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善導大師の
『観経疏』を読む （第16回）

柴田泰山

善導大師像（大本山百萬遍知恩寺蔵）

はじめに
今回から『観経疏』「玄義分」の第六「経論和会門」に

入っていきましょう。この第六「経論和会門」とは、「経と論」
つまり「『観経』と論書」の解釈の間で生じている様々な教
義上の問題点を整理するという内容であり、具体的には九
品の階位設定、『観経』が未来世一切凡夫を対象とした経
典であることの証明、別時意会通説、仏身仏土論および二
乗種不生説への対応が説示されています。これらの教義
的内容は、すべてが善導教学の特徴、すなわち善導大師の
『観経』解釈の独自性と、善導大師独自の阿弥陀仏信仰
の教義体系の説示であり、その内容は他の『観経』解釈と
大きく異なるものであります。法然上人が「偏依善導一師」
というご自身の明確なる立場を説示し、その教義体系の全
根拠を善導教学に求めたこともあり、浄土宗の教えの根幹
はどこまでも善導教学でありますが、中国仏教における『観
経』解釈の位相から善導大師の所説を見ると、まさに孤高に
して、永遠に反駁を許容しない存在にさえ見えてきます。
では、第六「経論和会門」を読み進めていきましょう。
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善導大師の『観経疏』を読む（第16回）

これが第六「経論和会門」の内容です。ここ
で留意すべき点は、従来の善導研究ではこれら
個々の教義上の議論を分断して、別個の議論と
して内容を整理する傾向にありましたが、これか
らはこの第六「経論和会門」の議論内容を個々
の教義上の問題に細分化する視点とともに、こ
れら諸問題を統合化していく視座も必要ではな
いかと考えます。たとえば九品階位設定論はそ
のまま機根論となり、二乗種不生説では仏身論

や浄土論や実践論、本願論が論じられていま
す。また別時意会通説は「称名念仏一行」を基
軸としつつ、罪悪生死の未来世一切衆生が、阿
弥陀仏の本願に依拠する称名念仏一行のみの
実践によって、その浄土である報土に必ず往生
するということを別時意説への対応の中で強調
しています。
これらを併せ考えると、第六「経論和会門」
全体の趣旨は、どこまでも未来世一切衆生が阿

【１： 第六｢経論和会門｣の内容】
六に経論の相違を和会するに、広く問答を施して疑情を釈去すとは、此の門の中に就きて、
即ち其の六あり。
一には、先ず諸の法師に就きて、九品の義を解し、
二には、即ち道理を以て、来してこれを破し、
三には、重ねて九品を挙げて、返対してこれを破し、
四には、文を出し来りて、定めて凡夫の為にして、聖人の為にせざることを証す。
五には、別時の意を会通し、
六には、二乗種不生の義を会通す。

【現代語訳】

第六に、〔本〕経典と〔諸々の〕論書との相違点を突き合わせ、様々な観点から問答を
提示して〔本経典に対する〕疑惑を取り除くとは、この〔一〕門の中に〔以下の〕六項目
がある。

〔第〕一には〔私、善導以前の〕諸 〔々の先学の〕法師について、〔彼らの〕九品に関する
理解を整理する。（諸師解）

〔第〕二には道理によって〔これら先学の諸師の九品解釈が根本的に過ちであることを指
摘した上で、これを〕否定する。（道理破）

〔第〕三には〔第二の道理破に引き続いて〕再度、九品について取り上げ、〔この九品〕
一々について〔自説を提示して、諸師の解釈を〕否定する。（返対破）

〔第〕四には〔『観経』の〕経文を提示することによって、〔この『観経』は〕あくまでも凡
夫のため〔に説示された経典であり、決して〕聖者のために〔説示された経典では〕ない
ことを証明する。（出文顕証）
〔第〕五には〔凡夫の往生は即時ではなく、〕別時〔の往生であるとする〕問題について
〔整理し〕対応する。（別時意会通説）
〔第〕六には二乗種は〔極楽世界に〕往生することが不可能であるという問題について
〔整理し〕対応する。（二乗種不生説）
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弥陀仏の本願力に乗じて報土に往生すること、
つまり凡入報土という善導大師独自の阿弥陀仏
信仰の真髄を説示することであり、個々の議論

はすべてこの凡入報土を明示するための議論
であるものと読み取ることができるのです。

ここで善導大師は、自身の九品階位設定説を
提示するにあたり、まず諸師、つまり自身以前の
『観経』解釈における九品階位設定に関する解
釈を提示しています。善導は上品三生の階位に
関する諸師の理解として、
上品上生…四地より七地に至る已来の菩薩

（第四地から第七地に入るまでの菩薩）
上品中生…初地より四地に至る已来の菩薩
（初地から第四地に入るまでの菩薩）
上品下生…種性以上、初地に至る已来の菩
薩（種性位から初地に入るまでの菩薩）

と論じていますが、これは慧遠が『観経義疏』に

【２： 九品階位設定に関する諸師の解釈①（上輩の三人）】
初めに諸師の解と言うは、先ず上輩の三人を挙げば、

「上上」と言うは、これ四地より七地に至る已来の菩薩なり。何が故ぞ知ることを得る。彼に到
りて、即ち無生忍を得るに由るが故に。
「上中」とは、これ初地より四地に至る已来の菩薩なり。何が故ぞ知ることを得る。彼に到り
て、一小劫を経て、無生忍を得るに由るが故に。

「上下」とは、これ種性以上、初地に至る已来の菩薩なり。何が故ぞ知ることを得る。彼に到
りて、三小劫を経て、始めて初地に入るに由るが故に。
この三品の人は、皆これ大乗の聖人の生ずる位なり。

【現代語訳】

第一に〔九品に関する〕諸師の解釈とは、まず上輩の三人に関する〔諸師の規定を〕挙げ
れば、上〔品〕上〔生の者〕とは、これは〔菩薩の階位において〕第四地から第七地に入
るまでの菩薩のことである。どうしてこのような理解になったかというと、〔『観経』では、
上品上生の者は〕極楽〔世界〕に往生すると、そのまますぐに無生忍を獲得する〔ことに
なっている〕からである。
　上〔品〕中〔生の者〕は、これは初地から第四地に入るまでの菩薩のことである。どうし
てこのような理解になったかというと、〔『観経』では、上品中生の者は〕極楽〔世界〕に
往生すると、一小劫〔という時間〕を経過して無生忍を獲得する〔ことになっている〕から
である。
上〔品〕下〔生の者〕は、これは種性位から初地に入るまでの菩薩のことである。どうして
このような理解になったかというと、〔『観経』では、上品下生の者は〕極楽〔世界〕に往
生すると、三小劫〔という時間〕を経過して、ようやく初地〔の位〕に入ることができる〔こ
とになっている〕からである。
〔諸師の解釈では、〕これら〔上輩の〕三品の人々は、いずれも大乗の〔菩薩たる〕聖者が
〔極楽世界に〕往生する階位である〔とされている〕。
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善導大師の『観経疏』を読む（第16回）

