

野島 学道 奈良 83 極楽寺 633-0062 奈良県桜井市粟殿677番地 0744-42-2030 0744-45-2277

廣井 一法 奈良 142 蓮花寺 634-0114 奈良県高市郡明日香村大字細川
584番地 0744-54-2566 0744-54-2566

中村 晃和 奈良 304 西迎院 638-0041 奈良県吉野郡下市町下市564‐1 0747-52-2236 0747-52-2628

勝部 正雄 奈良 307 佛眼寺 638-0831 奈良県吉野郡大淀町佐名伝363 0747-52-2005 0747-52-2109

福井 浄堂 和歌山 44 善福寺 641-0014 和歌山県和歌山市毛見1219番地 073-444-3442 073-494-5250

塩路 善澄 和歌山 168 正覚寺 649-1532 和歌山県日高郡印南町印南原5189 0738-44-0851 0738-44-0851

榎本 了示 和歌山 190 来迎寺 649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町1977番地 0739-43-2861 0739-43-2861

葭間 弘淳 大阪 41 稱念寺 543-0076 大阪府大阪市天王寺区下寺町1丁目
1番19号 06-6772-3737 06-6772-3740

深田 真正 大阪 107 大福寺 543-0001 大阪府大阪市天王寺区上本町四丁
目1番15号 06-6761-0748 06-6761-0773

苅安 卓也 大阪 128 法藏院 543-0017 大阪府大阪市天王寺区城南寺町7番
4号 06-6764-0933 06-6764-4517

芳井 隆昇 大阪 190 阿弥陀寺 569-1015 大阪府高槻市成合中の町5番5号 072-688-2454 072-688-2454

宮川 孝明 大阪 247 清伝寺 573-1171 大阪府枚方市三栗1‐5‐14 072-857-7148 072-857-7148

河野 真元 大阪 270 妙楽寺 570-0012 大阪府守口市大久保町四丁目25番
8号 06-6901-5985 06-6901-5985

宮地 正則 大阪 285 秋玄寺 572-0806 大阪府寝屋川市高宮二丁目8番18号 072-821-4795 072-821-4795

常住 哲也 大阪 368 安楽寺 595-0063 大阪府泉大津市本町4番14号 0725-32-2298 0725-32-2298

櫻澤 宏尚 大阪 381 浄福寺 595-0023 大阪府泉大津市豊中町2丁目12番
17号 0725-32-2917 0725-32-2917

阪口 祐彦 大阪 396 正覚寺 596-0054 大阪府岸和田市宮本町27番8号 072-422-3427 072-422-8114

明石 和成 兵庫 8 済鱗寺 652-0813 兵庫県神戸市兵庫区兵庫町2‐1‐38 078-671-1175 078-651-4995

日下部 謙旨 兵庫 36 慶光寺 657-0066 兵庫県神戸市灘区篠原中町1‐5‐8 078-881-1889 078-881-3514

浦上 博隆 兵庫 42 常楽寺 660-0867 兵庫県尼崎市寺町1 06-6411-9089 06-6411-8920

柴田 雅章 兵庫 46 光明寺 660-0893 兵庫県尼崎市西難波町五丁目9番20号 06-6401-2561 06-6401-2561

小泉 慶典 兵庫 130 光明寺 673-0433 兵庫県三木市福井1‐4‐5 0794-82-0781 0794-82-0781

福田 真也 鳥取 11 光明寺 680-1413 鳥取県鳥取市野坂120番地 0857-23-8209 0857-50-0082

北村 誠人 鳥取 18 龍吟寺 680-0156 鳥取県鳥取市国府町中郷12番地 0857-30-3173 0857-30-3173

米村 昭寛 鳥取 21 大善寺 689-1201 鳥取県鳥取市用瀬町用瀬922番地 0858-87-2125 0858-87-2125

内田 広平 出雲 34 信楽寺 690-0052 島根県松江市竪町88番地 0852-21-1589 0852-21-1590

三上 良紀 石見 33 藤長寺 699-4221 島根県江津市桜江町市山349番地 0855-92-0120 0855-92-0197

山根 崇徳 石見 47 暁音寺 698-0017 島根県益田市七尾町7番17号 0856-22-3615 0856-23-1722

安田 勇哲 岡山 1 泰安寺 709-3602 岡山県久米郡久米南町里方808番
地 誕生寺気付 086-728-2102 086-728-2162

漆間 信宏 岡山 12 長興寺 709-3602 岡山県久米郡久米南町里方808番地 
淨土院気付 086-728-2364 086-728-2314

特任布教内定者名簿 （R2.4.1～R4.3.31）

氏名  教区 № 寺院名 〒 住所 ＴＥＬ ＦＡＸ   
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別府 一道 広島 36 法然寺 722-2411 広島県尾道市瀬戸田町瀬戸田44番地 0845-27-0049 0845-27-0102

佐原 昌也 広島 45 宝積寺 737-2601 広島県呉市川尻町原山一丁目15番
6号 0823-87-2196 0823-87-2231

桑原 弘樹 山口 22 浄慶院 742-0003 山口県柳井市片野西2237番地 0820-22-3530 0820-22-3583

松本 俊孝 山口 94 広雲寺 758-0032 山口県萩市大字北古萩町9番地 0838-22-9078 0838-22-9078

吉岡 雄慈 山口 120 東善寺 759-3803 山口県長門市三隅下第3648番地 0837-43-0062 0837-43-0062

上野 忠昭 南海 13 浄願寺 760-0017 香川県高松市番町2丁目5番10号 087-822-3672 087-822-4216

佐々木 諦道 南海 18 浄泉寺 769-0210 香川県綾歌郡宇多津町1424 0877-49-0182 0877-49-0182

佐藤 嘉辰 南海 47 正福寺 787-0028 高知県四万十市中村山手通51番地 0880-34-7276

棟久 了玄 愛媛 17 誓重寺 791-8011 愛媛県松山市吉藤5丁目22番20号 089-924-1918 089-924-1918

髙橋 宏文 愛媛 31 榮養寺 799-3114 愛媛県伊予市灘町52 089-982-0813 089-983-1893

本原 信道 福岡 17 来迎寺 822-1401 福岡県田川郡香春町採銅所6015番地 0947-32-3028 0947-32-3261

松尾 善樹 福岡 44 浄土寺 804-0062 福岡県北九州市戸畑区浅生三丁目
10番21号 093-871-1713 093-871-1762

能登原 靖史 福岡 88 円宗寺 807-1308 福岡県鞍手郡鞍手町八尋582 0949-42-0646 0949-43-1071

寺﨑 太志 福岡 179 見性寺 838-0039 福岡県朝倉市桑原1026番地 0946-22-6551 0946-22-6586

上田 光俊 佐賀 21 浄國寺 840-0005 佐賀県佐賀市蓮池町蓮池282番地 0952-97-0118 0952-97-0553

早田 空善 佐賀 37 光明寺 842-0034 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町箱川
2318番地 0952-52-2443 0952-52-2443

江島 法俊 佐賀 75 無量院 849-1302 佐賀県鹿島市大字井手1525番地 0954-63-4450 0954-63-4494

杉町 尚俊 佐賀 82 岩松院 849-1315 佐賀県鹿島市大字三河内乙1188番地 0954-62-2617 0954-63-3340

日野 恵一 佐賀 86 浄林寺 849-1311 佐賀県鹿島市大字高津原862番地 0954-62-3607 0954-68-0950

金子 孝司 長崎 15 大悲寺 850-0047 長崎県長崎市銭座町4番59号 
聖徳寺気付 095-844-0054 095-845-5156

松野 瑞光 長崎 31 法源寺 859-3605 長崎県東彼杵郡川棚町百津郷
714番地 0956-82-2433 0956-82-2626

江崎 浩道 長崎 36 光明寺 859-2304 長崎県南島原市北有馬町丁250番地 0957-84-2117 0957-84-2117

大西 文生 長崎 44 法樹寺 859-5366 長崎県平戸市宝亀町1456 0950-28-0314

香林 亮運 長崎 45 浄土寺 859-4744 長崎県松浦市星鹿町岳崎免1861 0956-75-0353 0956-75-1963

永目 眞爾 熊本 1 往生院 860-0082 熊本県熊本市西区池田1‐2‐50 096-353-4006 096-353-4006

山本 幸典 熊本 36 大信寺 868-0037 熊本県人吉市南泉田町152番地 0966-22-3414 0966-22-3414

髙坂 真我 熊本 64 大蓮寺 863-1212 熊本県天草市河浦町宮野河内
427番地 0969-78-0034 0969-78-0041

安廣 隆之 大分 1 円應寺 871-0075 大分県中津市961番地 0979-22-3509 0979-22-3509

鶴山 恒教 大分 17 蓮華寺 873-0401 大分県国東市武蔵町池ノ内1512番地 0978-68-0039 0978-68-1713

阿部 昌道 大分 32 安養寺 870-0819 大分県大分市王子新町7‐1 097-543-1522 097-543-1528

酒井 真也 三州 3 常念寺 882-0024 宮崎県延岡市大武町27番地1 0982-32-4863 0982-32-4873

八尋 光樹 三州 5 専修寺 889-1111 宮崎県日向市美々津町3563 0982-58-0205 0982-58-0205

岩﨑 念唯 三州 58 自然寺 880-0925 宮崎県宮崎市本郷北方2739番地2 0985-64-5464 0985-64-5465

氏名  教区 № 寺院名 〒 住所 ＴＥＬ ＦＡＸ   
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常任布教師制度について常任布教師制度について
浄土宗�教学部

常任布教師制度の目的
なるべく多くの檀信徒に布教の機会を増進していただくため、また、布教師をお招きすることが
困難な寺院等に対し、布教師を特別に派遣し、布教教化の進展を図ることを目的としております。

常任布教師制度の概要
寺院等において行われる法要（御忌会・施餓鬼会・十夜法要・彼岸会等）に際して、参列者に布教を
拝聴していただくため、寺院が常任布教師を招くことに対して補助金を交付する制度です。

常任布教師とは
各地方教化センターに配置され、一般寺院等の要請に応じ特別に派遣し、その寺院等において布
教に従事する教師（布教師）です。

布教師数　160名程度

任　　期　2年

活動範囲　常任布教師が所属する教区の教化センター管内

　　　　　　布教は、特定・特殊・一般布教

　　　　　　布教活動は、定期、臨時及び特殊法要並びに地区布教活動（五重相伝会・授戒会を除く）

　　　　　　その他、各種団体等依頼の布教（教誨活動を除く）

選任要件　教階「正輔教」以上で布教業績が顕著な者

常任布教師制度の特徴
①常任布教師制度を活用する寺院等に、一律25 ,000円の助成をいたします。
②常任布教師の活動範囲は教化センター管内です。
③常任布教師の選定および日程調整は、教区長が行います。
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【北海道地方教化センター】
任期：令和2年3月31日まで

氏名 教区 組 № 寺院名
1 松本 信成 北海道第一 江差 36 法然寺
2 平塚 正樹 北海道第一 中央 44 霊鷲院
3 梅庭 英良 北海道第一 小樽 68 長福寺
4 藤井 敬亮 北海道第二 東 1 大成寺
5 佐伯 典昭 北海道第二 西 19 浄道寺
6 丸山 孝立 北海道第二 南 42 龍雲寺
7 井上 耕心 北海道第二 北 62 大林寺

●布教師養成講座全課程修了者のうち 
　特に優秀な者を宗務総長が特命した者 

任期：令和2年3月31日まで
吉田 成道 北海道第一 小樽 71 願雄寺

【東北地方教化センター】
任期：令和2年3月31日まで

氏名 教区 組 № 寺院名
1 花田 俊岳 青森 弘南 6 遍照寺
2 加藤 恒有 青森 弘南 18 唯称院
3 木村 迎世 青森 三八 107 来迎寺
4 武田 眞和 岩手 盛岡 5 吉祥寺
5 小川 隆英 岩手 花巻 21 松庵寺
6 齋藤 道昭 秋田 県北 25 圓徳寺
7 佐藤 一彦 山形 置賜 9 常光寺
8 佐藤 康正 山形 山形 24 専念寺
9 長澤 俊樹 山形 酒田 111 浄徳寺
10 石塚 祐紀 宮城 第一 5 大法寺
11 樋口 法生 宮城 第二 20 慈恩寺
12 東海林 良昌 宮城 第三 21 雲上寺
13 青木 芳尚 福島 浜通り 46 安楽寺
14 野内 英昭 福島 中央 82 成願寺
15 渡部 伸一 福島 会津 91 高巌寺

【関東地方教化センター】
任期：令和2年3月31日まで

氏名 教区 組 № 寺院名
1 長田 正澄 群馬 吾妻 25 清見寺
2 新井 直人 群馬 太田 56 哀愍寺
3 伴 経徳 栃木 下都賀 22 照光寺
4 本多 元照 栃木 塩那 65 法眞寺
5 武田 泰康 茨城 水戸 2 定善寺
6 古矢 智照 茨城 常総 35 阿彌陀寺
7 池田 常臣 埼玉 第三 69 圓福寺
8 石垣 正順 埼玉 第三 91 深廣寺
9 宮島 道孝 埼玉 第四 116 大龍寺
10 土屋 正道 東京 芝 14 観智院
11 佐藤 雅彦 東京 豊島 179 浄心寺
12 宮入 良光 東京 豊島 202 良感寺
13 山田 紹隆 東京 江東 235 正源寺
14 若林 隆壽 東京 浅草 277 西光院
15 金子 一俊 東京 城北 314 仮宿院
16 藤井 正史 東京 玉川 446 月影寺
17 今岡 達雄 千葉 葛南 4 善照寺
18 佐藤 晴輝 千葉 君津 23 正行寺
19 郡嶋 泰威 千葉 安房 62 量寿院
20 伊藤 慶成 千葉 東総 113 弘願寺
21 奥田 昭應 神奈川 港南 50 金臺寺
22 成田 善俊 神奈川 鎌倉 134 専福寺
23 慶野 匡文 神奈川 三浦 257 光雲寺
24 秋山 秀道 山梨 甲府 24 称念寺
25 曽根 孝順 山梨 甲府 29 浄慶寺
26 櫻井 好一 長野 長野 76 三福寺
27 關 恒明 長野 松本 179 瑠璃光寺

●布教師養成講座全課程修了者のうち 
　特に優秀な者を宗務総長が特命した者 

任期：令和2年3月31日まで
飯田 英心 長野 伊那 212 安性寺
篠田 典秀 長野 伊那 219 峯高寺

常任布教師一覧表
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【東海地方教化センター】
任期：令和2年3月31日まで

氏名 教区 組 № 寺院名
1 北條 竜士 静岡 東駿 58 龍善寺
2 山田 雅宣 静岡 西駿 115 大善寺
3 山田 真聖 三河 豊橋 6 專願寺
4 岩木 涼山 三河 豊橋 18 專稱寺
5 神谷 真章 三河 岡北 133 長壽寺
6 板倉 政弘 三河 岡北 149 高徳寺
7 水谷 浩志 三河 豊田 171 法雲寺
8 飯田 英知 尾張 名古屋 52 清浄寺
9 桑山 光俊 尾張 名古屋 58 雲心寺
10 祖父江 良匡 尾張 城南 75 正行寺
11 髙木 清隆 尾張 尾西南 210 西方寺
12 山田 照信 尾張 尾西南 217 唯称寺
13 德倉 博修 伊勢 松阪 108 弥勒寺
14 堤 康雄 伊勢 香肌 135 蓮浄寺
15 村上 眞孝 伊勢 宮川 232 西林寺
16 新美 尚彦 伊勢 山田 248 蓮華寺
17 西山 霊峰 伊勢 山田 253 本誓寺
18 津島 有教 伊賀 上野 2 開化寺
19 宮嵜 美政 伊賀 柘植 40 專念寺
20 竹中 純瑜 岐阜 岐阜 4 正道院
21 本多 遵明 岐阜 赤坂 46 如来寺

【北陸地方教化センター】
任期：令和2年3月31日まで

氏名 教区 組 № 寺院名
1 長谷川 三靖 新潟 高田 85 天崇寺
2 籠島 浩貴 新潟 柏崎 17 極楽寺
3 山田 泰輔 新潟 長岡 39 秀翁寺
4 泉 清孝 富山 富山 52 医王寺
5 林 秀峰 富山 新川 69 大泉寺
6 魚津 光彦 石川 浅野川 25 誓願寺
7 高田 光順 石川 能登 32 西念寺
8 花木 信徹 福井 敦賀東 54 西蓮寺
9 加藤 良明 福井 敦賀西 78 宝治院