＊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。

①	聖典１・１７８頁/３０６頁
②	聖典１・１４９頁/２９２頁
③	浄全５・１９１頁・上
④	聖典１・１８０-１８１頁/３０７頁

⑤	聖典１・１８２頁/３０８頁
⑥	なお、この慧遠の解釈については拙著『善導教
学の研究』（山喜房佛書林、２００６年）２７１頁を
参照のこと。

おいて行なった、
上品上生…大乗人中、四地已上
上品中生…初二三地信忍菩薩
上品下生…種性解行

という解釈と対応します。つまりここで善導大師
が「諸師」として批判対象とした存在は慧遠であ
り、善導大師が慧遠の所説を強く意識していたこ
とが分かります。
慧遠は上品三生の階位設定にあたり、『観経』
上品上生段の「即悟無生法忍」①という経文を
典拠として、上品上生を無生法忍獲得以前の菩
薩と捉え、四・五・六地の菩薩と設定しています。
ここでは慧遠の無生法忍に関する見解に着目し
てみましょう。慧遠は無生法忍について、たとえば
『観経』中において韋提希が仏国土を見る場面
で「即得無生法忍」②という経文を注釈して、

忍具有五。如仁王経説。
一是伏忍。在於種性解行位中学観諸法能
伏煩悩故名為伏。
二是信忍。二三地於無生理信心決定名為
信忍。
三者順忍。四五六地破相入如趣順無生名
為順忍。
四無生忍。七八九地証実離相名無生忍。
五寂滅忍。十地已上破相畢竟冥心至寂証

大涅槃名寂滅忍。③

と説示し、『仁王般若経』を典拠として無生法忍
を十地中の七・八・九地と理解しています。ここか
ら慧遠が上品上生を四・五・六地と設定した理由
について、慧遠は『観経』の「即」という一語を
根拠とした上で、十地中の七・八・九地から逆算し
て、無生法忍獲得以前の上品上生の階位を四・
五・六地としたと考えられます。この逆算による階
位設定が、慧遠の九品階位設定の大きな特徴で
あります。
また上品中生および下生に関しても、慧遠は

『観経』の経文と上品上生からの逆算を通じて
階位の設定を行なっています。上品中生では「経
一小劫得無生忍」④という経文を典拠として、さら
に四・五・六地から逆算し、初・二・三地の菩薩と規
定しています。また上品下生では「経三小劫得
百法明門」⑤という経文を典拠として、さらに初・
二・三地から逆算し、これを地前菩薩として捉え、
「種性解行の菩薩」としています。⑥

善導大師は『観経』解釈の前例として、この慧
遠の九品理解を提示することで、自説における批
判対象としての慧遠の存在と、慧遠のように逆算
的に階位を設定する視座そのものの批判を意図
していたものと思われます。

【３： 九品階位設定に関する諸師の解釈②（中輩の三人）】
次に中輩の三人を挙げば、諸師の云く、

「中上」とはこれ三果の人なり。何を以てか知ることを得る。彼に到りて、即ち羅漢を得るに由
るが故に。
「中中」とはこれ内凡なり。何を以てか知ることを得る。彼に到りて、須陀洹を得るに由るが故に。
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⑦	預流果・一来果・不還果のこと。
⑧	これも慧遠の解釈（浄全５・１９１頁・上）。慧遠は
阿羅漢果から逆算して、中品上生を預流果・一来
果・不還果と規定している。

⑨	これも慧遠の解釈（浄全５・１９１頁・下）。慧遠は
中品中生を三賢・四善根と規定している。

⑩	これも慧遠の解釈（浄全５・１９１頁・下）。慧遠は
中品下生を「見道已前世俗凡夫、修餘世福求出
離者」と設定している。

「中下」とはこれ世善の凡夫なり。苦を厭いて生ずることを求む。何を以てか知ることを得る。
彼に到りて、一小劫を経て、羅漢果を得るに由るが故に。
此の三品は、ただこれ小乗の聖人等なり。

【現代語訳】

次に中輩の三人に関する〔諸師の規定を〕挙げれば、中〔品〕上〔生の者〕とは、これは
三果⑦〔の位の〕者である。どうしてこのような理解になったかというと、〔『観経』では、
中品上生の者は〕極楽〔世界〕に往生すると、そのまますぐに阿羅漢〔の位〕を獲得する

〔ことになっている〕からである。⑧

中〔品〕中〔生の者〕とは、これは内凡〔の位の者〕である。どうしてこのような理解に
なったかというと、〔『観経』では、中品中生の者は〕極楽〔世界〕に往生すると、須陀洹
〔の位〕を獲得する〔ことになっている〕からである。⑨

中〔品〕下〔生の者〕とは、これは世間一般における善行を実践する凡夫である。〔彼ら
は〕苦を厭い、〔極楽世界への〕往生を求める〔者〕である。どうしてこのような理解に
なったかというと、〔『観経』では、中品下生の者は〕極楽〔世界〕に往生すると、一小劫
〔という時間〕を経過して阿羅漢果を獲得する〔ことになっている〕からである。
〔諸師の解釈では、〕これら〔中輩の〕三品の人々は、ただ小乗の聖者などである。⑩

善導大師はこの中品三生でも慧遠の所説を提
示しています。慧遠は中品上生を「小乗人中前
三果人」（＝預流果・一来果・不還果）と、中品中
生を「見前（道カ）已前内外二凡、精持浄戒求出

離者」（＝三賢・四善根）と、中品下生を「見道已
前世俗凡夫、修余世福求出離者」と設定してい
ますが、これも逆算の論理によって導かれたもの
であることが分かります。

【４： 九品階位設定に関する諸師の解釈③（下輩の三人）】
下輩の三人はこれ大乗始学の凡夫なり。過の軽重に随いて分ちて三品となす。
共に同じく一位にして、往生を求願すという者、いまだ必ずしも然らず。知るべし。

【現代語訳】

下輩の三人に関する〔諸師の規定を〕挙げれば、これは大乗を学び始めたばかりの凡夫
である。〔彼らは犯した〕罪の軽重にしたがって、〔下輩の中で〕三品に区分される。

〔彼ら下輩の三人は〕ともに同一の〔下輩という〕位であり、往生を願い求める者が必ずし
も〔上輩や中輩のように厳然と三品に〕区分できるものではない。〔このことを〕よく知り
おくべきである。
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善導大師の『観経疏』を読む（第16回）

⑪	浄全５・１９２頁・下
⑫	浄全１・６８５頁・上

⑬	浄全１・６８５頁・上
⑭	浄全５・１７１頁・下

善導大師はこの下品三生でも慧遠の所説を提
示しています。慧遠は下品三生個々の明確な区
分は提示せず「於彼大乗始学人中、隨過軽重分
為三品」と述べ、下品三生はいずれも大乗人の
中において外凡であり罪がある者であって、その

罪の軽重によって三分類されるという設定を行な
い、さらに「未有道位、難弁階昇。」と述べ、下品
三生は道位（＝仏道修行の段階）に入っていない

者としています。⑪

小結

このように善導大師が『観経疏』において「諸師」として提示した九品説は慧遠の『観経義疏』所説の
内容であります。そして慧遠は上品上生以下を逆算方法によって、個々の階位を規定しています。即ち、
『観経』の十四・十五・十六観が他生観であるとはいえ、おそらく慧遠は阿弥陀仏の浄土の存在を穢土の
延長線上において捉えていたのでしょう。このように穢土と密接した位置関係にある浄土の存在について
は、たとえば道綽の『安楽集』においても

•弥陀浄国既是浄土初門。娑婆世界即是穢土末処。⑫

•唯此乃是穢土終処。安楽世界既是浄土初門。即与此方境次相接。⑬

とあり、此土（沙婆世界）と彼土（極楽世界）とが位置的に連続関係にあることが説示されています。おそらく慧
遠もこのように此土（沙婆世界）と彼土（極楽世界）とが位置的に密接あるいは連続関係にあると考え、だからこ
そ「弥陀仏国、浄土中麁」⑭とも述べ、阿弥陀仏の浄土のことを「下位の浄土」と捉えていたのかもしれません。
善導大師はこのように慧遠の解釈を引き合いに出し、以下、自説の批判対象として厳しくその所説内容を
否定していきます。ただしここで留意しなければならないことは、現代の私たちもこの慧遠の『観経』解釈を
無根拠のまま批判するべきではなく、むしろ慧遠が何故に『観経』に着目し、また『観経義疏』を撰述したの
かという問題を考え直さなければなりません。中国仏教思想史上において慧遠の存在も極めて重要であり、
最近、岡本一平先生などによって慧遠研究も大きく進展しています。このような研究状況を鑑みると、やはり
慧遠の存在と思想をもう一度、精査した上で、慧遠の無生法忍説理解と、この無生法忍説理解にもとづく上
述の逆算の論理が、慧遠が考えていた仏道修行の展開という＜行＞の体系化の議論の中でどのような意
義があるのかということかを再考する必要があると思われます。
またこの視座から善導大師による慧遠批判を考えると、善導大師が単に慧遠の九品階位設定が高すぎる

という趣旨の批判を提示しているのではなく、仏土の問題、そして＜行＞の問題において慧遠の所説がどう
しても許容できなかったということ、また両者の比較を通じて見えてくるこの＜行＞の問題こそが、仏教思想
史における諸問題の一本質であると思われます。

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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ことば・表現・差別
～「あたり前」を

いろいろ色、あなたの肌は何色？

1.	女の子の色と男の子の色があるの？

私は絵をかいたり色塗りをしたりすることが大好き

でした。幼稚園の頃は、一般家庭にテレビが普及し

始めた時で、「チロリン村とクルミの木」、「ひょっこり

ひょうたん島」のキャラクターの塗り絵に夢中でした。

小学校高学年になっても、人形遊びの傍ら、塗り絵

をよくしていました。女の子向けの塗り絵があって、

いろいろな塗り絵を楽しんでいました。

その頃を思い出して考えると、何故、いつ、そう思

うようになったのかはよくわかりませんが、私なりの色

のこだわりがありました。例えば人の絵を塗るとき、

髪の毛は黒、肌の色は肌色、そして女性の服はピン

ク、男性の服は青。

色には男の子用の色と女の子用の色があって、

そこから逸脱することは、とても気持ちの悪いことで

した。そのころのランドセルの色が男の子は黒、女

の子は赤というのが決まったことであるかのように思

われていた時代でしたから、そう思うことは、当時の

「普通」だったのかもしれません。

2.「男性は青系、女性はピンク系」を	
	 疑ってみる

その後、ランドセルの色や服装など、男の子用の

色や女の子用の色という考え方には、様々な疑問

を投げかける人の意見も聞かれるようになりまし

た。皆さんもよくご存じだろうと思います。今は、デ

パートの新入学生用の準備コーナーには24色のラ

ンドセルが並んでいるようなこともよくありますし、ピ

ンクのシャツ姿の男性や青いジーンズ姿の女性もた

くさんいます。私の息子は、柿色や赤色系の服を

好んで着ます。

しかし、一方でやっぱり男の子は青系、女の子は

ピンク系という選び方で赤ちゃんの服を用意するこ

とが多いという事実もあるようです。

皆さんは、どうでしょうか？　ランドセルを買うなら

「男の子は黒、女の子は赤が普通」と思っていま

せんか？　「ほかの色がいい」と思っている人に、

「これが普通だよ」などのアドバイスをしていたりし

ないでしょうか？　そういう行動や発言は、自分なり

の主張を持っていて、「この色が好き」「この色に

したい」と思っている人の考えや思いを、知らない

間に否定し、その人を傷つけたり、人間性を否定し

たりしてしまっているかもしれません。

3.	色鉛筆の“肌色”って？

私は、最近になって中学校の生徒たちの学習の

お手伝いに入ったり、学校図書館の開館のお手伝
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おとなの学び研究会 山本 淑子うたがう～ 4

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。
山本 淑子（やまもと・としこ）
大阪教育大学に入学後、部落問題等、人権課題に関心を持ち活動。
㈶解放教育研究所に勤務、人権教育読本『にんげん』や雑誌『解放
教育』の編集に関わる。大阪市の非常勤嘱託職員として地域ボラ
ンティア活動の運営に関わった後、現在、中学校でボランティア活
動や非常勤講師を続けている。
★この連載はおとなの学び研究会12名によるリレー連載です。