【近畿地方教化センター】
任期：令和2年3月31日まで

氏名 教区 組 № 寺院名
1 稗貫 光遠 滋賀 湖北 17 阿彌陀寺
2 稲岡 純史 滋賀 愛知 47 西福寺
3 奥村 照真 滋賀 蒲生第一 82 西誓寺
4 西川 章生 滋賀 蒲生第一 100 永福寺
5 稲岡 賢純 滋賀 蒲生第二 133 来迎院
6 蓮見 昌寛 滋賀 甲賀 247 真福寺
7 井野 周隆 滋賀 湖南 392 雲住寺
8 安部 隆瑞 滋賀 湖南 399 西方寺
9 勝田 良樹 京都 鴨川 80 三縁寺
10 亀山 政臣 京都 鴨川 604 專称寺
11 登田 正樹 京都 伏見 252 蓮乘寺
12 山中 隆央 京都 伏見 289 光傳寺
13 羽田 龍也 京都 伏見 290 大善寺
14 城平 賢宏 京都 洛南 300 天然寺
15 和田 恵聞 京都 八幡 594 西遊寺
16 喜早 信定 京都 南城 444 安養寺
17 田中 賢祐 京都 船桑 520 願生寺
18 中村 宏道 奈良 第三 54 花園寺
19 野島 学道 奈良 第四 83 極楽寺
20 廣井 一法 奈良 第六 142 蓮花寺
21 中村 晃和 奈良 第十二 304 西迎院
22 勝部 正雄 奈良 第十二 307 佛眼寺
23 福井 浄堂 和歌山 日方 44 善福寺
24 塩路 善澄 和歌山 日高 168 正覚寺
25 榎本 了示 和歌山 西牟婁 190 来迎寺
26 神田 眞晃 大阪 相阪 2 法善寺
27 深田 真正 大阪 西清堀 107 大福寺
28 芳井 隆昇 大阪 東摂 190 阿弥陀寺
29 宮川 孝明 大阪 河北 247 清伝寺
30 宮地 正則 大阪 第一河南 285 秋玄寺
31 常住 哲也 大阪 泉北 368 安楽寺
32 櫻澤 宏尚 大阪 泉北 381 浄福寺
33 阪口 祐彦 大阪 泉北 396 正覚寺
34 清水 涼裕 兵庫 神戸 5 安養寺
35 明石 和成 兵庫 神戸 8 済鱗寺
36 柴田 雅章 兵庫 武崎 46 光明寺

●布教師養成講座全課程修了者のうち
　特に優秀な者を宗務総長が特命した者 

任期：令和2年3月31日まで
谷口 信之 滋賀 甲賀 329 真徳寺

常任布教師一覧表
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【中四国地方教化センター】
任期：令和2年3月31日まで

氏名 教区 組 № 寺院名
1 城戸 法文 鳥取 因幡 9 栖岸寺
2 北村 誠人 鳥取 因幡 18 龍吟寺
3 米村 昭寛 鳥取 因幡 21 大善寺
4 本田 哲平 出雲 松江 30 善導寺
5 小出 道嗣 出雲 隠岐 54 西明寺
6 三上 良紀 石見 江津 33 藤長寺
7 山根 崇徳 石見 益田 47 暁音寺
8 漆間 信宏 岡山 美作 12 長興寺
9 別府 一道 広島 南部 36 法然寺
10 佐原 昌也 広島 南部 45 宝積寺
11 細川 正悟 山口 周東第一 8 観音寺
12 松本 俊孝 山口 長東第一 94 広雲寺
13 田中 義道 山口 長西 129 誓念寺
14 川田 邦博 南海 香川 15 西方寺
15 佐々木 諦道 南海 香川 18 浄泉寺
16 隈江 瑛司 愛媛 東予 67 西蓮寺
17 棟久 晴雲 愛媛 松山 17 誓重寺
18 吉田 哲朗 愛媛 南宇和 56 延命寺

【九州地方教化センター】
任期：令和2年3月31日まで

氏名 教区 組 № 寺院名
1 矢野 義明 福岡 小倉 5 圓應寺
2 村島 永俊 福岡 東筑 38 光明寺
3 松尾 善樹 福岡 東筑 44 浄土寺
4 上田 光俊 佐賀 南里 21 浄國寺
5 江島 法俊 佐賀 鹿島 75 無量院
6 日野 恵一 佐賀 鹿島 86 浄林寺
7 永田 知徳 佐賀 鹿島 87 三福寺
8 金子 孝司 長崎 長崎 15 大悲寺
9 安藤 光宣 長崎 島原 39 崇台寺
10 大西 文生 長崎 平戸 44 法樹寺
11 永目 眞爾 熊本 第一 1 往生院
12 三宅 俊明 熊本 第一 16 浄業寺
13 髙坂 真我 熊本 第三 64 大蓮寺
14 阿部 信之 大分 第三 32 安養寺
15 菅野 淨光 大分 第三 33 西応寺
16 丹羽 一誠 大分 第三 40 法然寺
17 酒井 真也 三州 宮崎 3 常念寺
18 八尋 光樹 三州 宮崎 5 専修寺
19 岩﨑 念唯 三州 宮崎 58 自然寺
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○『浄土宗五重相伝会勤行式』発売中！ 

 
 
 

 
 

○大座具・掛軸 無料貸出しいたします！ ※サイズは全て（ｃｍ）です 
 
 
 
 

四句の偈軸         釈迦三尊軸       二河白道軸        二祖対面軸 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 （縦190×横68）       （縦190×横68）       （縦190×横123）      （縦190×横123） 
   
 

 

 

『五重相伝 大座具・掛軸 無料貸出』を希望される方 
申 込 方 法 五重相伝開筵の３ヶ月前までに教学部にお電話にて予約可能かどうか確認のうえ、所定の申請書

にてお申込みください。 
備 考 貸出は先着順となります。予約状況によってはお受けできない場合がございます。 

【浄土宗教学部】 
 〒６０５－００６２ 京都市東山区林下町４００－８ 
 ＴＥＬ：（075）525-0480  ＦＡＸ：（075）531-5105 

『浄土宗五重相伝会勤行式』購入を希望される方 
申 込 方 法 下記連絡先にご連絡ください。 

【浄土宗出版】 
〒１０５－００１１ 東京都港区芝公園４－７－４ 明照会館 3階 
ＴＥＬ：（03）3436-3700  ＦＡＸ：（03）3436-3356 

 

 
価格：１，０００円（税込） サイズ：天地 18.9cm×左右 9.2cm  

頁数：151頁  編集：五重相伝推進委員会  発行：浄土宗 

五重相伝を開筵される方へ（お知らせ） 
 

【大座具】 ３サイズ 
・６畳用（360×270）  ・１０畳用（450×360） 
・１５畳用（540×450） 

【掛軸】 
・軸立てもあります 
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【大座具】 
●６畳用（360×270）・１０畳用（450×360）・１５畳用（540×450）の３サイズ（ｃｍ）あります。 
 

【掛軸】 
●掛軸は全体のサイズ（ｃｍ）です 
●軸立てもあります 
 

四句の偈軸      釈迦三尊軸      二河白道軸      二祖対面軸 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 （縦190×横68）     （縦190×横68）     （縦190×横123）     （縦190×横123） 
 

 

 

『浄土宗五重相伝会勤行式』購入を希望される方 
申 込 方 法 下記連絡先にご連絡ください。 

【浄土宗出版】 
〒１０５－００１１ 東京都港区芝公園４－７－４ 明照会館 3階 
ＴＥＬ：（03）3436-3700  ＦＡＸ：（03）3436-3356 

『五重相伝 大座具・掛軸 無料貸出』を希望される方 
申 込 方 法 五重相伝開筵の３ヶ月前までに教学部にお電話にて予約可能かどうか確認のうえ、所定の申請書

にてお申込みください。 
備 考 貸出は先着順となります。予約状況によってはお受けできない場合がございます。 

【浄土宗教学部】 
 〒６０５－００６２ 京都市東山区林下町４００－８ 
 ＴＥＬ：（075）525-0480  ＦＡＸ：（075）531-5105 

大座具・掛軸 無料貸出しいたします！ 
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1　浄土宗ネットワークにアクセス。ログイン画面から新規登録へ

1  浄土宗ネットワーク（https://jodoshu.net/）
にアクセスし、　　　　をクリック1

※スマートフォンの場合は、右記
QR からもアクセスできます

2

2  新規登録をクリック

2　必須事項を記入して新規登録

3  下記の必須事項を入力

3

4

3　登録完了

担当者が申請を確認後、登録いただいたメールアドレスに通知が届けば登録完了。
ログイン後、浄土宗ネットワークの「寺院専用ページ」がご利用できるようになります。

共通 ID・パスワード廃止につきまして
『浄土宗宗報』に掲載しておりました共通ID・パスワードは、セキュリティ上の観点から平成31年3月を
持ちまして廃止させていただきました。上記のように、個人でID登録のうえ、ご利用ください。

※申請いただいてから、登録が完了するまでお時間がかかる場合があります。ご了承ください。
※後日、郵送にて、登録完了通知をお送りいたします。

4「新規登録する」をクリックして申請

・メールアドレス
・メールアドレス（確認用）
・姓
・名
・生年月日
・教区
・寺院番号
・寺院名
・電話番号
・パスワード

浄土宗ネットワークに関するお問い合わせは浄土宗社会部まで
浄土宗社会部　☎：03（3436）3351　FAX：03（3434）0744　E-mail：syakai@jodo.or.jp

「浄土宗ネットワーク」に会員登録いただくと、『和合』『布教羅針盤』や『浄土宗新聞』『かるな』
などの研鑽・布教資料の閲覧のほか、寺院行事や情報の発信もできるようになります

※
。

※内容により、掲載できない場合もございます。

「浄土宗ネットワーク」の会員登録方法
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浄土宗総合研究所公開講座のご案内 

 

「 地蔵尊供養 」
 

浄土宗において地蔵尊供養のための法要は、古くは「地蔵講式」が修されて

いたが、明治 43 年版『浄土宗法要集併声明譜付』に掲載を最後に見られな

い。しかしながら、地蔵尊をまつる浄土宗寺院は多く、また地域習慣として地蔵盆

を年中行事に行う地域も多い。現在浄土宗では地蔵尊に対しての法要は定め

がなく、地蔵盆に際しての法要は各寺院で様々に行われている。 

地蔵盆の性格上、寺院と地域社会とのつながり、また児童教化に寄与せらる

る法要と考えられる。従って、「地蔵講式」を再興し、さらにその内容をふまえ、現

代社会に対応した、地蔵盆等の地蔵供養に勤めることの出来る「地蔵尊供養

式」を、新たに提示する。            （法式研究班 主務 中野孝昭） 

 

■日 時  令和２年３月１０日（火） 午後２時より 

            2 時  講義「地蔵尊供養について」  

講師：西城宗隆（浄土宗総合研究所研究員） 

            2 時 30分   【地蔵講式】 

     【総研版 地蔵尊供養式】 

 

■会 場  大本山金戒光明寺 大方丈 

 

■主 催  浄土宗総合研究所 

 

【お問い合わせ】

浄土宗総合研究所 

東京都港区芝公園４－７－４ 明照会館内 

０３（５４７２）６５７１（代表） 

新着
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令和元年度浄土宗総合研究所公開講座

浄土宗基本典籍の電子テキスト化プロジェクトの電子テキスト化プロジェクト電子テキスト化プロジェクトテキスト化プロジェクト化プロジェクトプロジェクト化プロジェクト

仏教の智慧を開くの電子テキスト化プロジェクト智慧を開くを開く開く 
－浄土宗大本山増上寺所蔵元版大蔵経デジタルアーカイブ化デジタルアーカイブ化化プロジェクト－

;<の電子テキスト化プロジェクト=、?@AB公CDE増上寺に寄進した三つの大蔵経GHした三つの大蔵経Kつの電子テキスト化プロジェクト大蔵経デジタルアーカイブ化

明治維新、関東大震災、東京大空襲 を開く超えてえて

増上寺C[\に寄進した三つの大蔵経]えた三つの大蔵経^の電子テキスト化プロジェクト経デジタルアーカイブ化蔵

今、``に寄進した三つの大蔵経仏教の智慧を開くの電子テキスト化プロジェクト智慧を開くの電子テキスト化プロジェクト蔵C開かbます

昨年度の電子テキスト化プロジェクト宋版に寄進した三つの大蔵経引き続きき続き続きき続き

今年度は元版のデジタルデータについて元版の電子テキスト化プロジェクトデジタルデータに寄進した三つの大蔵経ついて

^の電子テキスト化プロジェクト意義と未来を議論しますと未来を議論しますopを開くqrします
発表者と講題と未来を議論します講題

・上杉智英(京都国立博物館研究員)
浄土宗大本山増上寺所蔵元版大蔵経デジタルアーカイブ化、画像公開の電子テキスト化プロジェクト意義と未来を議論します

・野沢佳美（立正大学文学部教の智慧を開く授）
印刷漢文大蔵経デジタルアーカイブ化研究の電子テキスト化プロジェクト歴史と課題－目録・報告書刊行を中心に－と未来を議論します課題－目録・報告書刊行を中心に－を開く中心に－に寄進した三つの大蔵経－

・齊藤舜健（浄土宗総合研究所主任研究員）
IIIF に寄進した三つの大蔵経準拠した増上寺蔵元版大蔵経デジタルアーカイブの運用した三つの大蔵経増上寺蔵元版大蔵経デジタルアーカイブ化デジタルアーカイブ化の電子テキスト化プロジェクト運用

・永崎研宣（人文情報学研究所主席研究員）
大蔵経デジタルアーカイブ化研究に寄進した三つの大蔵経おけるデジタル画像活用の新展開デジタル画像活用の電子テキスト化プロジェクト新展開

・下田正弘（東京大学大学院人文社会研究科教の智慧を開く授）
総括

令和 2 年 3 月 9 日（月）13:00～16:30（»…は元版のデジタルデータについて 12:30 から）

会場：浄土宗大本山増上寺・光摂殿

対象：広く一般に公開しますく一般に公開しますに寄進した三つの大蔵経公開します

参加費：無料                           主催：浄土宗総合研究所
参加€‹›の電子テキスト化プロジェクトfiは元版のデジタルデータについて、fl‡・所·を開く明‚の電子テキスト化プロジェクト上、下‚ FAX ÂÊまた三つの大蔵経は元版のデジタルデータについて e-mail アドレスまでお申し込みくださいし込みくださいみください。
FAX:03-3438-4033（浄土宗総合研究所）e-mail:daizokyo2019@jsri.jp（担当 大橋）

新着
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　法然上人の教えは、凡夫が凡夫によりそうという現実を直視させるものであり、他宗にはない特徴
を有している。今回は、そういった特徴を踏まえつつ、浄土宗カウンセリング理論の確立の必要性を
提示すると共に、法然上人の教えに基づきカウンセリングを実践された中原実道師の理論をベースに
置くことの妥当性について考察してみたい。そして、浄土宗寺院の僧侶寺庭が普段の活動の中で役
立てることができる内容を提示したい。

第40回 浄土宗総合研究所公開シンポジウム
法然上人の教えとカウンセリング
―今、浄土宗僧侶・寺庭の実践を考える― 

日 時

場 所

令和2年 2月17日（月） 午後1時 から

大本山増上寺 光摂殿1Fホール
〒105-0011 東京都港区芝公園4-7-35

基調発題
「浄土宗的カウンセリングについて 
　　　　　　―中原理論を踏まえて―」

研究主務・大正大学教授　曽根�宣雄
体験談

「私が受けたカウンセリング」
研究スタッフ　籠島�浩貴

コーディネーター
研究代表・大正大学名誉教授　石川�到覚

パネラー
「法然上人の傾聴と教化」

研究スタッフ　春本�龍彬
「中原カウンセリングの形成過程」

嘱託研究員　曽田�俊弘
「浄土宗的カウンセリング 
　　―臨床心理士の視点から―」

研究スタッフ　樋口�広思
「浄土宗的カウンセリング 
　　―臨床宗教師の視点から―」

研究スタッフ　大島�慎也

●登壇者

●パネルディスカッション

●参加費  ...........................................................

無料

●申込方法  ........................................................

参加をご希望の方は、所属寺院（教区・寺院番
号・寺院名）および氏名を明記の上、下記問合
先までFAXまたはEメールにてお申込みくだ
さい。

●問合先  ...........................................................