いをするようになりました。その環境に身を置くよう

になってから、色にかかわることで、ふと気が付い

たことがありました。子どもたちが美術の授業など

で使っている色鉛筆のことです。12色や24色の

ケース入りの色鉛筆を使用しているのですが、そ

の中に、私が必ずあると思っていた色がないので

す。それは、「肌色」です。

人物の顔や素肌を着色するときに、「肌色」を塗

ることは私の「普通」でした。だから、当然「肌色」

という色があると思っていました。息子たちが小学

校の頃使っていた色鉛筆が、まだ自宅に残ってい

るのですが、そのケースの中には「肌色」と書かれ

た色が確かにあります。

しかし、最近の色鉛筆のケースに「肌色」がな

いことに気が付いて、初めて、わたしが「普通」と

思っていた「肌色」は存在しないことに気が付きま

した。人間の肌の色は、決して一色であらわせる

ものではないということです。世界にはいろいろな

肌の色の人たちがいます。個人差や日焼けの度

合いなどでも肌の色は異なります。それぞれの肌

の色は黒っぽかったり白っぽかったり茶色っぽかっ

たり黄土色っぽかったり・・・・。今思えば、「ひょっ

こりひょうたん島」の塗り絵も「肌色」ですべての

肌を塗ってよかったのか？　当時は白黒テレビで

番組を見ていましたからわかりませんが、「ひょっこ

りひょうたん島」の世界観から考えると当時の色鉛

筆にあった「肌色」を普通と考える世界ではなかっ

たのかも・・・・と思われてきます。

4.	世界中の人びとの肌の色を	
	 考えてみる

日本では、人種差別を助長するのではないかというこ

とで、2000年頃から大手文具メーカーが協議し、「肌

色」という呼称の使用をやめたそうです。今は、「薄

橙」または「ペールオレンジ」と表記されています。

2020年1月3日の毎日新聞の紙面で、NBAで活

躍している八
はちむらるい

村塁選手の記事がありました。西ア

フリカ・ベナン出身の父と日本人の母を持つ彼が、

小学校の頃、「自画像を焦げ茶色で塗った」ことや

「肌の色のことで悩んでいた」ことなどが紹介され

ていました。

日本では、確かに「肌色」という一つの色で大体

の人の肌の色は表現できるかもしれません。しかし、

そのことで「自分の肌の色はほかの人と違う」「自分

はおかしいのではないか」といった自分を否定した

り、悲しい思いをしたりする子どもがいることも理解

する必要があると思います。日本にも、国際結婚もあ

りますし、いろいろな国にルーツを持つ子どもたちが

住んでいます。これからの社会では、もっと多様性

を意識し、これまで「これが普通」と思っていた考え

を、改めて考え直してみることも必要です。

さあ、ここで考えてみてください。あなたの肌の色

は何色ですか？　あなたの周りにおられる方々の肌

の色は何色ですか？　決して一色で表せるものでは

ないはずです。そう思って生活してみると、新たな

発見がありそうです。
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開宗 850 年企画

釈尊 “幸せ”の智慧
開宗 850 年のキャッチコピー『お念佛
からはじまる幸せ』をテーマに、日々を
“ 幸せ ” に過ごすための釈尊の言葉を
取り上げ、その伝え方をご提案します。

〈今月の智慧〉

今日一日を
生ききる

なまけて無気力に百年生きるよりも、しっかりと気力にあふれて頑張る人が
一日生きる方が勝れている。� 『ダンマパダ』112偈

釈尊のことば

　仏典をひも解くと、ドキッとする言葉に出会うこ
とがあります。この言葉もその一つです。
　なまけて無気力のまま百年を生きるより、充実し
た一日の方が勝れているという釈尊の教えは、「超
高齢化を迎える社会でどんな意味を持つのか？」　
そんな問いを抱かせる言葉でもあります。あるいは、
釈尊からの「この一日をより良いものにしなさい」
という激励とも受け止められます。
　この偈文に言う「気力」とは、精進のことです。
勇
ゆう

猛
みょう

ともいわれ、勇気をもって物事に取り組むこ
と。そうすると無気力、すなわち精進が欠けた状
態とは、「どうせ無理だ」「絶対できない」と恐れ、
取り組む前からあきらめることと理解できるでしょ
う。そんな気持ちは、精進を妨げる懈

け

怠
たい

を生みだ
します。この懈怠、つまり「なまけ」が、精進の
最大の敵でしょう。釈尊はこのなまけを厳しく戒め
ているのです。
　平均寿命が 80 歳を超える現代で、一日はほんの
短い時間かもしれません。老若男女問わず「明日
やればいいや」という懈怠のなか生活している人

は多いでしょう。常に精進を続けることは難しいこ
とですし、心身の状態でそれが叶わない方がいる
ことも忘れてはいけません。それでも、この言葉か
ら一日の大切さを認識し、自身の状態に合わせて、
できる限りの精一杯でその日を暮らす大切さを認
識していただけるのではないでしょうか。
　下記の「関連する経典・ご法語」にあるように、
浄土宗における精進とは、日々お念仏に精進する
ことでしょう。『選択集』の「精進とは懈怠に対す
る言なり」（『聖典』３・152 頁）などと関連させて
お話されてもいいかもしれません。今日一日、今こ
の時お念仏をしっかりとなえることは、釈尊の考え
と合致する一例として提示することも可能です。
　年度の始まりにちなみ、「挑戦」を連想させるこ
の言葉を選びました。勇気をもって日々新しいこと
に挑戦することは、失敗に終わったとしても、失
敗を恐れて何もしないよりも評価されるものであ
り、いくつになっても大切にしたい気持ちです。新
年度を迎えるにあたり、新たな挑戦をしようとする
人を釈尊が勇気づけてくれています。

【文】浄土宗総合研究所　釈尊聖語の広報・布教用現代語訳研究プロジェクト　石田一裕
本研究では広報・教化活動のさまざまなシーンを念頭に、法然上人や浄土三部経などの言葉と対照し得る釈尊の言葉
を選び出したうえで、浄土宗らしい現代語訳を施すことを目的とし活動するプロジェクトです。

毎月一言

善導大師が『法事讃』で「七日七晩、絶やす心なく念仏を称えよ」とおっしゃっているのは、「明日かもし
れない往生の一大事を逃してしまわないように、今日の一日を励もう」との思いでお念仏を称えなさいとい
うことです。� 【つねに仰られける御詞】

関連する経典・ご法語

１
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釈尊に触れる想い

評者紹介：花田 俊岳（はなだ しゅんがく） 
１９５９年千葉県生まれ。青森教区遍照寺住職。大本山増上寺布教師会副会長。総本山知恩院、大本山金戒光明寺布
教師。浄土宗特任布教師。浄土宗布教委員。

仏教学者・増谷文雄氏の数多くの原始仏教

等についての著作の精華ではないかと個人

的に受け止めているのが表記作です。この作

品が雑誌に連載され単行本化されてから既に

５０年以上経っていますが、決して衰えること

のない輝きを放ち続けています。

『この人を見よ』というタイトルは、ニーチェの

著書として、また聖書の一句としても知られま

すが、なぜ増谷氏がこの書名にしたのか。増

谷氏が釈尊を「この人」と呼ぶとき、そこにはこ

の地上に現れ、人間としての苦悩を味わいな

がら、ついにブッダとなった「人」としての姿を

思慕する思いが溢れているように思います。そ

れは浄土宗の釈尊観とは一致しないものかも

知れませんが、この娑婆世界にブッダが現れた

というこの上ない奇跡を（しかも数千年前に）

追体験することができる作品です。拙い説明よ

り、その一節を引用します。

そこでわたしは、はからずも〈世尊〉というこ

とばを思い出す。〈世尊〉とは、世の人々の

こぞって尊敬するところという意味にちがい

あるまい。そして、尊敬とは、ただ人格にた

いしてのみ当て嵌り、人格のみが唯一の尊

敬の対象であるという。しかるにいま、この

人は、無位、無一物の老いさらばえた沙門

にしかすぎない。しかも世の人々がこぞって

この人のまえに最高の尊敬をささげる。そ

れは、もはや断じて、権勢への追随でも、ま

た財宝への低頭でもありえない。そこにはた

だ、この師の人格のみがただ一つの尊敬の

対象として存するのみである。そこに、わた

しは、〈世尊〉ということばの真のありよう、生

ける姿を見得たように思うのである。

この作品は若い方々には、僧侶としての熱

源となり、歳を経た方々にはなお励ましになるも

のと思います。ぜひご一読ください。

この人を見よ	
ブッダ・ゴータマの生涯／ブッダ・ゴータマの弟子たち	
	 （増谷文雄名著選）
増谷	文雄	著
佼成出版社／ 2006 年／A5判・632 頁

オススメの一冊オススメの一冊
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令和2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。
※新型コロナウイルス感染拡大の影響により、状況次第では一部行事を中止又は延期する可能性があります。

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（土）
 ～25（金） 知恩院

諸経費
¥180,000伝宗伝戒

増上寺道場
12.7（月）
 ～27（日） 増上寺

※知恩院道場の登嶺日は12月4日（金）、増上寺道場は12月6日（日）です。

璽書伝授
知恩院道場

11.19（木）
 ～25（水） 知恩院 冥加料

¥50,000
諸経費

¥90,000
璽書伝授
増上寺道場

10.25（日）
 ～31（土） 増上寺

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

別開五重相伝 6.9（火）
 ～15（月） 知恩院 諸経費

¥80,000

※別開五重相伝の登嶺日は6月8日（月）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）

6.16（火）
 ～19（金） 増上寺 お知らせに

記載

法式教師研修会 延期
（開催時期未定）宗務庁（京都） 無

●詠唱関係

詠唱指導者養成講座 9.15（火）
 ～17（木） 増上寺

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）
11.25（水）
 ～27（金）百萬遍知恩寺

詠唱指導普及委員
研修会 （春期）

5.28（木）
 ～29（金）百萬遍知恩寺

無
詠唱指導普及委員
研修会 （秋期）

10.15（木）
 ～16（金） 増上寺

●布教師養成講座

初級　前期 6.8（月）
 ～12（金） 光明寺

冥加料
￥3,000

各期
諸経費

￥35,000

　　　中期 10.19（月）
 ～23（金） 光明寺

　　　後期 R3.2.8（月）
 ～12（金） 光明寺

中級　前期 6.15（月）
 ～19（金） 善導寺

　　　中期 10.5（月）
 ～9（金） 善導寺

　　　後期 R3.2.22（月）
 ～26（金） 善導寺

上級　前期 6.22（月）
 ～26（金）教化研修会館

　　　中期 11.30（月）
 ～12.4（金）教化研修会館

　　　後期 R3.3.8（月）
 ～12（金）教化研修会館

道場名・行事名 期日 会所 必要経費

●講習会関係

第115回教学高等講習
会（夏安居道場併修）

6.23（火）
 ～26（金） 知恩院

無

第116回教学高等
講習会

R3.2.16（火）
 ～19（金） 増上寺

第485回教化高等講習
会（冬安居道場併修）

R3.1.27（水）
 ～29（金） 知恩院

総合学術大会 9.10（木）
 ～11（金） 佛教大学

●教師検定試験 8.26（水）
 ～28（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（木）
 ～9.8（火） 百萬遍知恩寺 各道場入行

冥加料
￥40,000

道場冥加料
￥100,000

第2期道場 8.21（金）
 ～9.9（水） 金戒光明寺

第3期道場 8.22（土）
 ～9.10（木） 増上寺

入行面談（東京） 5.29（金）、30（土） 増上寺
無

入行面談（京都） 6.5（金）、6（土） 百萬遍知恩寺

●助教師養成講座

第1期 R3.2.17（水）
 ～3.2（火） 光明寺 諸経費

¥90,000

第2期 6.2（火）
 ～8（月） 知恩院 諸経費

¥40,000

●宗門子弟教養講座 7.27（月）
 ～29（水） 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） R3.3.6（土）
 ～9（火） 大正大学

無
B期 （Ⅰ・Ⅱ） 9.3（木）

 ～6（日） 佛教大学

A期-Ⅰ 6.20（土）
～21（日）

教化研修会館

希望者のみ 
宿泊可 
寝具代

￥2,000

A期 -Ⅱ R3.2.6（土）
～7（日）

B期 -Ⅰ （開催時期未定）

B期 -Ⅱ 11.14（土）
～15（日）

延期
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令和2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。
※新型コロナウイルス感染拡大の影響により、状況次第では一部行事を中止又は延期する可能性があります。

行事名 日程 会所 必要経費
●教師研修会　※詳細は18～22頁

 第27回 4.13（月）～14（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27回 6.29（月）～30（火）
第28回 8.31（月）～9.1（火）
第29回 11.26（木）～27（金）中四国地区 石見教区 個別に案内します

第30回 12.22（火）～23（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31回 R3.2.24（水）～25（木）関東地区 大本山増上寺 個別に案内します
●実践講座『選択集』編　※詳細は28・29頁

第11回 5.21（木）

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11回 10.5（月）
第12回 R3.1.18（月）
第13回 R3.3.2（火）

●実践講座『御法語』編 【布教編とタイアップにより連日開催】　※詳細は34・35・37頁
第9回 7.20（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）
※布教編と連泊の場合は2泊で￥2000

第10回 9.15（火）
第11回 11.16（月）
第12回 調整中

●実践講座（布教編） 【御法語編とタイアップにより連日開催】　※詳細は34・36・37頁
第1回 7.21（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）
※御法語編と連泊の場合は2泊で￥2000

第2回 9.16（水）
第3回 11.17（火）
第4回 調整中

●実践講座（法式編）　※詳細は30～33頁
第1回 5.13（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 6.9（水）
第3回 7.22（水）
第4回 11.19（木）

●実践講座（寺院運営編）
第1回 7.3（金）

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 調整中

●実践講座（ともいき編）　※詳細は26・27頁
第1回 6.15（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2回
調整中

第3回
●実践講座（阿弥陀仏編） 【新設】

第1回

調整中 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
第3回
第4回
第5回
第6回

●実践講座（授戒会編） 【新設（前年度計画より移行）】
第1回

調整中 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
第3回

●実践講座 その他
必要に応じ企画実施

中止

延期

延期
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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