浄土宗総合研究所
〒105 -0011 東京都港区芝公園4-7 -4
TEL 03 -5472 -6571　FAX 03 -3438 -4033
Eメール sympo2020tokyo@jsri.jp
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浄土宗総合研究所公開講座のご案内 

「善導大師『観経疏』の世界」

 

法然上人は『選択集』第十六章段末尾において善導大師の『観経疏』について言及し、 

静に以れば、善導の『観経の疏』は、これ西方の指南、行者の目足なり。然ればすなわち西方の行

人、必ずすべからく珍敬すべし。

とお説きなっています。法然上人にとっては、『観経疏』こそが自身および全衆生の往生を全面的そし

て絶対的に肯定し、かつそのことに絶対的な確証を与えた唯一の聖典であり、一切諸仏の大慈悲と阿弥

陀仏の本願の本意が完全に一致することを明示する唯一の聖典でもありました。 

浄土宗総合研究所の教学研究Ⅰ班では、『観経疏』の全文現代語訳の作業に取りかかり、現時点で「玄

義分」の現代語訳がほぼ終了しております。周知のように『観経疏』は研究書や解説書も数が少なく、

その概要をとらえにくいのが現状です。そこで当研究班におきまして、現代語訳をもとに『観経疏』の

解説を行う公開講座を、下記の日程で実施したく存じます。 

ご一緒に『観経疏』の世界に触れ、善導大師のお言葉を全身で受け止めましょう。 

 

■日程：  

第１８回 令和２年１月２０日（月）１０：００～１２：００

第１９回 令和２年２月３日（月）１０：００～１２：００

第２０回 令和２年３月１０日（火）１０：００～１２：００

■場所：浄土宗総合研究所（東京都港区芝公園４－７－４明照会館内） 

※お部屋につきましては当日掲示いたします 

 

■講師：柴田泰山（浄土宗総合研究所研究員・教学研究Ⅰ班主務／大正大学非常勤講師） 

 

■申し込み・問い合わせ： ※初めてご参加の方は、FAX または E メールにてお申込みください。 

TEL ：０３－５４７２－６５７１（代表） FAX ：０３－３４３８－４０３３ 

E-mail：kudo@jsri.jp （担当：工藤量導） 
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おてつぎ運動だより

■『サラナ親子教室』インストラクター養成講座(第３課程)開講 

平成 11 年以来、おてつぎ運動の理念を基に、『サラナ親子教室』という「親子

のための宗教情操活動」を展開し、現在までに全国で 19 教室に開校いただきまし

た。教師、寺族の方々には当講座を受講のうえ、インストラクターとして活動い

ただいております。ご寺院における今後の教化活動のひとつとして『サラナ親子

教室』の開講をご検討いただき、インストラクター養成講座の受講をおすすめい

たします。 

この度の第 3 課程は、実践面を中心に参加・体験型の内容となっております。

本宗教師、ご寺族の皆さまの多数のご参加をお待ちしております。 

 
【日 時】 令和 2 年 2 月 17 日(月)～19 日(水) 

【場 所】 総本山知恩院 和順会館 大広間 
【内 容】 「サラナ親子教室開校にむけて」 

        「教室展開に向けての実習・グループ発表」 
【参加費】  14,000 円 (和順会館宿泊の方・2 泊 6 食付) 

3,000 円 (和順会館以外に宿泊の方・2 日目昼食付) 

※詳細につきましては資料をご送付いたします。多数のお問い合わせをお待ち 

しております。 
 

■おてつぎ運動推進協議会『輪番奉仕』募集のご案内 

檀信徒で構成されるおてつぎ運動推進協議会会員の皆さまには知恩院境内の案内、

清掃等のご奉仕活動をお願いしています。本山での経験を通じてさらに信仰を深めて

いただき、各菩提寺さまにおきましても積極的にご活動いただいております。 

会員以外の方でも体験会にご参加いただくことができます。随時開催しております

ので檀信徒の皆さまにおすすめいただければ幸いです。詳細につきましてはおてつぎ

運動本部までお問い合わせください。 

…..≪ 実 施 日 ≫  毎月 25 日  

※その他 各種法要、行事の際にもご奉仕いただいています。 

≪1 日の流れ≫  9 時 30 分  集合・朝礼 

10 時     奉仕活動 

11 時 30 分  昼食（当山でご準備します） 

13 時     奉仕活動 

15 時     終了・解散 

 

【申込および問合先】 総本山知恩院 おてつぎ運動本部 

〒605-8686 京都市東山区林下町 400 TEL(075)541-5142 FAX(075)541-0224 

E ﾒｰﾙ otetugi@chion-in.or.jp https://www.chion-in.or.jp/05_otetsugi/ 
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月曜日（週1回） 午後5時30分から7時まで

月曜日（月1回） 午後5時30分から7時まで

知恩院山内 古経堂等（昇降口：庫裏玄関）

知恩院山内 月光殿等（昇降口：庫裏玄関）

本宗教師
※出席数に応じ三級式師までの式師
検定試験を受けることができます。

※日時・講義内容につきましては諸般の都合により変更させていただく場合がありますのであらかじめ
ご了承ください。

三級式師以上の本宗教師

『新訂浄土宗法要集』に準じた
講義・実習など

祖山伝承法要（声明･威儀等）の
講義・実習など

法儀司 西山 精司
法儀司 中西 時久
一級法式教師 小林 常晋
一級法式教師 橋本 知之
一級法式教師 別所 良道

●講　師

講義内容

講義内容

受講資格

受講資格

練習生課程（四級式師以下 対象）

研究生課程（三級式師以上 対象）

日 時

日 時

場 所

場 所

●服　装  ...........................................................

改良服、数珠、朱扇、袈裟、白衣等如常

●受講料  ...........................................................

無料

●申込先（問合先）  ............................................

総本山知恩院 法務部法要係
〒605 -8686 京都市東山区林下町400
TEL 075 -531 -2273　FAX 075 -205 -5101
https://www.chion-in.or.jp/

●持ち物  ...........................................................

講義中に指定の衣帯、『新訂浄土宗法要集』、必
要に応じ資料配布

平成30年・令和元年度課程

総本山知恩院　『法式指導所』

●第2期令和元年度　総本山知恩院法式指導所予定表

　総本山知恩院では、法要・儀式を通し、教化・自行の研鑽に努められる方々の一助として法式講習
を開講いたします。
※講習は2カ年で1課程です。本年度は２年目の課程となりますが、途中からの受講も可能です。

続けて受講できる方の参加をお待ちしております。

月　日 講師 講義内容 月　日 講師 講義内容
 1月 20日 中西 悉曇 ・ 書式  2月 3日 別所 法服法

27日 別所 威儀法 ・ 執持法 10日 小林 犍稚法
研究生 橋本 音声 ︲梵音︲ 17日 中西 音声 ︲全般︲

研究生 小林 音声 ︲合殺︲
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●参加費  ...........................................................

無料
※参加費は無料ですが、佛供米料1,000円の奉

納をお願いいたしたく存じます。

●参加申込  ........................................................

ハガキ・ファクスにて、ご寺院名・参加人数を
ご記入の上、総本山知恩院布教部教務係内 総
本山知恩院布教師会までご連絡ください。

●申込締切  ........................................................

令和2年1月20日（月）

●その他  ...........................................................

※参加者には甘酒のご接待がございます。
※ご不便をお掛けいたしますが、公共交通機

関をご利用ください。

●申込先（問合先）  ............................................

総本山知恩院布教部教務係内
総本山知恩院布教師会事務局
〒605 -8686 京都市東山区林下町400　
TEL 075 -531 -2157　FAX 075 -531 -2160

第17回 総本山知恩院布教師会聖日別時念仏会

日 時

会 場

令和2年 1月25日（土） 午後零時30分 から 午後4時 まで

総本山知恩院  法然上人御堂

　元祖さまの御聖日であります１月２５日、祖山に於いて僧俗一体の「第１７回聖日別時念仏会」を
下記のとおり開催いたします。南無阿弥陀仏の口称一行の中に、祖師の説かれた万機普益の御心
を賜わるべく、法然上人御堂で別時念仏会を厳修いたします。
　檀信徒の意識昂揚の為にも多数の皆さまをお誘いくださり、ご参加くださいますようお願い申し上
げます。

●日　程

12：30 受付 ・ 別時開始

13：30
法要 ・ 開会式 ・ 別時念仏 ・ 
法話 ・ 別時念仏

16：00 終了予定

「白き道にいざなわれて」
総本山知恩院布教師会 参与　藤野�良海

●法　話

新着
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知恩院念仏行脚のご案内 

～予ガ遺跡ハ、諸州ニ偏満スベシ。 

  念佛ヲ修セントコロハ、予ガ遺跡ナルベシ～ 

（元祖大師御法語より）    

 
元祖大師御法語の実践、能化たる器量を積累せんが為、総本山知恩院では昭和 49

年法然上人開宗八百年大法要を好機とし、以来毎月 25 日に念仏行脚を行っており

ます。自由参加にて一人でも多くのご参加をお待ち申し上げております。随時休憩

を入れながら、御遺跡参拝を含め京都市内を約 2 時間程周るものです。自信教人信

の実践、念仏弘通に邁進せられます一助とし、ご参加をお待ち申し上げております。 

 

        ●日時―――――毎月 25 日 午後 1 時半集合 

                      午後 2 時 出発 

 

●集合場所―――総本山知恩院顧問寮 
                ※行事等により控室が変更になる場合がございますので、 

                     布教部教務係へお問い合わせください。 
 

●参加対象―――本宗教師・宗徒 

 

●参加費――――無料 

 

●携行品――――白衣・足袋 

（その他黒衣・草履・手甲・脚はん等本山準備） 

 

●申し込み―――事前申し込み不要。当日直接お越しください。 

 

【問合先】 総本山知恩院 布教部教務係 

〒605-8686 京都市東山区林下町 400 

TEL (075)531-2157 FAX (075)531-2160 http://www.chion-in.or.jp/ 
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大本山百萬遍知恩寺

子ども修養会 みんな仏の子に

●参加費  ...........................................................

5 ,000円

●参加資格者  ....................................................

小学3年生から、中学3年生まで。
（本宗教教師有縁の方であれば、どなたでも御
参加頂けます）

●募集人員  ........................................................

30名まで

●申込方法  ........................................................

申込用紙に必要事項記載の上、ファックスも
しくはEメールにてお申込下さい。
FAX 0774 -52 -2949
Eメール shunkou115@gmail.com
※スケジュール・用意するものなどは、お申込

受付後、案内いたします。

●申込締切  ........................................................

令和2年3月15日（日）

●問合先  ...........................................................

大本山百萬遍知恩寺　式衆会　
担当　笹田俊宏 080 -5354 -5853

日 程

場 所 大本山百萬遍知恩寺

修養会 … 令和2年 3月25日（水） 午後1時 から 

 26日（木） 正午 まで

子どもの教化は、まず自分の子どもから、
１泊２日の体験を通じて子どもの学ぶ心を

目覚めさせましょう。

次頁へつづく→

新着
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教区 組 寺 ・ 院

連絡先住所　〒　　　ー
電話番号

FAX番号

参加希望される方は、下記の記入欄に必要事項をご記入の上、ファックスにて締切期日までに
お送りください。その際にアレルギー等の申請がありましたら、備考欄に併せてご記入ください。
詳しい内容については、後日連絡先の住所にお送りさせていただきます。

受付日 令和　　年　　月　　日

FAX
0774-52-2949

式衆会担当 来迎寺　笹田 宛

大本山百萬遍知恩寺 『子ども修養会』  申込用紙

名　　　前 性別 学　年 備　考　（アレルギーなど）

フリガナ 男
・
女

フリガナ 男
・
女

フリガナ 男
・
女

フリガナ 男
・
女

フリガナ 男
・
女

キ
リ
ト
リ
線
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大本山百萬遍知恩寺  法式研修道場

●参加費  ...........................................................

２回とも 35 ,000円
どちらかのみ 20 ,000円

●参加資格者  ....................................................

僧籍登録がお済の方（18歳以上）

●携行品  ...........................................................

黒衣、如法衣、改良服、白衣および着物一式、
威儀細、日課数珠、作務衣、『浄土三部経 聖典
版』、『浄土宗法要集（上・下）』、『浄土宗法要集

（音声部）』、『教師養成道場勤行式』

●申込方法   ......................................................

次頁のファックス申込書に記入の上お申し込
み下さい。

●申込締切  ........................................................

11月開催　10月28日（月） 終了しました

3月開催　2月25日（火）

●その他  ...........................................................

途中入行、途中退行も相談いたします。

●申込先（問合先）  ............................................

大本山百萬遍知恩寺
〒606 -8225 京都市左京区田中門前町103
TEL 075 -781 -9171　FAX 075 -781 -0157
受付： 大本山百萬遍知恩寺
開催： 大本山百萬遍知恩寺 式衆会
 会長　林　 陽宏　090 -5638 -6186
 担当　三上 典昭　090 -8953 -7957

日 程

場 所 大本山 百萬遍知恩寺

令和元年 11月 5日（火） 午前9時 から 

  7日（木） 午後6時 まで

令和2年 3月 3日（火） 午前9時 から 

  5日（木） 午後6時 まで

お勤めの初歩から修練します
教師養成道場面接前の道場経験にもどうぞ

一級法式教師　橋本�知之
一級法式教師　別所�良道
二級法式教師　大島�仁志
二級法式教師　加藤�宜敬
二級法式教師　林　�陽宏

●講　師

終了しました

次頁へつづく→
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次頁へつづく→

大本山百萬遍知恩寺『法式研修道場』申込用紙 

入行を希望される方は、下記の記入欄に必要事項をご記入の上、ファックスにて締切期日までに 

お送りください。その際に、アレルギー等の申告がありましたら備考欄に併せてお申し付けください。道場

に関する詳しい内容については、後日連絡先の住所にお送りさせていただきます。 

 

申込用紙ファックス送付先番号 

075-781-0157 大本山百萬遍知恩寺内 式衆会 宛 

 

以下の内容についてご記入の上、075-781-0157 までファックスください 

 

※本山記入欄    受付日 平成２９年   月   日     受付者           

教区 組 寺・院 

受講者名 生年月日 

年    月    日 

      教区     組      寺・院 

師 僧 名 
性  別     男 ・ 女 

連絡先住所 〒    －       

 

 

※受講者の現住所をお書きください。 

電話番号 
 

FAX番号 

各種道場 

① 教師養成道場入行中 （１・２・３）期まで受講 

② 道場満行       年  道場名（          ） 

③ 入行経験なし（教師養成道場以外の方は、具体的に記入してください） 

【注意事項】参加資格は、僧籍登録済みの18歳以上で、伝宗伝戒道場成満でない方です。 

備考 : 

 

キ 

リ 

ト 

リ 

※本山記入欄　　受付日 2019年　　月　　日 　　受付者 　　　　　　　　　

キ
リ
ト
リ
線
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大本山光明寺記主禅師研究所  公開講座

●申込方法  ........................................................

当日参加も可能ですが、資料等準備のため事前
のお申し込みをいただけると幸いです。教区・
寺院名・氏名を明記のうえ、電話・FAX・Eメー
ル、いずれかの方法でお申し込みください。

●申込先（問合先）  ............................................

大本山光明寺記主禅師研究所
〒248 -0013鎌倉市材木座6-17 -19　
大本山光明寺教務部内　　　
TEL 0467 -22 -0603　FAX 0467 -22 -0622
Eメール kishuken1199＠gmail.com

●参加資格  ........................................................

どなたでもご参加になれます。

●参加費  ...........................................................