第27回 教師研修会 
於：教化研修会館

※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。

御忌大会 ： 増上寺

御忌大会 ： 善光寺大本願

御忌大会 ： 知恩院（4/18～/25）　清浄華院（4/20～23）　百萬遍知恩寺（4/22～/25）　金戒光明寺（4/22～25）

中 止

中 止

中 止

規模縮小 規模縮小 規模縮小 規模縮小

延 期
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27 28 29 30 1 2 3
月 火 水 木 金 土 日

4 5 6 7 8 9 10
月 火 水 木 金 土 日

11 12 13 14 15 16 17
月 火 水 木 金 土 日

18 19 20 21 22 23 24
月 火 水 木 金 土 日

25 26 27 28 29 30 31
月 火 水 木 金 土 日

55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。

実践講座（『選択集』編⑪）
於：教化研修会館

教師養成道場入行面談　於：増上寺

詠唱指導普及委員研修会（春期）
於：百萬遍知恩寺

少僧都研修講座B-Ⅰ
於：教化研修会館

実践講座（法式編①）
於：教化研修会館

延 期延 期

延 期
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1 2 3 4 5 6 7
月 火 水 木 金 土 日

8 9 10 11 12 13 14
月 火 水 木 金 土 日

15 16 17 18 19 20 21
月 火 水 木 金 土 日

22 23 24 25 26 27 28
月 火 水 木 金 土 日

29 30 1 2 3 4 5
月 火 水 木 金 土 日

66月 開催行事

実践講座（ともいき編①）　於：教化研修会館

第28回教師研修
於：教化研修会館

教師養成道場入行面談　於：百萬遍知恩寺

※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。

中央法式講習会　於：増上寺 少僧都研修講座A-Ⅰ
於：教化研修会館

助教師養成講座第2期　於：知恩院　～6/8

助教師養成講座第2期　於：知恩院

実践講座（法式編②）　於：教化研修会館

別開五重相伝
於：知恩院

別開五重相伝　於：知恩院　～6/15

布教師養成講座（初級前期）　於：光明寺

布教師養成講座（中級前期）　於：善導寺

布教師養成講座（上級前期）　於：教化研修会館

第115回教学高等講習会
（総本山知恩院夏安居道場併修）　於：知恩院

16 和合　令和2年　4月号



行
事
カ
レ
ン
ダ
ー

29 30 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

77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。

宗門子弟教養講座
於：知恩院

実践講座（『御法語』編⑨）
於：教化研修会館

実践講座（法式編③）
於：教化研修会館

実践講座（寺院運営編①）
於：教化研修会館

実践講座（布教編①）
於：教化研修会館
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令和２年度 教師研修会令和２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923人の教師の方々にご受講いた
だき、皆様には、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、より実践的かつ効果的な研修とすべく、令和元年度より開始した地方開
催を含め、次のとおり開催予定をご案内します。

● 開催日

● 基本日程（源光院）

第27回 4月13日（月）～14日（火）　
 ※諸般の事情により中止

於：教化研修会館（源光院）
　

第27回 6月29日（月）～30日（火） 於：教化研修会館（源光院）

第28回 8月31日（月）～9月1日（火） 於：教化研修会館（源光院）

第29回 11月26日（木）～27日（金）
 ※地方開催（中四国地方）

於：極楽寺（石見教区浜田組№39）

第30回 12月22日（火）～23日（水） 於：教化研修会館（源光院）

第31回 令和3年 2月24日（水）～25日（木）
 ※地方開催（関東地方）

於：大本山増上寺（東京都港区）

※ 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

中 止
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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させていただいておりますので、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」につきましては、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、ご注意願います。

● 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、教階およ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。この改正により、教師研修会の修了が教階叙任要件に加えられ、高等講習会等1回修了の扱
いとなります。 （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。

※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・申込は次頁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27回 中御門敬教 藤本淨彦 井野周隆 戸松義晴 田中勝道 今岡達雄

第27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28回 中御門敬教 柴田泰山 井野周隆 戸松義晴 田中勝道 今岡達雄

第29回
（中四国地方） 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30回 齊藤舜健 柴田泰山 井野周隆 戸松義晴 大澤亮我 今岡達雄

第31回
（関東地方） 勝崎裕彦 藤本淨彦 井野周隆 戸松義晴 田中勝道 今岡達雄
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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）
 中御門敬教先生 （大阪教区 圓通寺）

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）
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「教師研修会」のご案内

「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）
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教師研修会地方開催（第2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！

開会式　阿川台下のご垂示 ①「仏教学」講義風景

　2月12日（水）から13日（木）まで、浄土宗大本山善導寺（福岡県久留米市）において、
第26回教師研修会が開催された。
　地方開催第2弾にして初の大本山開催となった研修会は、大本山善導寺法主 阿川文
正 台下のご垂示で開会し、九州全土より集う70余名が2日間の研鑽に臨んだ。

● 受講者の声
◦善導大師、法然上人の視点によって三部経をうけとってゆくということ

を、今後忘れずにしなければと思いました。 （仏教学受講者）
◦宗学というと難しい印象ですが、今回の授業でそういう事ではないと

思いました。 （宗学受講者）
◦教義と教化は違いがある、という点。檀信徒の方 と々の接し方を常に

考えていかなければと思った。 （伝道受講者）
◦今後の寺院経営における現実問題を明確に講義いただき、普段は聞

くことの少ない為に有意義であったと思う。 （現代住職学受講者）
◦基本をうっかりわすれて我流になってしまっていたことや、改めて再認

識できることが良かった。 （法式別時受講者）
◦僧侶はどうあるべきか、一般の方々の視点と、浄土宗教師の立場を学

べる良い機会でした。 （実践僧侶論・社会貢献受講者）

年 度 地 方
令和元年度 北海道（終了） 九州（終了）

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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令和2年度 実践講座（予定）
ご好評につき延べ3017名の方々にご受講、ご研鑽いただいております。
令和2年度は“阿弥陀仏編”“授戒会編”を増設し、32回の開催を予定しております。
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、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 21日（火） 「精進」「無常迅速」「一枚起請文」 布教実演：調整中
第2回  9月 16日（水） 「別時念仏」「導師嘆德」「光明摂取」 布教実演：調整中
第3回  11月 17日（火） 「親縁」「来迎引接」「対治慢心」 布教実演：調整中
第4回   　　調整中　　「一期勧化」「勧進行者」「難易二行」 布教実演：調整中

『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3年目は前篇第二十一～後編第一を中心に、『元祖大師御法語』を読み解きます。

第9回  7月 20日（月） 「精進」「無常迅速」「一枚起請文」
第10回  9月 15日（火） 「別時念仏」「導師嘆德」「光明摂取」
第11回  11月 16日（月） 「親縁」「来迎引接」「対治慢心」
第12回   　　調整中　　「一期勧化」「勧進行者」「難易二行」

『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11回  5月 21日（木）
第11回  10月 5日（月）
第12回   令和3年 1月18日（月）
第13回   令和3年 3月  2日（火）

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  5月 13日（水） 「悉曇（梵習字）」　講師： 清水秀浩
第2回  6月 9日（水） 「日常勤行式」「洒水作法」　講師： 山本晴雄
第3回  7月 22日（水） 「晋山式・落慶式」　講師： 橋本知之
第4回  11月 19日（木） 「葬儀式」　講師： 伊藤広喜

※令和元年度法式編第四回 「執持法（散華）」「表白・宣疏」「回向」も令和2年度に振り替え開催します。（現在調整中）

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 ： 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 ： 大正大学教授　林田康順

第四章 「三輩念仏往生篇～三輩念仏往生の文～」
第五章 「念仏利益篇～念仏利益の文～」
を中心に読み解きます。なお、第11回では講師案内のフィール
ドワークを予定しております。詳細は開催案内にて告知します。

布教編　年4回開催

『御法語』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

※5ヵ年計画第4年目

延 期

延 期
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阿弥陀仏編では、『浄土三部経』を題材とし、所帰（阿弥陀仏）・所求（西方極楽浄土）を学び、去行
（本願念仏）を実践する上での信を確かなものとするべく開講します。また、各回布教師講師を招聘し
てテーマに則した布教実演を行うことで、檀信徒教化へと繋げるための一助とします。

第1回   　　調整中　　
第2回   　　調整中　　
第3回   　　調整中　　
第4回   　　調整中　　
第5回   　　調整中　　
第6回   　　調整中　　

授戒会編では、戒法相伝をもって受者を仏弟子としその後の念仏生活へと導くための円頓戒の正しい
理解、受者に正しく受け止めてもらうための心を養う前行期間の勧誡のポイント、法要儀式としての授戒
会における要となる正授戒をいかに厳かで、受者にとり宗教的感動を与えるものとするか、について“円
頓戒講説（教学）”“授戒会勧誡（布教）”“授戒会開筵（法式）”の3回に分けて学ぶ。

第1回   　　調整中　　
第2回   　　調整中　　
第3回   　　調整中　　

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 6月 15日（月） 「檀信徒と共に考えるクオリティ・オブ・ライフ～より良い人生を生き往くために～
    『縁の手帖』を用いた平生教化で寺院（僧侶）主導の終活を！」
    講師： 曽根宣雄 ・ 大河内大博 ・ 寺尾昌治
第2回   　　調整中　　
第3回   　　調整中　　

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・運営してゆくのか。受講者からの疑問も
伺いながら、その方法を手解きます。

第1回   7月 3日（金） 「寺院の会計管理方法（宗教法人会計の健全化）」　講師： 山本正人
第2回   　　調整中　　

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。

阿弥陀仏編【新設】　年6回開催

授戒会編【新設】　年3回開催

その他　年若干回開催  華道 ・ 特殊布教等

ともいき編　年3回開催

寺院運営編　年2回開催

上記以外にも必要に応じて企画実施いたします。詳細決定次第、『和合』等にてご案内いたします。
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実践講座
― ともいき編（第1回） ―

檀信徒とともに考えるクオリティ オブ ライフ
～より良い人生を生き往くために～

『縁の手帖』を用いた平生教化で寺院主導の終活を！
“死”は万人平等である。その不安や畏怖に我々宗教者はどのように接する事ができるだろうか。
本講座では、『縁の手帖』を用いて檀信徒へ生きる指針を示し、浄土往生へ導く手立てを探る。

6月15日（月）
午前9時40分 から 午後5時 まで

日 時

9：20 受付

9：40 開講式

10：00 講義① 講説

11：30 休憩

11：40 講義②
ワークショップ（前半）

12：40 休憩

13：40 講義③  
ワークショップ（後半）

15：10 休憩

15：20 講義④ 布教実演

16：20 総括

16：40 閉講式（解散）

● 時間割

講 師 大正大学教授　曽
そ ね

根 宣
せん ゆ う

雄
大阪教区願生寺住職／医療法人社団日翔会チャプレン 
 大

お お こ う ち

河内 大
だい は く

博
大阪教区西光寺住職　寺

て ら お

尾 昌
しょ う じ

治

～『縁の手帖』とは～
　昨今話題の死に備えて自身の希望を書き留めておくエン
ディングノートではあるが、一般のそれとは違い「エンディン
グ」イコール終わりではなく、「つながりの中にある生と死」
をキーワードとし、生・老・病・死の孤独に悩む檀信徒に住職
や寺族が寄り添い、その悩みを少しでも軽くし、希薄化する
寺院と檀信徒の「つながり」をふたたび強く結びつけること
を目的に、浄土宗総合研究所「生と死の問題研究会」プロ
ジェクトチームによって平成25年に完成したものです。
　檀信徒が周囲の方々やご住職・寺族と話し合い、相互
理解をはかりながら書き進め、自分らしい旅立ちに向けた
準備を進めていくことをめざしたもので、個人の希望を　
重視する傾向の強い一般のエンディングノートとは一線を
画すほか、“浄土宗らしさ”を随所に盛り込んだ浄土宗版
のいわゆる「エンディングノート」となっております。

新着
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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

●昼　食  ...........................................................

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①（講説）】

大正大学教授　曽根宣雄
　※講義概要調整中

【講義②③（ワークショップ）】

大阪教区願生寺住職/医療法人社団日翔会チャプレン　大河内大博
「死生観なき終活」が目につく世間のものと一線を画し、「浄土宗寺院ならでは」の信仰生活
の深まりの機縁と終活の実務作業の両輪が、檀信徒と共にできる場作りの一例として、『縁の
手帖』の活用法について講義致します。
本講座では、「How	to」ではなく、厚労省の勧める「人生会議」や医療・福祉等の社会情勢
などのエンドオブライフケアの実情を紹介しつつ、ワークショップを通して、僧侶自身の死生観
の気づきと、檀信徒と一緒にできるワークショップ事例等の紹介を致します。

【講義④（布教実演）】

大阪教区西光寺住職　寺尾昌治　先生
　※講義概要調整中

● 講義概要
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実践講座
― 『選択集』編（第11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

5月21日（木） 
午前9時45分 から 午後4時30分 まで

延 期

新着
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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。

● 令和2年度実践講座 『選択集』編　開講予定

回数 開催日

第11回 10月5日（月） ※フィールドワークを予定しております。

第12回 令和3年1月28日（月）

第13回 令和3年3月2日（火）
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5月13日（水）
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 一級法式教師 清
し み ず

水 秀
しゅうこう

浩 （大阪教区法樂寺住職）

● 時間割 ● 講義概要

本講義「悉曇（梵習字）」では講義を聴くだけ
でなく、明日から実践できる技術の習得を目
的に開講いたします。

悉曇（梵習字）の基本的な筆使いなどの説明
をした後、

“練習” 
➡ 

“講師による添削・アドバイス” 
➡ 

“練習”