初回　1,000円（資料代等）

良忠上人『領解末代念仏授手印抄』を読む

　当研究所では「報夢鈔五十余帖」と称される良忠上人著作の研究を行っていきます。
　2019年度は『領解末代念仏授手印抄』（『領解抄』）の研修会を下記の通り計6回開催いたします。
　『領解抄』は良忠上人が聖光上人より授かった『末代念仏授手印』を領解したことを師に認許され
るために著し、差し出したもので、良忠上人最初の著作であり、また浄土宗伝法の伝書として重要な
著作であることは言うまでもありません。
　どうぞご一緒に良忠上人の著作を学びましょう。多くの方のご参加をおまちしております。

期 日

場 所 大本山光明寺

第1回　講義　2019年 4月23日（火） 15時 から 17時 まで
第2回　輪読 5月21日（火） 15時 から 17時 まで
第3回　輪読 6月25日（火） 15時 から 17時 まで
第4回　輪読 10月  1日（火） 15時 から 17時 まで
第5回　輪読 12月17日（火） 14時 から 16時 まで
第6回　輪読　2020年 2月  4日（火） 15時 から 17時 まで

「良忠『領解末代念仏授手印抄』 輪読と解説 
（『浄土宗聖典』第5巻または『三巻書・授菩薩戒儀』所収）」
 記主禅師研究所研究員／大正大学非常勤講師 

　大橋�雄人

●講題・講師
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第 15 回 誕生寺お会式詠唱奉納大会ご案内 
(法然上人ご両親ご御追恩会) 

特別寺院・誕 生 寺 
 

誕生寺の一大法会に於いて詠唱奉納大会を開催しておりますが、お蔭様で吉水流詠唱各講ほか、

多くの方々のご縁のなか、元祖さまの御遺跡、誕生寺の一大法会も一段と盛会に奉修させていただ

いております。今後とも浄土宗詠唱の発展の一助となりえればと今年も開催させていただくことと

なりました。皆さま方との、誕生寺聖地阿弥陀堂(瑞応殿) での仏縁、ぜひご参加いただきますこ

と心よりお待ち申しあげております。 
 

 期 日 令和 ２年 ４月１９日 (日)  ４月第３日曜日 
 会 場 特別寺院･誕生寺内 瑞応殿 （阿弥陀堂）内陣舞台 
 参加費 １人 １，０００円 
【日 程】 
 午前  ９時３０分   受付 瑞応殿入り口 (阿弥陀堂) 

受付時間に間に合わない方は到着時間にあわせますので 
ご遠慮なくお申し出ください。 
 

 １０時００分 詠唱奉納開始 (瑞応殿) 
              瑞応殿説教 総本山知恩院布教師 
               鳥取教区 因幡組 幸盛寺住職 池田 正顯 師 

昼食・休憩等随時、出入自由 
 

 午後  正午頃     詠唱奉納終了 
   

０時１５分 大本山百萬遍大念珠繰り (客殿) 
 
 １時３０分 追 恩 大 法 要 開 白 (御影堂内) 

法然上人ご両親御追恩法要浄土門主お代理大導師 
大阪教区 泉北組 西方寺 西田 元光 上人 

 
 ３時００分  「二十五菩蕯練供養行道」お時間がゆるされる方は御参加ください。 

行道での詠唱は来迎和讃、お会式和讃です。 
練供養終了・午後４時 

【申込方法】 
詳しい要項と申込書をお送りいたします。 
連絡先 : 誕生寺会式法要、詠唱奉納係 

TEL 086-728-2102 FAX 086-728-2162 にてご連絡ください。 
締 切 : 令和２年４月１０日（金）まで       お申し込みは早めに・・・ 

 
〈 記 〉 

○他寺院との合同参加も可能です。お舞の奉納も歓迎。イスでの奉納も可能。 
○各団体２曲迄で計５，６分内の奉納でお願いします。 
○古くから各お寺に伝わっていますご詠歌も奉納いただけます。 
○奉納団体(寺院)のプロフィールも発表いたします。 
○その他、御不明な点がございましたら係主任の方にお問い合わせください。」 

誕生寺詠唱奉納係主任・鴫谷秀洋 
(倉敷市阿知 2-25-36 誓願寺内 TEL086-422-6318 FAX086-424-0800) 
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令和元年度 団体開催行事予定一覧表

全国浄土宗青年会 浄土宗寺庭婦人会 浄土宗吉水会 保育協会

中央・全国

全国大会
8月29日

（長崎市）
ホテルニュー長崎

中央研修会
5月23日～24日

（京都市）
総本山知恩院　 
浄土宗宗務庁（京都）

全国大会
5月30日～31日

三河教区№257貞照院

全国研修会
8月23日～24日

（北陸地区）
ANAクラウンプラザ金沢

総合研修会
令和2年3月11日

（京都市）
総本山知恩院

第26回施設職員の為の 
帰敬式
令和2年2月22日～23日

【社会福祉協会と共催】
大本山増上寺

第1地区
北海道地方

北海道第二教区
9月11日 

（旭川市）
西組№15善光寺

北海道第一教区
6月6日～7日

（登別市）
室蘭組№63聖光寺 
登別第一滝本館

北海道第二教区
令和2年2月1日

（旭川市）
西組№16報恩寺

第2地区
東北地方

福島教区
10月16日 

（福島市）
エルティ

宮城教区
6月12日～13日

（仙台市）
江陽グランドホテル

青森教区
6月5日

【保育・児教連合同】
ホテルアップルパレス青森

第3地区
関東地方

群馬教区
6月18日

（草津町）
ホテル櫻井

神奈川教区
6月26日～27日

（横浜市）
横浜ベイホテル東急

埼玉教区
6月23日
埼佛会館 

（埼玉県佛教会）

第4地区
東海地方

三河教区
6月6日

（豊橋市）
ホテルアークリッシュ豊橋

岐阜教区
6月24日～25日

（下呂市）
水明館

岐阜教区
9月14日

（岐阜市）
岐阜教区№１本誓寺

三河教区
8月31日～9月1日

【児全研、保・児地区研合同】
ホテルアークリッシュ豊橋

第5地区
北陸地方

新潟教区
6月1日

（上越市）
ホテルセンチュリーイカヤ

福井教区
9月5日～6日

（あわら市）
あわら温泉まつや千千

石川教区

【保育全研併修】

第6地区
近畿地方

京都教区
5月29日

（京都市）
京都ホテルオークラ

滋賀教区
6月12日～13日

（大津市）
琵琶湖ホテル

兵庫教区
令和2年1月18日

（神戸市）
兵庫県私学会館

第7地区
中四国地方

南海教区
10月7日

（高知市）
ザ クラウンパレス新阪急
高知

岡山教区
10月22日～23日

（倉敷市）
倉敷組№13誓願寺 
倉敷アイビースクエア

山口教区
令和2年2月1日

（山口市）
湯田温泉 かめ福

第8地区
九州地方

三州教区
10月3日～4日

（宮崎市）
宮崎観光ホテル

三州教区
10月30日～31日

（鹿児島市）
城山ホテル鹿児島

福岡教区
6月22日～23日

（福岡市）
クリオコート博多

※各行事へ参加申し込みする際は、各行事開催のお知らせに記載の申し込み締切日を厳守してお申し込みください。

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了 終 了

終 了

終 了

終 了

終 了 終 了 終 了終 了

終 了 終 了

終 了終 了

終 了終 了

終 了 終 了
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児童教化連盟 保護司会 教誨師会 民生・児童

中央・全国

全国研修会
8月31日～9月1日

【児全研、保・児地区研合同】
ホテルアークリッシュ豊橋

中央研修会
12月5日～6日
【合同開催】
大本山増上寺

中央研修会
6月11日～12日

【保全研・民中研、保・教・民
地区研合同】
松坂フレックスホテル

指導者講習会　
令和2年2月4日～5日

（京都）
教化研修会館

全国保護司研修会
6月11日～12日

【保全研・民中研、保・教・民
地区研合同】
松坂フレックスホテル

教誨師会研修会
6月24日～25日

（九州地区）
ANAクラウンプラザホテル 
熊本ニュースカイ

第1地区
北海道地方

北海道第二教区
6月17日

（札幌市）
新善光寺

北海道第一・第二教区　11月29日～30日
【保・教・民合同】
（札幌市）　ホテル札幌ガーデンパレス

第2地区
東北地方

青森教区
6月5日

【保育・児教連合同】
ホテルアップルパレス青森

岩手教区
10月10日

（大槌町）
大念寺

岩手教区
9月10日～11日

（盛岡市）
未定

山形教区
10月21日

（天童市）
湯坊いちらく

第3地区
関東地方

長野教区
6月6日

（長野市）
大本山善光寺大本願

栃木教区
6月24日

（宇都宮市）
宇都宮東武ホテルグランデ

長野教区
6月17日

（長野市）
大本山善光寺大本願

未定

第4地区
東海地方

三河教区
8月31日～9月1日

【児全研、保・児地区研合同】
ホテルアークリッシュ豊橋

伊勢教区　6月11日～12日
【保全研・民中研、保・教・民地区研合同】
松坂フレックスホテル

第5地区
北陸地方

富山教区
令和2年2月19日

（富山市）
とやま自遊館

富山教区 新潟教区 石川教区
11月6日～7日

（金沢市）
社会福祉法人 第三善隣館
お宿やました

第6地区
近畿地方

大阪教区
10月10日

（大阪市）
大阪教区教務所

大阪教区
10月21日

【保・民合同】
大阪教区教務所

奈良教区
7月24日

（奈良市）
奈良少年院
奈良ロイヤルホテル

大阪教区
10月21日

【保・民合同】
大阪教区教務所

第7地区
中四国地方

石見教区
9月17日

（江津市）
島根県立少年自然の家

未定 未定 未定

第8地区
九州地方

三州教区
6月3日

（宮崎市）
自然寺

長崎教区　10月9日～10日
【保・教・民合同】
ホテルニュー長崎

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了 終 了 終 了終 了

終 了 終 了

終 了
終 了

終 了 終 了終 了終 了

終 了
終 了

終 了

終 了
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●対象者  ...........................................................

全国浄土宗青年会会員（会員外の本宗教師も
参加可）

●必要経費  ........................................................

大会参加費 3 ,000円
祝賀会会費 10 ,000円

●申込方法  ........................................................

各教区浄土宗青年会事務局取りまとめにて申
し込みの事。
申込先…FAX 072 -445 -7233
　　　　Eメール 25th.zj.jodo@gmail.com

●申込締切  ........................................................

令和2年2月12日（水）

●申込先（問合先）  ............................................

全国浄土宗青年会事務局
事務局長　寺尾昌治　
大阪府岸和田市西之内町38-5 西光寺
TEL 090 -2381 -5421　FAX 072 -445 -7233
Eメール 25th.zj.jodo@gmail.com

全国浄土宗青年会50周年記念大会

日 時

場 所

令和2年 3月12日（木） 午前8時 から 午後9時 まで

総本山知恩院　法然上人御堂および雪香殿
〒605-8686 京都市東山区林下町400番地　TEL 075-531-2111　FAX 075-531-0099

　全国浄土宗青年会設立50年にあたり、これまでの歩みを振り返ると共に、これからの浄土宗青
年僧としてのあり方を考える自行と法然上人のみ教えを伝えてゆく化他について見つめなおす記念
大会です。午前は総本山知恩院から京都大本山への念仏行脚、午後からは伊藤唯眞猊下御親修
の下、記念法要ならびに記念講演、音楽講演を開催いたします。大会終了後は設立50年の祝賀
会を予定しております。

●日　程

8:00
全浄青50周年記念　念仏行脚
参加者による京都大本山へ念仏行脚

13：00 昼食

13：30 別時念仏 【法然上人御堂】

14：00
全浄青50周年記念法要 

【法然上人御堂】

14：30
伊藤唯眞猊下御垂示 

【法然上人御堂】

14：45 記念講演 【法然上人御堂】

15：45 三門へ移動

16：30 記念音楽講演 【三門】

17：15 別時念仏 【三門】

17：30 別時念仏終了

19：00 祝賀会 【京都ホテルオークラ】

21：00 祝賀会終了

笑い飯　哲夫
京都文教大学学長　平岡�聡
ET-KING

●講　師

新着
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お寺の未来 代表理事　井出�悦郎
佛教大学准教授　伊藤�真宏

●講　師

●対象者  ...........................................................

全国浄土宗青年会会員

●必要経費  ........................................................

研修会費　5,000円

●申込方法  ........................................................

各教区浄土宗青年会事務局取りまとめにて申
し込みの事。
申込先…FAX 072 -445 -7233
　　　　Eメール 25th.zj.jodo@gmail.com

●申込締切  ........................................................

令和2年2月12日（水）

●申込先（問合先）  ............................................

全国浄土宗青年会事務局
事務局長　寺尾昌治　
大阪府岸和田市西之内町38-5 西光寺
TEL 090 -2381 -5421　FAX 072 -445 -7233
Eメール 25th.zj.jodo@gmail.com

全国浄土宗青年会第45回総合研修会

日 時

場 所

令和2年 3月11日（水） 午後3時30分 から 午後9時 まで

総本山知恩院　法然上人御堂および雪香殿
〒605-8686 京都市東山区林下町400番地　TEL 075-531-2111　FAX 075-531-0099

●日　程

14：30 知恩院受付

15：30 開講式【雪香殿】

16：00
研修1

「これからのお寺の信頼とあり方を考える 
　 ─1万人の生活者調査をふまえて─」

17：30 研修1 終了

17：40 夕食

18：30
研修2

「全国統一浄青テスト」 （テスト実施 
ならびに解説を含む講演）

20：00 研修2 終了

20：15 東日本大震災追悼法要、別時念仏会【法
然上人御堂】

21：30 入浴

23：00 消灯 （知恩院  雪香殿にて就寝）

研修1  

「これからのお寺の信頼とあり方を考える 
 ─1万人の生活者調査をふまえて─」
※この講義はネット配信いたします

研修2 
「全国統一浄青テスト」（テスト実施ならび
に解説を含む講演）

研修3  
東日本大震災追悼法要、別時念仏会

●講　題

我行精進�～学び伝える～
僧侶としての初心に返り、加行を想定した自行道場の開催

新着
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●内　容  ...........................................................

みんなでおつとめ
1対1での自己紹介
フリータイム　など

●参加資格  ........................................................

男女とも独身25歳以上45歳まで
男性：パートナーの寺院を後継できる浄土宗教師
女性：自坊の後継者をお探しの方

●必要経費  ........................................................

会費　男女共に3,000円

●申込方法  ........................................................

メールにて以下（１）～（５）の内容を入力して
お送りください

（１）氏名（ふりがな）
（２）性別
（３）生年月日・年齢
（４）所属教区・寺院番号・寺院名
（５）電話番号

●申込締切  ........................................................

令和2年2月6日（木）

●申込先（問合先）  ............................................

全国浄土宗青年会寺コン事務局
中川澄高
Eメール 25th.zj.terakon@gmail.com

●注意事項  ........................................................

寺コン開催中・後のいかなるトラブルに対し
て、一切の責任を負いませんのでご了承くだ
さい。

寺コン 全国浄土宗青年会 寺コン結縁事業

日 時

場 所

令和2年 2月16日（日） 午後2時 から 午後5時 まで

一心寺　三千佛堂
〒543-0062 大阪市天王寺区逢阪2丁目8番69号
TEL 06-6771-0444　FAX 06-6774-2578

【交通の便】 ＪＲ大阪環状線、大阪メトロ　天王寺駅より徒歩15分

ご結婚とご自坊の後継者についてお考えの女性と、パートナーの寺院を後継できる浄土宗教師を
対象とした寺コンを開催いたします。

新着
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第１０回

第
25
期
全
国
浄
土
宗
青
年
会

令和２年１月２５日（土）
 ※25日を中心に、お勤めしやすい日時・場所でご予定ください。

●会員以外の皆さまも是非エントリーをお願い致します。上人のご遺 徳を    
偲び、ご恩に報いるために、全国各地で檀信徒や 一般の方々と共に、お念仏
をお称えいたしましょう。
●裏面のエントリー用紙にご記入の上、取りまとめ担当事務局までお申込み
ください。また、全国浄土宗青年会ホームペー ジからもエントリー可能です。

全浄青HP https//zj.jodo.or.jp
お申込み・お問い合わせ       第２５期全国浄土宗青年会　事務局
〒592-0004　大阪府高石市高師浜1丁目16番24号　大王寺
事務局次長　佐藤玄徳      E-mail  25th.zj.jodo@gmail.com
Tel：090-9871-4316　 Fax：072-261-0692 　

 昨年度は、ご寺院・ご自宅・宗門関係学校・各ご寺
院関連施設など、162ヶ所・ 9438 名のエントリーを
していただき、共にお念佛をお称えいたしました。

ス
マ
ホ
か
ら
簡
単
に
エ
ン
ト
リ
ー

出
来
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

 ～同時同行念佛会の趣旨～
宗祖法然上人の御忌日を縁とし、各地でお念仏を称え、自行を励ますと
共に、御忌法要の開催を推進し、同行という親しみを実感する機縁にな
ることを願います。

奉修期間　令和２年
1月1日～3月12日の中でエントリーください。

次頁へつづく→

新着
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諸大德各位
第 2５期全国浄土宗青年会

理事長　神田眞英
聖号十称
　初冬の候、諸大徳各位におかれましては、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。また、
平素より当会に対しまして、格別のご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
　全国浄土宗青年会では、法然上人のご命日である 1月 25日に「同時同行念佛会」を勤めるととも
に御忌会奉修の呼びかけをいたしております。法然上人のご遺徳を偲び、そのご恩に報いるためには、
お念仏を申すことに勝るものはございません。檀信徒をはじめ多くの皆様と共に、全国各地からお念
仏の声をあげてまいりたいと存じます。
　今期、第 2５期全国浄土宗青年会は、活動テーマ「我行精進～志をもって私らしく～」のもと「第
１０回同時同行念佛会」を開催させて頂くにあたり、昨年に引き続き、全国の浄土宗ご寺院さま、関
係団体の皆さまにも、是非ともご参加頂きたく、謹んでご案内申し上げます。
　たくさんのご同行が全国各地にいらっしゃることは、お念仏をお称えする者の力強い支えになりま
す。どうぞ、一人でも多くの方をご同行とさせて頂きまして、有縁の皆さまにお勧めくださいますよう、
お願い申し上げます。なお、ご参加頂けます場合には、 誠にお手数をおかけいたしますが、事前に下
記エントリー用紙、または全浄青ホームペ ージよりエントリー頂きたく存じます。ホームページ上で
はエントリー総数を随時更新し、お知らせいたしてまいります。 何卒、私ども青年僧の意をおくみ取
り頂き、諸大徳各位のご支援ご協力を賜りますよう、ここに謹んでお願い申し上げます。

合　掌

第１０回 同時同行念佛会 エントリー用紙 

～志をもって私らしく～

・団体の場合団体名をご記入ください。 お申込みは、上記エントリー用紙に必要事項をご記入の上令和２年３月１２日 ( 木 )ま でに、下記申込み先まで、  
  FAX または E-mail にてお願いいたします。
・全浄青ホームページ 【https://zj.jodo.or.jp】からもエントリー可能です。 エントリーフォームをご活用ください。

　　　　　　教区　　　　　　組　寺院No. 　　　　寺院名　　　　　　　

代表者（または担当者）氏名　　　　　　　　      　Tel 　　　　　　
E-mail            　　　　　　　　                                      　Fax 　　　　　　
奉修予定日　令和２年       月　　　日　　　　　時　　　分～　　　時　　　分まで

参加予定人数　　　　　　　　名　　備考

・可能な限り２５日にお勤めくださいますようお願いいたします。
・ご都合により日にちが前後される場合も、是非エントリーをお願いいたします。
・都合上、期間を令和２年 1月 1日～3月 12 日といたします。期間内でのエントリーを
   お願いいたします。

・団体の場合、団体名をご記入ください。

法要内容　　　御忌会　　念仏会
いずれかに○をつけてください

お申込み・お問い合わせ       第２５期全国浄土宗青年会　事務局
〒592-0004　大阪府高石市高師浜 1丁目 16 番 24 号　大王寺
事務局次長　佐藤玄徳      E-mail  25th.zj.jodo@gmail.com
Tel：090-9871-4316　 Fax：072-261-0692 　
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講習1 「むつみあう心の声コンサート」
 ―歌うって楽しいよ―

声楽家 湯浅 契
奈良教区松林寺住職 北村 有縁

講師紹介：湯浅 契
大阪音楽大学院 オペラ科修了
関西歌劇団理事 奈良教区松林寺所属
講師紹介：北村有縁
大阪音楽大学　声楽科卒業

講習2 「あなたもマジシャンになれる」
 ―簡単マジック―
マジシャン プードル雅子＆Pieron＆笑子

講師紹介：
北海道出身。九州を中心に言葉少ないピエロ
さんと一番弟子の笑子（しょうこ）さんと共に
活躍。マジック教室（生徒数約100人：小学生か
ら80歳以上の生徒達）運営。

講習3 「バルーンアート」
 浄土宗児童教化連盟理事長　三宅 明信

講師紹介：
元福岡県青少年育成指導委員・野外指導員・レ
クリェーション協会主査。福岡県子ども会育
成連合会役員・筑後市社会教育主事等歴任

講習4 「　？　？　」―何かを作ろう―
 大阪教区洗心寺住職　石畠 俊彦
講師紹介：
教員として学校教育を経験し、児教連事務局
員として長年児童教化に励む。

●講題・講師

日 時

会 場

令和2年 2月 4日（火） 午後1時  から (午後零時30分より受付開始)
 5日（水） 午前11時30分 まで

浄土宗教化研修会館(源光院)
〒605-0062 京都市東山区林下町416　TEL 075-744-0360

●日程表　（2日間共、浄土宗教化研修会館で講習のみです。宿泊は各自でお取り下さい）

2月4日（火） 2月5日（水）

12：30 受付 9：30 朝勤行

13：00 開講式 9：40 講習3　三宅明信

13：30 講習1　北村有縁 ・ 湯浅 契 10：30 講習4　石畠俊彦

15：00 休憩 11：20 閉講式

15：20 講習2　プードル雅子 他 11：30 解散

17：00 終了

テーマ：「コドモ☆イノチ」― 子どもを共に育てよう―

第36回 浄土宗児童教化連盟指導者講習会

次頁へつづく→
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●申込締切  ........................................................

令和2年1月20日（月）
当日参加も可能ですが、なるべく事前にお申し
込み頂きますようお願いいたします。
締切を過ぎますと、名簿に名前が載らない場合
もありますことをご承知おき下さい。

●申込先（問合先）  ............................................

浄土宗児童教化連盟事務局
〒833 -0013 筑後市北長田706 -2 林鐘院内
TEL 0942 -52 -5524　FAX 0942 -54 -1189
Eメール jodokodomo@yahoo.co.jp

●参加資格  ........................................................

当会会員・本宗教師・寺庭婦人・寺族および児童
教化を志す方。一般参加も大歓迎。

●会　費  ...........................................................

参加費　3,000円

●宿　泊  ...........................................................

各自でお取り下さい。

●申込方法  ........................................................

教区名・組名・寺院番号・所属寺院名・氏名・電話
番号・性別を明記の上、郵送・FAX・Eメールに
てお申し込み下さい。
※Eメールでの申し込みの場合はこちらから必

ず確認メールをお送りいたします。確認メー
ルが届かない場合は再度送信して下さい｡

キ
リ
ト
リ
線浄土宗児童教化連盟　第36回指導者講習会　申込書

教区名 組名 寺院№

所属寺院名

氏名

電話番号 性 別　　　男　・　女

備考
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●定　員  ...................................................

70名（先着順）

●参加対象  ................................................

宗内関係者（浄土宗教師・寺族・宗門関係
学校生など）

●申込方法  ................................................

同封のチラシをご参照ください。

●参加費  ...................................................

無料

●主　催  ...................................................

浄土宗開教振興協会

●協　賛  ...................................................

大本山増上寺布教師会

●問合先  ...................................................

浄土宗社会部
TEL 03 -3436 -3351　FAX 03 -3434 -0744
Eメール syakai@jodo.or.jp

浄土宗開教振興協会

第10回 開教公開カンファレンス「～未来の布教へのヒント～」

日 時

会 場

令和2年 2月13日（木） 午後1時 から 午後4時30分 まで

大本山増上寺 慈雲閣

大本山増上寺布教師 
東京教区観智院住職 土屋�正道
元国内開教使、国内開教委員 
浄土宗開教振興協会理事 笠原�泰淳
栃木県宇都宮市光琳寺副住職 
ぶっちゃけ寺などテレビ出演多数 井上�広法

浄土宗総合研究所 名和�清隆

テーマ：教化ツールとしてのインターネット ―海外開教と国内教化の現場で―

　近年インターネットが大きく普及し、ホームぺージでの情報発信のみならず、メール、Facebook、
twitterなどによるコミュニケーションの手段として生活に欠かせないものとなっている。またスマート
フォンの利用率上昇は、情報検索や交流のあり方をも大きく変えている。
　このインターネットの有効性は、教化の現場においても活かされており、海外開教・国内での教化の現
場において様々な展開を見せている。また、チベット仏教のダライ・ラマ14世やベトナム出身の禅僧ティク・
ナット・ハン師などの活躍により世界中で仏教への注目が高まっており、欧米においては新たに浄土教を
信仰する人々が出始めている中で、インターネットを有効利用した教化の取り組みが行われ始めている。
　今後様々なレベルにおいてグローバル化が進展し、また日本においては檀信徒の居住地域が寺院
から拡散化する傾向が一層強まることから、距離が離れた人々へのインターネットを用いての積極的な
教化が今後一層求められるであろう。
そこで本カンファレンスにおいては、現在インターネットを用いて積極的な教化活動を展開している方々
を登壇者として迎え、その活用例を通じてインターネットを用いた教化の有効性と限界性、さらに今後
の可能性について考えていきたい。

●講 師 (予定)

●コーディネーター

12：00 受付
13：00 開会

13：15 事例発表 ー 土屋正道・笠原泰淳・井上広法
コメント ー 名和清隆

15：00 休憩
15：10 パネルディスカッション
16：40 閉会

●タイムスケジュール
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●講題・講師

日 時

場 所

令和2年 2月6日（木）午後1時 から 3時30分 まで

大本山増上寺
〒105-0011 東京都港区芝公園4丁目7-35

「今に生きる浄土宗の教え」
奈良教区称念寺住職
華頂短期大学准教授
総本山知恩院浄土宗学研究所副主任　　伊藤�茂樹

●参加費  ..................................................

無料

●申込方法  ...............................................

教区会長経由にてお申込み下さい。

●申込締切  ...............................................

令和2年1月31日（金）

●問合先  ..................................................

浄土宗寺庭婦人会事務局
〒963 -4602
福島県田村市常葉町上野100　成願寺内
TEL 0247 -77 -3072　
FAX 0247 -73 -8030

浄土宗寺庭婦人会

〈新規
事業〉法然上人み教えセミナー

　令和という新しい時代が幕を開け 
新規事業『法然上人み教えセミナー』を開始します。

　思えば法然上人は、元号が30回も変わるという激動の時代にお出ましになり、全ての
人の為にお念仏のみ教えを弘められました。
　そのみ教えは、天災地変が続き、加速度的に変化する今の時代でも、変わらぬ私た
ちの拠り所となるはずです。
　浄土宗開宗850年に向けて、寺庭婦人として知っておきたい浄土宗の教えを学び、
しっかりと信仰の土台を築いて参りましょう。

皆様のお越しをお待ちいたしております。
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第8回 浄土学研究会公開講座

●受講対象  ........................................................

どなたでもご参加いただけます。

●参加費  ...........................................................

無料

●申　込  ...........................................................

事前申し込み不要です。

●主催（問合先）  ................................................

浄土学研究会 事務局
〒170 -8470　東京都豊島区西巣鴨3-20 -1　
大正大学浄土学教授室内
Eメール joudo@mail.tais.ac.jp

●浄土学研究会について  .................................

　昭和5年からの歴史を有する大正大学浄土
学研究会は、浄土教に関わることを広く研究
してまいりました。この研究会が、平成17年
に組織改編を行い「浄土学研究会」に改称し、
学外からの会員も募り、一般の学会としてス
タートしました。
　浄土宗教師の方々はもちろん、宗外の浄土
教研究者も集い研鑽を重ねております。学術
大会と公開講座を各年1回開催し、雑誌『浄土
学』の刊行を行っています。ご入会を希望され
る方は上記問い合わせ先まで「お名前・住所・
電話番号」をご連絡ください。（年会費：一般
会員5,000円、購読会員3,000円）

日 程

場 所

令和2年 2月7日（金） 午後3時30分 から 午後5時45分 まで

大正大学　7号館3階731教室
〒170-0001 東京都豊島区西巣鴨3-20-1

【交通の便】 ＪＲ巣鴨駅から都営地下鉄三田線に乗り換え、 
 西高島平行「西巣鴨駅」下車徒歩2分　 
 ※公共交通機関をご利用ください。

「永観『往生拾因』研究の諸問題 
　　　　　　―全訳註への視座―」

早稲田大学文学学術院教授　吉原�浩人

●課題・講師●プログラム 
　（都合により変更することがあります）

15：00 受付

15：30 講演

17：00 休　憩

17：15 質疑応答

17：45 終了予定

新着
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浄土宗教師資格の取得について 

お知らせ

本学では、浄土宗教師資格取得を目指す学生のために宗門子弟教育を行っ

ています。入学後は、所定の科目を履修し単位を取得することによって伝宗

伝戒道場（加行）の入行資格を得ることができます。

＜編入学について＞

既卒大学の単位を活かし、新たに僧侶資格単位を取得することによって、

2 年間で資格を取得することができます。短期間で浄土宗の教えを広く、深く

学ぶことができます。

入学試験・僧階取得についての問い合わせ先

アドミッションセンターアドミッションセンターアドミッションセンター
〒170－8470 東京都豊島区西巣鴨 3-20-1 〒〒170170－84708470 東京都豊島区西巣鴨東京都豊島区西巣鴨 3-3-2020-1 -1 〒〒170170 84708470 東京都豊島区西巣鴨東京都豊島区西巣鴨 3-3-2020-1 -1 
Tel. 03-5394-3024（直通）

【受付時間 10：00～18：00（月～金）】

※仏教学科以外で僧階の取得をご希望の方はご相談ください。

文学部 

日本文学科 
人文学科 

文学部 文学部 

人文学科 
日本文学科 
人文学科 
日本文学科 日本文学科 日本文学科 

表現学部

表現文化学科 日本文学科 日本文学科 日本文学科 日本文学科 日本文学科 日本文学科 
人文学科 
日本文学科 
人文学科 
日本文学科 日本文学科 日本文学科 日本文学科 日本文学科 
人文学科 
日本文学科 
人文学科 人文学科 
日本文学科 
人文学科 
日本文学科 
人文学科 人文学科 人文学科 人文学科 人文学科 臨床心理学科 

文学部 文学部 

日本文学科 日本文学科 日本文学科 日本文学科 

文学部 

日本文学科 日本文学科 

仏教学部

人文学科 
日本文学科 
人文学科 人文学科 人文学科 人文学科 人文学科 
日本文学科 日本文学科 日本文学科 日本文学科 
人文学科 
日本文学科 
人文学科 人文学科 
日本文学科 日本文学科 日本文学科 日本文学科 仏教学科 

表現学部表現学部地域創生学部

地域創生学科 

心理社会学部

人文学科 人文学科 人文学科 人文学科 人文学科 人文学科 人文学科 人文学科 人文学科 人文学科 人文学科 人文学科 人文学科 臨床心理学科 臨床心理学科 臨床心理学科 臨床心理学科 人文学科 人文学科 人文学科 人文学科 臨床心理学科 臨床心理学科 臨床心理学科 臨床心理学科 臨床心理学科 臨床心理学科 
歴史学科 

表現学部

表現文化学科表現文化学科表現文化学科表現文化学科表現文化学科表現文化学科表現文化学科表現文化学科表現文化学科 人間科学科 

社会共生学部※

公共政策学科

社会福祉学科

※　2020年4月新設予定（設置届出中）

社会創造型学部群 探究実証型学部群
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現役大学生でも取得が可能

［僧階 少僧都 教階 輔教 学階 得業］

最短２年での取得が可能

学習システムを導入

在宅での科目最終試験受験が可能

実践道場が夏開講に加え、冬も開講（年２回）

※実践道場は 泊 日（２回） 泊 日（ 回）が必要

佛教大学・大正大学以外の大学在籍者も

「浄土宗教師資格」が取得できます！

※入学についての詳細は、佛教大学通信教育課程「2019入学要項」をご確認ください。
◇佛教大学通信教育課程ホームページ「願書・資料請求」（QR）からご請求いただくか、

入学要項発送センター（TEL:06 4259 0370）までご請求ください。

【留意事項】
① 本科目履修コースの修業年限は 年間となり、最長 年間在籍することが可能です。

② 年間で 単位の修得が必要となります。（取得可能分限：僧階 少僧都、教階 輔教、学階 得業）
※カリキュラムやスクーリングの日程等の詳細は次頁を確認してください。

③ 必要経費（学費・スクーリング履修費・学友会費等）は 年間で、 円となります。
※学費、スクーリング履修費は毎年改定する可能性があります。

※在籍を延長する場合［ 年以上在籍する場合］は、継続料（年間 円）、学友会費（年間 円）および継続して履修する科目の

学費またはスクーリング履修費が必要となります。

④ 本科目履修生コースを修了しても、 年制大学を卒業できなかった場合は、僧階－少僧都は叙任されません。

『現役大学生』も対象！

大学に在籍しながら浄土宗教師資格の取得が

可能です。

※科目履修生のため、二重学籍にはなりません

※入学条件は学校教育法に定める 年制大学在籍者

または卒業者で 年度に満 歳を超える方

『実践仏教（冬期）』を始めます！

「実践仏教スクーリング」を冬期にも開講し

ます。受講の機会が年 回に増え、実践道場

に入行しやすくなります。

※実践道場は夏休み期間（ 月下旬）と春休み期間

（ 月中旬）に開講

※実践道場以外のスクーリングは土日祝、夏休みに

受講できます

『 学習システム』で快適に！

インターネットを利用して、科目最終試験も

自宅で受験できます。

※テキスト履修科目のみ

※スクーリング科目は登学が必要です

『最短２年』で取得可能！

大学卒業者および大学在籍者であれば、最短

年間で浄土宗教師資格の取得が可能です。

※高卒の方は学部（本科）へのご入学が必要となり、

最短 年の在籍が必要です

次頁へつづく→
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僧階 教階 学階

少
僧
都

輔
　
教

得
　
業

種別 日程

法然上人の生涯と思想 法然の生涯と思想 2 SR 必 神戸 2/8午後,2/9終日 2

浄土学の基礎 浄土学の基礎 2 T 必 2

三部経の思想 浄土三部経研究１ 2 SR 必 2

浄土宗日常勤行式の解説 浄土宗日常勤行式の解説 2 T 必 2

浄土教の歴史 浄土教史 2 T 必 2

選択集の思想 選択集講読１ 2 SR 必 2

浄土宗の歴史 浄土宗史 2 T 必 2

浄土三部経研究２ 2 SR 必 2

選択集講読２ 2 SR 必 2

浄土学研究 2 SR 選

浄土宗学研究 2 SR 選

三部経特講 1 S 選
冬期
東京

12/21,22,23午前
2/8午後,2/9終日

選択集特講 1 S 選
冬期
東京

12/21,22,23午後
2/8午後,2/9終日

法然の法語特講 1 S 選 東京 2/15午後,2/16終日

三巻書特講 1 S 選 冬期 1/12午後,1/13終日

円頓戒特講 1 S 選 冬期 1/11終日,1/12午前

論註特講 1 S 選 冬期 12/21,22,23午前

観経疏特講 1 S 選

安楽集特講 1 S 選

法然門下の思想 法然門下の思想 4 T 選

小　　計 24 0 0 18 6 24

釈尊の生涯と思想 ブッダの教え 2 SR 必 冬夜間 11/27,12/4,11,18,1/8 2

仏教学の基礎 仏教学の基礎 2 T 必 2

日本仏教史（仏教伝来～平安） 2 T 選

日本仏教史（鎌倉以降） 2 T 選

仏教学研究（初期・部派） 2 SR 選

仏教学研究（大乗・チベット） 2 SR 選

大乗仏教思想史 4 T 選

中国仏教史 2 T 選

インド仏教史 2 T 選

各宗の概要等 天台教学 4 T 選

小　　計 12 0 0 4 8 12

現代社会と人間 浄土宗と加行１（伝法） 1 S 必 1

浄土宗と加行２（円頓戒） 1 S 必 1

人権（同和）教育 2 T 必 2

宗教法制 仏教の儀礼と儀式 2 SR 必 冬期 11/30午後,12/1終日 2

仏教と人権 仏教と福祉 2 T 　 選

仏教の儀礼と儀式 宗教法制 2 T 選

宗教学概論 2 T 選

仏教看護 2 T 選

小　　計 6 4 0 6 4 10

実践仏教学１ 2 S 必 2

法式実習１ 1 S 必 1

実践仏教学２ 2 S 必 2

法式実習２ 1 S 必 1

法式実習３ 1 S 必 1

法式実習４ 1 S 必 1

伝道Ⅰ（念仏講話） 仏教伝道学 2 T・S 必 2

詠唱 詠唱 2 S 必 2

伝道Ⅱ 2 仏教伝道学Ⅱ 2 T・S 必 2

小　　計 12 2 0 14 0 14

合　　計 54 6 0 42 18 60 上記60単位を履修すること

科目履修コース（浄土宗教師資格）カリキュラム表
●「備考」欄および《注意事項》に掲載している要件を満たし、「修得単位」欄に掲載している単位すべてを修得する必要があります。

宗　　　定　　　基　　　準

科　　　　　目　　　　　名 科　　目　　名
開講
単位

必修・
選択別

スクーリング日程
（2019年度）

修得
単位

備　　　考
履修
方法

浄
土
学
に
関
す
る
科
目

12

　必修科目9科目18単位、選択
科目6単位、合計24単位を履修
すること

-

-

-

-

浄土教の思想と展開
（三部経、選択集、
　三巻書、円頓戒等） 12

6

次年度以降開講予定

-

仏
教
学
に
関
す
る
科
目

6

-

-

-

　必修科目2科目4単位、選択
科目8単位、合計12単位を履修
すること

-

日本仏教の歴史と教え
-

8

-

仏教の受容と展開

6
-

仏教史

現
代
社
会
と
教
団
に
関
す
る
科
目

6

-

　必修科目4科目6単位、選択
科目4単位、合計10単位を履修
すること浄土宗と加行

　　（伝法と円頓戒） -

-

4
-

宗教学、社会福祉学、
臨床心理学などの概論科目

4
-

次年度以降開講予定

次年度以降開講予定

　合計14単位を履修すること

法式（上級）
集中

(実仏) 9/28～30（2泊3日）

集中
(実仏)

2/13～2/21（8泊9日）

次年度以降開講予定

僧
侶
の
実
践
に
関
す
る
科
目

法式（初級）

12

次年度以降開講予定

次年度以降開講予定

次年度以降開講予定

次年度以降開講予定

次年度以降開講予定

次年度以降開講予定

次年度以降開講予定

次年度以降開講予定

次年度以降開講予定

次年度以降開講予定

次年度以降開講予定

《履修上の注意事項》
　①「実践仏教学１」「法式実習１」のスクーリングは、「仏教の儀礼と儀式」を履修後でなければ受講することができない。
　　（同時に申込可能であるが、「仏教の儀礼と儀式」が不合格となった場合、「実践仏教学１」「法式実習１」の受講は取り消しとなる。）
　②「実践仏教学２」「法式実習２」「仏教伝道学」「仏教伝道学２」「詠唱」のスクーリングは、「実践仏教学１」「法式実習１」を履修完了しなければ受講することはできない。
　③「選択集講読２」のスクーリングは、「選択集講読１」を履修後に受講することが望ましい。
　④「法式実習３」「法式実習４」のスクーリングは、「実践仏教学２」「法式実習２」を履修後でなければ受講することができない。
　　（同時に申込可能であるが、「実践仏教学２」「法式実習２」が不合格となった場合、「法式実習３」「法式実習４」の受講は取り消しとなる。）
《伝宗伝戒道場入行資格について》
　①入行資格の有無は、上記60単位の科目が履修済であるかで判定する。テキスト履修科目は、入行を希望する当該年の8月に実施される科目最終試験までに受験・合格すること。
　　スクーリング科目は夏期・集中（実仏1）スクーリングまでに受講し合格すること。
　②「実践仏教学１」「法式実習１」を履修後５年以内に入行資格を得て伝宗伝戎道場に入行すること。
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宗
立
宗
門
校
か
ら
の
案
内

学

階

僧

階

教

階

得

　

業

少

僧

都

輔

　

教

B6203 浄土宗典研究１ 2 SR - 9,000

B6204 浄土宗典研究２ 2 SR - 9,000

B6734 三部経特講 1 S -
冬期
東京

12/21,22/,23午前
2/8午後,9午前

4,500

B6735 選択集特講 1 S -
冬期
東京

12/21,22/,23午前
2/8午後,9午前

4,500

B6736 法然の法語特講 1 S - 東京 2/15午後,2/16終日 4,500

B6737 三巻書特講 1 S - 冬期 1/12午後,1/13終日 4,500

B6738 円頓戒特講 1 S - 冬期 1/11終日,1/12午前 4,500

B6739 論註特講 1 S - 冬期 12/21,22,23午前 4,500

B6740 観経疏特講 1 S - 東京 2/15午後,2/16終日 4,500

B6741 安楽集特講 1 S - 4,500

B6501 法然門下の思想 4 T 18,000 - -

B6106 日本仏教史 4 T 18,000 - -

B6211 初期仏教研究 2 SR - 9,000

B6213 大乗仏教研究 2 SR - 9,000

B6518 大乗仏教思想史 4 T 18,000 - -

B6107 中国仏教史 4 T 18,000 - -

B6108 インド仏教史 2 T 9,000 - -

B6521 天台教学 4 T 18,000 - -

B6721 仏教と福祉 2 T 9,000 - -

B6111 宗教学 2 T 9,000 - -

B6743 仏教看護 2 T 9,000 - -

僧侶の実践に
関する科目

2 B6744 仏教伝道学Ⅱ 2 T・S 2 4,500 9,000

スクーリング履修費

36,000

45,000

〒603-8301　京都市北区紫野北花ノ坊町９６
佛教大学通信教育課程インフォメーションセンター

スクーリング受講日数（科目数）

種別

　お問い合わせ方法は、以下の①に入学検討の旨を記入し、①②を下記の宛先まで送付してください。

合計

113,500

145,000

　わせください。

◆上記の金額は「浄土学に関する科目」、「仏教学に関する科目」についてテキスト履修を選択した場合の金額です。スクーリング履修を選択
　した場合は学費およびスクーリング履修費は異なります。

◆履修科目について、佛教大学通信教育課程においてすでに修得済み科目がある方は、一部履修が不要となる場合がありますので、入学志願前に本学へお問い合

入学時の必要経費（登録料+学費）

宗教学、社会福祉学、
臨床心理学などの概論
科目

日程

仏教学に
関する科目

6

現代社会と教
団に関する科

目
4

12

4

次年度以降開講予定

【開講科目一覧】

【修了までに要する経費（概算・単位：円）およびスクーリング受講日数（目安）】

学　費
（円）
学　費
（円）科目

ｺｰﾄﾞ

本　　　学　　　基　　　準

科目
ｺｰﾄﾞ

科　　目　　名

浄土学に
関する科目

少僧都・得業

【留意事項】

伝道Ⅱ

履修費
（円）

宗　　　定　　　基　　　準

科　　　　　目　　　　　名

6

修得
単位

開講
単位

履修
方法

◆最短修業年限：１年（最長在籍期間：３年）

12日間（7科目）

10日間（6科目）

僧階・教階・学階

　申請の詳細については、浄土宗宗務庁へお問い合わせください。

備考

「輔教」を取得希望の
場合は、「現代社会と
教団に関する科目」か
ら4単位以上、僧侶の実
践に関する科目」から2
単位の合計6単位以上を
履修すること

12

「少僧都」、「得業」
を取得希望の場合は、
「浄土学に関する科
目」から12単位以上、
「仏教学に関する科
目」から6単位以上を選
択履修すること

浄土教の思想と展開
（三部経、選択集、
三巻書、円頓戒等）

　　①所定の質問用紙（本誌同封）に在籍時の学籍番号を明記
　　②返信用封筒（長3〔23.5cm×12cm〕、宛名明記、94円切手貼付）

宛先

法然門下の思想

スクーリング（2019年度）

少僧都・輔教・得業

◆スクーリングの受講種別により開講形態が異なるため、受講日数が変動する場合があります。

◆必要単位を修得後、申請により「単位修得証明書（宗務庁用）」を発行いたしますので、各自で僧階の進叙および教階・学階の新授与の申請を行ってください。

77,500

100,000

「律師」から「少僧都」への進叙をお考えの方へ
佛教大学通信教育課程では、律師叙任後、最短１年（18単位）で

「少僧都」に進級できます！
佛教大学通信教育課程の科目履修コース「少僧都進叙」にて必要な単位を修得すれば、僧侶分限規程（宗規第34号）の「少僧都検定に合格した方」に該当し、
最短１年で「少僧都」に進級および学階の新授与（得業：18単位）の申請資格が得られます。また教階の「輔教」おいても、さらに6単位を修得することで

【入学資格】

次年度以降開講予定

次年度以降開講予定

次年度以降開講予定

次年度以降開講予定

次年度以降開講予定

教階の新授与の申請資格を得ることができます。

僧侶分限規程（宗規第34号）,僧階、教階及び学階査定に関する規程（宗規第78号）に基づく「律師資格」を有し、かつ、学校教育法に定める大学を卒業し、
又はこれと同等以上の学力があると認められる方

仏教の受容と展開

仏教史

各宗の概要等
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FAX
  075-531-5105

第478回教化高等講習会
 （総本山知恩院冬安居道場併修）

受講申請書

【注意事項】

1 . 許可証送付先は、所属寺院と異なる場合のみご記入ください。

2. 総本山知恩院への自家用車での登嶺は一切禁止します。公共の交通機関をご利用ください。

3. 講習会開催期間中、受講者の知恩院食堂の利用は一切禁止します。 
また、希望者への昼食の提供も行っておりません。昼食は各自でご手配ください。

※ 上記個人情報は個人情報保護の関連法令及び浄土宗の関連規程に基づいてお取り扱い致します。

問合先  ......................................................................

浄土宗教学部
〒605 -0062 京都市東山区林下町400 -8
TEL  075 - 525 - 0480　　FAX  075 - 531 - 5105
Eメール  kyogaku＠ jodo.or.jp

 下記枠内の必要事項をご記入のうえ、FAXにてお送りください。

受付印

 令和　　　年　　　月　　　日

所属寺院

教　区 組 寺院№ 寺院名

ふりがな

氏　名

許可証
送付先

※ 所属寺院の場合は記入の必要はありません。

〒　　　－

TEL　（　　　　　　）　　　　　　－

キ
リ
ト
リ
線

【 申 請 者 】
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FAX
 075-531-5105

第114回教学高等講習会  受講申請書

【注意事項】

1 . 許可証送付先は、所属寺院と異なる場合のみご記入ください。

2. 本山への自家用車での登嶺は一切禁止します。公共の交通機関をご利用ください。

3. 講習会開催期間中、受講者の本山食堂の利用は一切禁止します。 
 また、希望者への昼食の提供も行っておりません。昼食は各自でご手配ください。

※ 上記個人情報は個人情報保護の関連法令及び浄土宗の関連規程に基づいてお取り扱い致します。

問合先  ......................................................................

浄土宗教学部
〒605 -0062 京都市東山区林下町400 -8
TEL  075 - 525 - 0480　　FAX  075 - 531 - 5105
Eメール  kyogaku＠ jodo.or.jp

 下記枠内の必要事項をご記入のうえ、FAXにてお送りください。

受付印

 令和　　　年　　　月　　　日

所属寺院

教　区 組 寺院№ 寺院名

ふりがな

氏　名

許可証
送付先

※ 所属寺院の場合は記入の必要はありません。

〒　　　－

TEL　（　　　　　　）　　　　　　－
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キ
リ
ト
リ
線■ 受講希望回の〈全科目受講・部分受講〉当てはまる方に○印をお付けください。

※部分受講の方には、どの講義に出席予定か、後日お電話にて確認を取らせていただきます。
■2日目の昼食を希望される方は、昼食欄に○印をお付けください。（昼食代1,000円要）
■教師研修会当日、教化研修会館（源光院）に宿泊希望の方は、宿泊欄に○印をお付けください。
　（寝具代2,000円要・遠方先着順）
※昼食および宿泊の申込は、教化研修会館（源光院）での開催に限り受け付けます。

※原則として各回開催の1 ヶ月前までにお申し込みください。
※申し込み受付後、御案内を送付致します。

回数 開催期日 全科目受講 部分受講 宿泊 昼食

第26回
（九州地方） 令和2年 2月12日～13日

受付印
　　月　　日

教区名 組　名 寺院№ 寺院名

氏　名

連絡先　※寺院住所と異なる場合のみご記入ください

〒

TEL 携帯

FAX E-mail

●申し込みの受付確認を行うため、受付印を捺印し、FAXにて返信いたします。
　必ずご確認ください。
●昼食・宿泊の申込内容の変更、または取り消しの場合は速やかに問合先ま

でご連絡ください。発注取消が間に合わない場合は代金をご請求させてい
ただく場合がございます。

申込・問合先  ...........................................................................................
浄土宗教化研修本部 〒605 -0062 京都市東山区林下町416番地
 TEL  075 -744 -0360　FAX  075 -744 -0363
 Eメール  kenshu-honbu@jodo.or.jp

FAX
075-744-0363

教師研修会受講申込書
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FAX
075-744-0363

実践講座 各種申込書

教　区 組 №

寺院名 氏　名

連
　
絡
　
先

住　所　※寺院所在地と異なる場合のみご記入ください

〒

TEL FAX

携帯 E-mail

実践講座の申込先および問合先  ...............................................................
浄土宗教化研修本部　〒605 - 0062 京都市東山区林下町416番地
TEL 075 - 744 - 0360　FAX 075 - 744 - 0363　Eメール kenshu-honbu@jodo.or.jp

●申し込みの受付確認を行うため、受付印を捺印し、FAXにて返信いたします。
必ずご確認ください。

●昼食・宿泊の申込内容の変更または取り消しの場合は速やかに問合先までご
連絡ください。発注取消が間に合わない場合は代金をご請求させていただく
場合がございます。

受付印

希望する講座の申込欄および昼食・宿泊の希望欄に〇をつけてください

令和2年2月25日（火） 開催 申込 昼食 宿泊 テキスト購入

『御法語』編 （第8回）

令和2年1月22日（水） 開催 申込 昼食 宿泊

寺院運営編 （第1回）
質問事項

令和2年2月5日（水） 開催 申込 昼食 宿泊

寺院運営編 （第2回）
質問事項

令和2年3月27日（金） 開催 申込 昼食 宿泊

法式編 （第4回）
質問事項

令和2年2月26日（水） 開催 申込 昼食 宿泊

布教編 （第4回）
令和2年3月16日（月） 開催 申込

ともいき編 （第2回）

令和2年1月20日（月） 開催 申込 昼食 宿泊

『選択集』編 （第10回）
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FAX
075-531-5105

案内資料請求書

【注意事項】
● 案内資料請求は随時受付けいたします。但し、案内資料は開催告示後に発送いたします。
● 開催告示につきましては、『浄土宗宗報』をご確認ください。
● 案内資料請求の受付け確認を行うため、受付印に捺印し、 

FAXにて返信いたします。必ずご確認ください。

令和元年度

 第114回教学高等講習会

 第478回教化高等講習会（冬安居道場併修）

 助教師養成講座（第１期）

 少僧都研修講座（B期）

 五重相伝研修講座

資料請求及び問合先  ................................................

浄土宗教学部
〒605 -0062　京都市東山区林下町400 -8
TEL  075 - 525 - 0480　　FAX  075 - 531 - 5105
Eメール  kyogaku＠ jodo.or.jp

案内資料請求は、太線内の必要事項をご記入のうえ、ＦＡＸにてお送りください。

所属寺院

教　区 寺院№ 寺院名

氏　名

住　所（送り先）　※寺院所在地と異なる場合のみご記入ください

〒

TEL FAX

受付印

資料請求行事一覧　　◆案内資料を請求する行事名に  してください。
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吉水流鈴鉦セット価格改定について（お知らせ）

舞用花について（お知らせ）

　来迎和讃のお舞の際に使用する花について、舞用花として頒布しておりましたが、諸事情

により頒布品として製作することが困難になりましたので、頒布終了とさせて頂きます。

　今後、舞用花については、詠唱マニュアルを参照のうえ、各自でご自作くださいますよう 

お願い申し上げます。

　吉水流鈴鉦セットにつきまして本年10月1日より消費税が増税され、原材料の価格にも影

響があることから、本年10月1日より以下のとおり価格改定することとなりました。

　講員の皆様におかれましては、何卒事情をご賢察のうえ、ご理解賜りますようお願い申し

上げます。

合掌

◦改定日 令和元年10月1日

◦価　格 1セット12 , 960円→13 , 200円
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☆ ご注文は郵送又はFAXで下記宛にお願いいたします。 
 　（個人様でのお申込の場合は寺院名の欄にお名前をご記入の上、住所欄にご記入ください。 
　又電話番号も必ずご記入ください。お送り先が御寺院様の場合住所欄のご記入は不要です。）

コード 商品名 単価 数量 金額

1001 図表詠歌 1,000 

1002 図表和讃 1,000 

1003 本譜詠歌 1,000 

1004 本譜和讃 1,000 

1006 ハワイ開教区の 
御詠歌 300 

1007 仏名会和讃 300 

1008 久美浜本願寺・ 
念仏往生 400 

1009 袋中上人顕彰和讃 300 

1010 日日に新たの御詠歌 300 

1011 引接和讃 300 

1012 金戒光明寺・聖冏上人 400 

1013 蓮華寺・蓮生法師 400 

1014 法然上人八百年 
大遠忌和讃 300 

1016 かたみとての御詠歌 300 

1017 熊谷寺の御詠歌 300 

1018 鎌倉光明寺・霊沢上人 400 

1019 善導寺和讃 300 

1020 平和和讃 300 

1021 蓮華寺和讃・一向上人
和讃 400

1022 母の祈り和讃 300

1101 詠歌集（伴奏用） 1,500  

1102 和讃集（伴奏用） 1,500  

1103 和讃解説書 1,000  

1104 詠唱マニュアル 1,500 

1105 太字折本（25霊場） 500  

1106 本願調 300 

コード 商品名 単価 数量 金額

1210 舞踊合本  詠歌編 1,500 

1211 舞踊合本  和讃編 1,500 

1212 舞22集（大遠忌和讃） 300 

1213 舞23集（増上寺和讃） 300 

1214 舞24集 
（蓮生法師・熊谷寺） 400 

1215 舞25集（呑龍上人・
二祖鎮西上人） 400 

2101 CD吉水流詠讃歌集 6,000 

2104 CD熊谷寺の御詠歌 1,500 

2107 CD平和和讃 1,500 

2108 CD蓮華寺和讃・一向
上人和讃 1,800 

2109 CD吉水流詠唱  
平成新曲集 4,000 

2110 CD母の祈り和讃 1,500 

2203 舞DVD（3枚組） 15,000 

2204 舞DVD 第2巻 3,000

3001 舞用鈴（2本1組） 3,500 

3002 舞用扇 4,500 

3003 舞用扇（大） 5,000 

3005 調子笛（ソの音） 350 

3006 鈴鉦（赤） 13,200

3007 鈴鉦（紫） 13,200

3101 袈裟止（黒） 1,000 

3102 袈裟止（青） 1,000 

3201 支部旗 総本部へ 
お問い合わせください3202 教区本部旗

総本山知恩院  吉水講総本部　吉水講教材 ・ 教本注文書

FAX 075-531-2160

合 計　￥
☆別途送料（着払い・ゆうメール）をご負担願います。

教　区 組 寺院№ 寺 院 名

〒
TEL
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☆教材代金は郵便振替、送料は着払いです。
☆教材発送には時間がかかります余裕をもってご注文下さい。 伝票No.

大本山増上寺  吉水講総本部 吉水講教材注文一覧表

FAX 03-3432-1437

教　区 組 寺院№ 寺 院 名

〒
TEL

商品名 単価 数量 金額

1

和
讃
集

音　譜  1,000

2 図　表 1,000

3 伴奏譜 1,500

4 増上寺オリジナル
教本カバー 1,800

5

詠
歌
集

音　譜　 1,000

6 図　 表 1,000

7 伴奏譜 1,500

8 増上寺オリジナル
教本カバー 1,800

9 吉水流詠唱入門者DVD 1,000

10 吉水流詠讃歌集CD（3枚組） 6,000

11 新曲集CD 2,000

12 吉水流詠唱 平成新曲集CD
平成31年4月発売（20曲） 4,000

13 浄土宗詠唱マニュアル 1,500

14 浄土宗吉水流和讃解説書 1,000

15 (P) 浄土宗ハワイ
 開教区の御詠歌 300

16 (P) 仏名会和讃 300

17 (P) 久美浜本願寺の
 御詠歌･念仏往生和讃 400

18 (P) 袋中上人顕彰和讃 300

19 (P) 日日に新たの御詠歌 300

20 (P) 引接和讃 300

21 (P) 金戒光明寺和讃・
 聖冏上人鑽仰和讃 400

22 (P) 蓮華寺の御詠歌・
 蓮生法師和讃  　  400

23 (P) 宗祖法然上人
 八百年大遠忌和讃 300

24 (P) かたみとての御詠歌 300

25 CD かたみとての御詠歌 1,500

26 (P) 熊谷寺の御詠歌 300

27 CD 熊谷寺の御詠歌 1,500

28 (P) 鎌倉光明寺和讃・
 霊沢上人和讃 400

商品名 単価 数量 金額

29 CD 鎌倉光明寺和讃・
 霊沢上人和讃 1,800

30 (P) 善導寺和讃 300

31 CD 善導寺和讃 1,500

32 (P) 平和和讃 
 平成29年度新曲 300

33 CD 平和和讃 1,500

34
(P) 蓮華寺和讃・
 一向上人和讃
 平成30年度新曲

400

35 CD 蓮華寺和讃・
 一向上人和讃 1,800

36 (P) 母の祈り和讃
 令和元年度新曲 300

37 CD 母の祈り和讃 1,500

38 吉水流鈴鉦セット（赤房）
女性用 令和元年10月価格変更 13,200

39 吉水流鈴鉦セット（紫房）
男性用 令和元年10月価格変更 13,200

40 調子笛 （ソの音） 350

41 舞DVD （3枚組） 15,000

42 舞DVD 第2巻
平成29年10月発売 3,000

43 舞踊合本  和讃編    1,500

44 舞踊合本  詠歌編 1,500

45 舞踊教本22集
宗祖法然上人八百年大遠忌和讃 300

46 舞踊教本23集
増上寺和讃 300

47 舞踊教本24集
蓮生法師和讃・熊谷寺の御詠歌 400

48
舞踊教本25集
二祖鎮西上人鑽仰和讃
・呑龍上人和讃

400

49 舞扇（大ー29cm） 5,000

50 舞扇（小ー27cm） 4,500

51 舞用鈴（2本1組） 3,500

52 舞用鈴五色リボン（2本1組） 500

合 計　￥

　月　　　日
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大本山善導寺  吉水講総本部　吉水講教材注文書

FAX 0942-47-3772
教　区 組 寺院№ 寺 院 名 TEL

教本 単価（円） 数量

詠歌集（音譜用） 1,000

詠歌集（図表用） 1,000

和讃集（音譜用） 1,000

和讃集（図表用） 1,000

ハワイ開教区の御詠歌 300

仏名会和讃 300
久美浜本願寺の御詠歌・
念仏往生和讃 400

袋中上人顕彰和讃 300

日日に新たの御詠歌 300

引接和讃 300
金戒光明寺和讃・
聖冏上人鑽仰和讃（H18） 400

蓮華寺の御詠歌・
蓮生法師御和讃（H19） 400

宗祖法然上人
八百年大遠忌和讃（H20） 300

かたみとての御詠歌（H23） 300

熊谷寺の御詠歌 300

鎌倉光明寺和讃・霊沢上人和讃 400

善導寺和讃 300

平和和讃 300

蓮華寺和讃・一向上人和讃 追加 400

母の祈り和讃 追加 300

和讃解説書 1,000

詠唱マニュアル 1,500

詠歌集（伴奏用） 1,500

和讃集（伴奏用） 1,500

舞関係 単価（円） 数量

吉水流舞踊合本（詠歌篇） 1,500

吉水流舞踊合本（和讃篇） 1,500

舞踊教本（第22集） 300

舞踏教本（第23集） 300

舞踏教本（第24集） 400

舞踏教本（第25集） 400

法然上人二十五霊場御詠歌 単価（円） 数量

本願調 300

太字折本 500

CD 単価（円） 数量

詠讃歌集（3枚組）（CD） 6,000

新曲集（CD） 2,000

吉水流詠唱 平成新曲集 4,000
かたみとての御詠歌（CD）

（H23年新曲） 1,500

熊谷寺の御詠歌（CD）（H24年新曲） 1,500

鎌倉光明寺和讃・霊沢上人和讃 1,800

善導寺和讃（CD）（H27年新曲） 1,500

平和和讃（CD）（H29年新曲） 1,500
蓮華寺和讃・一向上人和讃

（H30年新曲） 追加 1,800

母の祈り和讃（CD）（R1年新曲） 1,500

DVD 単価（円） 数量

舞DVD 15,000

舞DVD 第2巻 3,000

用具 単価（円） 数量

鈴（2個1組） 3,500

舞扇　（大） 5,000

舞扇　（小） 4,500

調子笛 350

袈裟止（黒） 1,000

袈裟止（青） 1,000

袈裟止（白・花瓜） 1,000

ネクタイピン（赤紫花瓜紋） 1,000

鈴鉦（紫房） 13,200

鈴鉦（赤房） 13,200

撞木用房（赤・紫） 400

鈴用房（赤・紫） 750

合 計　￥

受付日 発送日 備考 入金日 NO.

※別途送料をご負担願います。

キ
リ
ト
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線
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浄土宗出版おすすめ書籍のご案内
※全て税別価格です。

Call My Name  コール マイネーム　大丈夫、そばにいるよ

浄土宗日常勤行式
（付・阿弥陀経 真身観文 般若心経）

1,400円
A5判 ・ 48頁　発行/浄土宗　編集協力/株式会社みらいパブリッシング

630円
天地20.5cm×左右8.7cm・114頁　
監修/浄土宗総合研究所　
編/浄土宗出版

絵本作家 葉祥明氏の研ぎ澄まされた感性によって表現される『阿弥陀経』の
絵本。大きな反響を呼んだ初版刊行から10年。購入を望むたくさんの声にお応
えし、浄土宗開宗850年（2024年）記念として復刊が実現！
最愛の方やご家族を失くして悲嘆に暮れていらっしゃる檀信徒に、そっとお渡し
ください。

『浄土宗信徒日常勤行式　付・阿
弥陀経・真身観文』をリニューアル
（2019年4月）。
『阿弥陀経』「真身観文」に加え、
「般若心経」を追加収録しました。
目次、各偈文の解説文も付し、檀信
徒さまも使える経本の決定版です。

浄土宗日常勤行式

300円
天地17.2cm×左右7.3cm・70頁　
監修/浄土宗総合研究所　
編/浄土宗出版

浄土宗の日常勤行式を音読、訓読
の２パターンで編集。
リニューアルに伴い、目次を追加し、
「三尊礼」「三唱礼」には博士（節）
を付けるなど、さらに使いやすくしま
した。

縁の手帖（えにしのてちょう）
キーワードは「縁・つながりの中
にある生と死」。「これからのこと」
を考えるための“浄土宗版エン
ディングノート”。
寺院からのご注文の場合に限り、
「記述サポート手引書」を一冊
と、名前などを記入できるシール
を注文数分お付けいたします。

浄土宗　毎日のおつとめ

250円
A5判 ・ 48頁　編/浄土宗出版

日常勤行式を読みやすいA5サ
イズに。漢文のほか、書き下し文
と現代語訳も掲載し、どなたにも
わかりやすい経本です。

170円
B5判 ・ 48頁　編/浄土宗総合研究所

円頓戒講説

1,500円
A5判 ・ 365頁
著/齊藤隆信
発行/佛教大学齊藤隆信研究室

浄土宗教師の養成を目的に円頓
戒をわかりやすく解説した教本。
戒律の概説、円頓戒の組織と内
容、浄土宗における戒の位置づ
け・現代的意義まで懇切丁寧に
説明する一冊です。

取扱本悩みによく効く！ お釈迦さまの処方箋

700円
新書判　160頁　著/平岡聡

浄土宗新聞に連載した『お釈迦さま
の処方箋』を大幅加筆し、単行本化。
SNSや子育て、結婚、学校の成績
など、現代人の悩みに「お釈迦さま
ならきっとこう答えてくれるはず」、
と執筆したエッセイ集。付録として
お釈迦さまのことば集も。
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教師研鑽書籍（法式）
浄土宗の法式作法をわかりやすくまとめました。
経本も多種取り揃えております。

図と写真で見る知っておきたい
基本的な法式作法（上）
追善法要・葬儀式篇

図と写真で見る知っておきたい
基本的な法式作法（下）
施餓鬼会・十夜会・法服篇

浄土宗法要集DVD

新版  浄土宗経偈集

2,500円
B5判 ・ 192頁　著/熊井康雄　監修/浄土宗総合研究所

2,500円
B5判 ・ 132頁　著/熊井康雄　監修/浄土宗総合研究所

10,000円
2枚1セット ディスク1（威儀・犍稚 92分）
 ディスク2（日常勤行式 60分）
制作・著作/浄土宗　監修/浄土宗法式審議会

2,000円
天地15cm×左右7.5cm ・ 197頁　編/浄土宗出版

枕経から表葬式まで、場面ごとの写
真を掲載し、動作ひとつひとつを解
説した、法式指導の書。
養成道場入行前の方にもおすすめ。

動作ごとの解説に加え、施餓鬼会・
十夜会の荘厳や犍稚まで、詳細に解
説。法服の畳み方も写真付きで解説
しており、青年僧にも好評。

『浄土宗法要集　上巻』を映像
化。文字だけでは把握しづらい
部分も、解説付きの映像でわか
りやすく。

ご好評いただいている『浄土宗経偈集』をリニューアル（2019年4月）しました。
袂に入れやすいコンパクトなサイズはそのままに、経文・偈文を大幅に追加！
施餓鬼会で用いる偈文もまとめて収録し、さらに利用度を高めました。

※全て税別価格です。

浄土宗　法話のいろは

5,800円
2冊組　B5判　特製箱入り・〔基礎編〕192頁　〔実例編〕168頁
監修/浄土宗布教師会　編/浄土宗出版

法話への臨み方や準備、解説のほか法話の材
料となる資料が充実！

布教師32名による、40以上の法要別法話実
例。話材や話し方などのポイントも。

浄土宗布教師会監修による、初学者の法話研鑽のための指
南書です。心がまえ、作法、知識をまとめた［基礎編］、諸法
要の法話実例を収録した［実例編］の２冊組。

〔基礎編〕

〔実例編〕

浄土宗葬儀式

6,667円
折本2冊帙入　通夜篇 188頁 ＋ 表葬篇 140頁
編/浄土宗総合研究所

勤める機会の多い「通夜
式」「表葬式」の差定がこ
のセットに。枕経から表葬
式、埋葬式までの一連の
流れを掲載しています。
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（38）お坊さんはなぜお経を読む？ （17）法然上人

各90円+税
24頁

「お経はどうして生まれたの？」
「お坊さんがいつも読んでい
るお経って？」「なぜ読むの？」
檀信徒さまに知ってほしいお
経のいろはをわかりやすく解
説しました。

著/石田一裕

文字もサイズも大きくなって、さらに
読みやすくなりました。法然上人80
年のご生涯を18の事跡から順を
追ってご紹介しており、上人との親
近感が深まる入門書です。檀信徒の
みなさまへ是非お配りください。

編/浄土宗出版

てらこやブックス　ワイド版（B6判）
サイズと文字が大きくなって、さらに読みやすく！

（34）極楽って どんなところ？
　　再会を願って

（28）お葬儀はなんのため？
だれのため？

（30）法事はなんのため？
だれのため？

（35）よくわかる浄土宗のお仏壇 （29）阿弥陀さまって どんな方？

（36）よくわかる浄土宗の作法

（37）お念仏って なぁに？（26）浄土宗のしおり （６）五重相伝のすすめ

浄土宗の教えのかなめ
4 4 4

、極楽浄土。
お話だけでなく、文字でお伝えする
ことも、教化のひと
つの方法です。

著/藤井正史

葬儀の大切さ、さまざまな儀礼・作法
の意義などを示したほか、近年増加
傾向の直葬などに
も触れ、時流に流さ
れずに、心のこもっ
た葬儀を勤めたくな
る内容にしました。
著/熊井康雄

武田道生
今岡達雄

法事の意味、そして目的がわかれば
こそ、檀信徒さまもさらに心をこめて、
主体的にお勤めい
ただけるはず。さま
ざまな場面でご活
用いただける手引
書です。
著/熊井康雄

武田道生
今岡達雄

「どうやってお祀りしたらいいの？」
「お掃除は？」「お供えものは？」な
ど、お仏壇にまつわる様々な疑問や
不安にわかりやす
い解説と豊富なイ
ラストでお答えし
ます。

編/浄土宗出版

阿弥陀さまをよくわかっていただくこ
とができるよう、さまざまな工夫を盛
り込んで生まれました。
きっと重宝な一冊
になるはずです。

著/藤井正史

お焼香・合掌・数珠の持ち方…。僧侶
には当たり前のことでも、檀信徒さま
には難しいもの。心静かに仏事に臨
んでいただくため
にこの一冊をお役
立てください。

編/浄土宗出版

「お念仏とは何ですか？」
「どうして浄土宗ではお念仏をとなえ
るのですか？」
檀信徒さまの素朴
な疑問に、やさし
く丁寧にお答えし
ます。

著/藤井正史

累計8万部の大好評ロングセラー商
品がB6判にワイド化リニューアルい
たしました！ 檀信徒さまに伝えたい
浄土宗の基本的
な知識がこの一冊
に。

編/浄土宗出版

浄土宗の教えの真髄を伝える五重相
伝をわかりやすく解説。入行前にぜ
ひ読んでおきたい一冊です。
開筵案内状ととも
にお配りください。

著/岩井信道

ワイド化

ワイド化
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なむちゃんグッズ
浄土宗公式キャラクター“なむちゃん”。
幅広い年代にご好評いただいています。
セット商品がお得です。 ※全て税別価格です。

ご好評いただいているなむちゃんボールペンを
デザインリニューアルしました。なむちゃんたち
のイラストも一新！ 鮮やかな緑色です。書き味
の良いPILOT製のAcroball。

1本　144円
10本セット　1,343円

なむちゃんボールペン

A
B

本堂や玄関に置けば、片手を
あげたなむちゃんがお客さま
をお出迎え。大きさ20cmの
ちょうどいいサイズです。お
子さまへの贈り物にもどうぞ。

2,750円
大きさ/20cm　PP袋入り

水色でさわやかなデザイン
のポケットティッシュです。お
檀家さまに配りやすいと大変
ご好評いただいております。

50個入り　1,000円
大きさ/8cm×12cm

色々な表情のなむちゃんが
楽しめる、20センチ四方の
日本製ミニタオルです。裏
に名前が記入できるタグつ
き。色はなむちゃんのイメー
ジカラーの水色です。

1枚　330円
10枚セット 2 ,980円

なむちゃんの笑顔が可愛い鉛筆を
２種類ご用意しました。消しゴム
は取り外し可能です。

1本　各110円
A（元気）10本セット
B（舌出し）10本セット
A B  各5本セット　各1,000円
消しゴムの大きさ/約3cm

親玉になむちゃんが入ったかわい
らしいうでわ念珠です。
プラスチック製のため軽く、割れ
る心配もないのでお子さまにお
持ちいただくのにぴったりです。
セット購入がお得です！

1個　241円
10個セット　2,130円
大きさ/6cm　色/紫　材質/プラスチック

なむちゃんが、キーチェーンのぬいぐるみ
になりました。カバンに掛けたり、キーホル
ダーとして使ったり、子ども会などで配布し
て、なむちゃんをアピールしてください。

1個　370円
10個セット　3,241円
大きさ/8cm（キーチェーン除く）　PP袋入り

なむちゃん
ぬいぐるみ

ポケットティッシュ

なむちゃん
ミニタオル

なむちゃん鉛筆

マスコットなむちゃん
キーチェーン

うでわ念珠

ちょっとした小物やお弁当
を入れるのにちょうどいい
大きさのトートバッグです。

361円
本体/約20cm×30cm
　　　×10cm
材質/綿
色/ナチュラル
PP袋入り

トートバッグ
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『浄土宗日常勤行式』『浄土宗日常勤行式（付・阿弥陀経  真身観文  般若心経）』に

ご寺院名、行事等の刷り込み  承ります！
この度リニューアルいたしました
●『浄土宗日常勤行式』（300円）
●『浄土宗日常勤行式
　  （付・阿弥陀経  真身観文  般若心経）』（630円）
にご寺院名、行事などの箔押し刷りをいたします。
　晋山式や落慶法要の記念品、またお寺さまの
備品としても是非、ご活用ください。

〒105-0011　東京都港区芝公園4-7-4　明照会館3階
TEL 03-3436-3700　FAX 03-3436 -3356
ホームページ　https://press.jodo.or.jp/　

浄土宗出版

ご注文は下記をご確認いただき、別紙
「経本刷り込み専用 FAX台紙」にて
お申し込みください。

１ 経本の選択
刷り込みを希望される経本の種類と部数を
ご指定ください。

２ 刷り込み箇所
片面（表面・裏面）、または両面の刷り込みが
可能です。いずれかを選択してください。

３ 文字色
刷り込む文字の色を下記から選択してください。
（経本の種類により選べる文字の色が異なります）

４ 刷り込み内容
刷り込み内容をご記入ください。
片面28文字（14文字ずつ2行まで）
※お申し込みからお届けまで１ヶ月程かかりますので、納期に
　ご注意ください。

刷り込み箇所 色 刷り込み料金
1～100部 101～200部 201～300部 301～400部 401～500部

『浄土宗
　　日常勤行式』

片面
金・銀

33,790 円 35,970 円 38,150 円 40,330 円 43,600 円
両面 44,690 円 46,870 円 53,410 円 55,590 円 63,220 円

『浄土宗
　　日常勤行式』
（付・阿弥陀経  真身観文 般若心経）

片面
黒・金

33,790 円 35,970 円 38,150 円 40,330 円 43,600 円
両面 44,690 円 46,870 円 53,410 円 55,590 円 63,220 円

※500部を超えるお申し込みの際は別途ご相談ください。※価格は税別です。別途消費税がかかります。

刷り込み料金表 別途ご注文数に応じた経本の本体料金がかかります。

経本の種類 文字の色
浄土宗日常勤行式 金・銀
浄土宗日常勤行式（付・阿弥陀経  真身観文  般若心経） 黒・金
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コンビニ・郵便振替・代金引換クレジットカード

ハガキで
『浄土宗宗報』各号同封
の注文用紙にご記入の
上、切手を貼ってお送
りください。

電話で
浄土宗出版までお電話ください。

◆�受付：９時～17時
◆�休日：土曜・日曜・祝日・
　年末年始・７、８月盆時期

TEL 03︲3436︲3700

FAXで
『浄土宗宗報』各号同封の注文用
紙にご記入の上、下記に送信し
てください。

FAX 03︲3436︲3356

商品を購入したい！

宗務庁窓口で
浄土宗宗務庁 （東京都港区芝公園４－７－４）
� （京都市東山区林下町400－８）
◆時間：９時～17時
◆休日：土曜・日曜・祝日・年末年始・７、８月盆時期

浄土宗出版ご利用ガイド

S T E P 1 　　ご 注 文

クレジットカード
ホームページからのお申し込みでは、各種
クレジットカードがご利用いただけます。
（定期購読は除く）

VISA ,mastercard ,JCB ,AMERICAN�
EXPRESS ,Diners�Club

コンビニ・郵便振替
商品に同封の請求書（振替用紙）で最
寄のコンビニエンスストア、ゆうちょ銀
行または郵便局にてお支払いください。

※ �30万円を超えるお支払いの場合、郵
便局のみでのお取り扱いとなります。

代金引換
商品受け取りの際、配送業者に代金
をお支払いください。（代引き手数料
はお客様負担）

※�「領収書」は配送業者発行のもの
となります。

2、3 日程度でお届け

S T E P 2 　お 支 払 い

S T E P 2 　お 支 払 い

2、3 日程度でお届け

〒 105⊖0011　東京都港区芝公園 4⊖7⊖4　明照会館3階
TEL 03⊖3436⊖3700　FAX 03⊖3436⊖3356
ホームページ　https://press.jodo.or.jp/

浄土宗出版

⃝�ご注文の際、お支払い方法（「コンビニ・郵便振替」または「代
金引換」）をお選びください。なお商品代とは別に送料（代金引
換をお選びの方は代引き手数料も）が必要となります。

⃝��予告なく価格・デザインが変更になる商品もございますので、予
めご了承ください。

⃝��商品の在庫には万全を期しておりますが、ご希望の商品が品切
れの場合はご容赦ください。

⃝�お届けまでの期間（通常２、３日）は休日、祝日などを除いた�
日数です。繁忙期・交通状況により前後することがあります。

⃝��お急ぎの場合は、お電話でご相談ください。

⃝�お買い求めの商品に万一落丁等のある場合は、お取り替えいた
します。送料は当方で負担いたします。

⃝��お客様のご都合（誤注文、二重注文など）による返品について
　①�到着から８日以内の未使用の場合に限り返品を承ります。返品
送料はお客様でご負担ください。

　②�代金引換の場合は、後日、返品商品代金のみをご返金いたし
ます。

　③�商品受け取り前（配送途中・受け取り拒否）の返品・キャンセル
の場合、及び「コンビニ、郵便振替」でご注文の場合でも、
発送送料は別途ご請求申し上げます。

ホームページから
https://press.jodo.or.jp/
からご注文下さい

ご寺院さま専用 IDがござい
ますので、ご希望の方は浄
土宗出版までお問い合わせく
ださい。
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御 忌

仏教から趣味・生活まで豊富な話題！
どなたにも楽しみながら学んでいただける季刊冊子です。

お寺と檀信徒をむすぶ

ご利用には定期購読が便利です！

ご利用には定期購読が便利です！

充実の9項目

ふれあいマガジン

行事シリーズ

A5判　24ページ　オールカラー

19.6cm×39cm（四つ折り） 1部40円（税別）

価格：111円（税別）

1回のお申し込みで、出来上がり次第、順次お届け
いたします。詳細につきましては、浄土宗出版へ
お問い合わせください。
お届けの目安  ..............................................................

　　春彼岸（2月上旬）　おせがき（4月上旬）
　　お盆（6月上旬）　　秋彼岸（8月上旬）
　　お十夜（9月上旬）　御忌（12月上旬）

1回のお申し込みで、出来上がり次第、順次お届
けいたします。詳細につきましては、浄土宗出版
へお問い合わせください。

お届けの目安  ...........................................................

　春号：2月上旬　　夏号：5月上旬
　秋号：8月上旬　　冬号：11月上旬

浄土宗の年中行事の由来・意味はもちろん、
コラム、エッセイを収録。
エッセイは、全国の浄土宗教師による法話
「北から南から」を。
コラムは「まめ知識」と題し、行事や季節に
由来する、檀信徒さまから多く寄せられる疑問
をわかりやすく解説しました。

◦この人を訪ねて
ともいきインタビュー

いつかあの世に出かけよう
ＨＥＹ！ 浄土
シンガーソングライター
嘉門タツオさん

◦心に残る法然さまの言葉

◦ほとけにあいに

◦仏像なぞり描き

◦みうらじゅんの
オール・シングス・マスト・パス

◦“もしも”の前に考える８のこと

◦おいしく健康！ 精進スイーツ

◦読者のひろば

◦季
4

になる仏教行事【御忌】

〒105-0011　東京都港区芝公園4-7-4　明照会館3階
TEL 03-3436-3700　FAX 03-3436 -3356
ホームページ　https://press.jodo.or.jp/　

浄土宗出版

御 忌

2020
冬号
No.105

年中行事の意義をやさしく解説したリーフレットです。
各ご寺院の法要のご案内に、ぜひ同封ください。

『浄土宗宗報・和合』令和元年12月号に行事シリーズ「御忌」、11月号に『かるな冬号』のサンプルを同封しておりますので、お手に取ってご覧ください。

いつかあの世に
出かけよう
HEY!浄土

シンガーソングライター 　嘉門タツオさん 

オール・シングス・
マスト・パス⑮
［同調サービス］
イラストレーター
みうらじゅんさん

みうらじゅんの
好評連載

2020
Winter

冬号
No.105

一筆一筆心をこめて

仏像なぞり描き④
［ 鎌倉大仏］



法然上人の
　ご生涯を訪ねて

─『四十八巻伝』をてがかりに─

大本山増上寺布教師会が、『四十八巻伝』に示され
る法然上人の御遺跡を12年かけて現地に訪ね、その
足跡を辿った参拝旅行記。
法然上人が歩まれた通りに布教師会員が巡り、体感し
てきた現地の情報がぎっしり詰まっています。
各地の解説と写真を多数収載し、視覚で楽しみながら
学べ、法然上人の深い魅力に出会える一冊。
すぐ法話に活かせるコラムや、団参の参考になるマップ
ガイドなど、一寺に一冊の特別編集本！ 全ページフル
カラーです。

布教教化の資料として、『四十八巻伝』を学ぶ際の
サブテキストとして、さらには法然上人二十五霊場や
四十八霊跡を巡る際の情報資料として、広くご活用
ください。

AB判／182頁
発行 ： 大本山増上寺布教師会
制作・印刷 ： 株式会社図書出版

価格 ： 2,273円（税別）
　　　　　※税込 2,500円

法然上人の
　ご生涯を訪ねて

─『四十八巻伝』をてがかりに─



多数の写真とわかりやすい
解説で法然上人のご生涯を
追憶できます。

実際に訪れた際の行程を
記載し、見どころをわかり
やすく解説。

各回の最終頁には大正大学
教授林田康順先生のコラム
を掲載。

第１回 岡山 法然上人ご誕生地と初学の地
第２回 比叡山 法然上人の求道を訪ねて比叡山へ
第３回 東山 東山・吉水での法然上人の足跡
第４回 奈良 奈良方面　法然上人ゆかりの地
第５回 兵庫 建永の法難　法然上人ご化益の地
第６回 近江 直弟子に思いを馳せて近江路を行く
第７回 讃岐 配流の地　讃岐での教化の足跡
第８回 西山 西山広谷の足跡と嘉禄の法難の御遺跡

第９回 大阪 配流赦免後　洛外教化の足跡
第10回 高野山 高野山熊野紀伊路と配流赦免後の
  和歌山の足跡
第11回 遠州 法然上人の遠州下向の足跡
第12回 京都 法然上人の禅房と大原問答の地
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