の工程を繰り返し、より丁寧な塔婆の浄書を
目指します。

実践講座
― 法式編（第1回） ―

悉曇 （梵習字）
　本講座では、各種講習会等においてご活躍されている法式教師をお招きし、本宗教師として 
必要な知識・作法を学び、法務の現場において実践・活用いただくべく開講します。
　第一回は“悉曇（梵習字）”と題し、“きれいな塔婆を書きましょう”を合言葉に、練習を中心に 
ご講義いただきます

延 期
※講師と日程調整の上
　改めてご案内します
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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。

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

筆・下敷・文鎮
※半紙・墨池・墨汁は当局にて準備いたします。

● 令和2年度実践講座法式編　開講予定

回数 開催日 講題

第2回 6月9日（水） 「日常勤行式」「洒水作法」

第3回 7月22日（水） 「晋山式 ・ 落慶式」

第4回 11月19日（木） 「葬儀式」

● 受講者の声（昨年度開催時アンケートより一部抜粋）

◦実技を伴う講習会だったので有意義だった。
◦書籍ではわかりにくいところが実習で分かりやすく説明を

頂けました。
◦先生が、一人一人の書いたものに添削いただき、自分の

欠点を指摘してもらい、大変役に立った。

●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。
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6月9日（水）
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 一級法式教師 山
や ま も と

本 晴
せ い ゆ う

雄 （東京教区西光寺住職）

● 時間割 ● 講義概要

調整中

実践講座
― 法式編（第2回） ―

「日常勤行」「洒水作法」
　本講座では、各種講習会等においてご活躍されている法式教師をお招きし、本宗教師として必
要な知識・作法を学び、法務の現場において実践・活用いただくべく開講します。
　第二回は「日常勤行」「洒水作法」をご講義いただきます。「日常勤行」については、浄土宗に於い
てすべての法要の基礎となる日常勤行式の構成や各偈文について講説する。また、日常勤行式中
節付で唱える場合のある偈文については講師指導のもと実際に受講者で唱える練習をさせたい。
　洒水の作法（近年の変更点含む）については確認した後、開眼式・撥遣式の作法について講説い
ただきたい。

新着
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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  ...........................................................

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。

● 令和2年度実践講座法式編　開講予定

回数 開催日 講題

第3回 7月22日（水） 「晋山式 ・ 落慶式」

第4回 11月19日（木） 「葬儀式」

●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。
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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。
　令和元年度からは、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9回） ―

「精進」「無常迅速」「一枚起請文」
　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。

7月20日（月）
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

前篇第二十一「精進」
	
　　調整中

前篇第二十二「無常迅速」
	
　　調整中

前篇第二十三「一枚起請文」
	
　　調整中

連携企画

35和合　令和2年　4月号



実践講座 連携企画

実践講座
― 布教編（第1回） ―

「精進」「無常迅速」「一枚起請文」
　本講座は令和元年度から、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。

7月21日（火）
午前9時45分 から 午後4時30分 まで

9：30 受付

10：00 開講式

10：30 講義① （90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）

調整中

● 時間割 ● 講義概要

連携企画

【調整中】
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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）
※御法語編と布教編を連泊で受講される場合
も寝具代は2,000円です。

●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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助教師養成講座
日 程

場 所

第2期　令和2年 6月2日（火） から 8日（月） まで
第1期　令和3年 2月17日（水） から 3月2日（火） まで

第2期　総本山知恩院 〒605-0062 京都市東山区林下町400
 TEL 075-531-2111　FAX 075-531-0099

第1期　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

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

第2期　第1期を修了した者
第1期　本宗宗徒（義務教育を修了した18歳

以上の宗徒）

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

第2期　選択集の思想・浄土宗の歴史（浄土宗
と加行）・宗教法制・法式

第1期　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

●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  ....................................................

第2期　令和2年5月7日（木）必着
第1期　令和3年1月18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  ........................................................

第2期　40 ,000円
第1期　90 ,000円
※申請後、速やかにつぎの口座へお振込みく
ださい。

※第2期修了後、引続き別開五重相伝に入行予
定の方は、別開五重相伝道場冥加との合計
（120 ,000円）をご入金ください。
※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。

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

新着
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●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。

（７）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。

（８）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。

（９）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。

（10）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。

（11）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。助教師養成講座第1期受付にて販
売いたします。

（２）服装
黒衣（無地）・如法衣（茶系）・改良服・白衣・
襦袢・マジック帯・腰紐・白足袋・作務衣
（黒・紺・茶系）・肌着（ステテコ）・念珠・威
儀細（黒または茶の無地）・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。

※衣類に関しては、受講者の身丈にあっ
たものをご準備ください。

（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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日 程

場 所

令和2年 6月 9日（火） から
 15日（月） まで　　※登嶺日は令和2年6月8日（月）

総本山知恩院 〒605-0062 京都市東山区林下町400
 TEL 075-531-2111　FAX 075-531-0099

別開五重相伝

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

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

助教師養成講座の全課程を修了した者

●入行手続  ........................................................

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
※道場提出用に申請前3カ月以内に撮影した
写真を貼付
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
※①②については、本年度、助教師養成講座第
2期を受講し、引き続き入行予定の方は不要
③身分（元）証明書	 1通
※次の事項が登記されていないことの証明。
3ヵ月以内に本籍地の市区町村が発行した
ものを提出してください。
　・禁治産又は準禁治産の宣告の通知
　・後見の登記の通知
　・破産の通知

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

入行希望者は、提出書類を揃え所属教区教務
所を経由し、浄土宗教学部まで提出してくだ
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5月7日（木）必着
※締切日以後の申請は受理いたしません。

●入行諸経費  ....................................................

道場冥加　80 ,000円
※申請後、速やかに次の口座へお振り込みく
ださい。

※本年度、助教師養成講座第2期修了後、引続
き別開五重相伝に入行予定の方は、助教師
養成講座第2期道場冥加との合計（120 ,000
円）をご入金ください。

※既納の道場冥加は返還できない場合があり
ます。

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

（１）入行者は、6月8日（月）午後1時までに道
場に登嶺し受付を済ませてください。

（２）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。

（３）入行者に対する面会および飲食物等の差
し入れは一切禁止します。

（４）入行者に対する見舞金、祝金等は一切預
かりません。

（５）自家用車での登嶺は一切禁止します（送
迎は除く）。

（６）入行期間中は原則として道場からの外出
を許可しません。

（７）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。

（８）所属寺院において一宗課金等滞納の場合
は申請書を受理いたしません。

（９）所定人員（10名）に満たないときは、開設
しない場合があります。

（10）その他ご不明な点は、浄土宗教学部まで
お問合わせください。

※携行品につきましては、お申し込み後別途
ご案内いたします。

●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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中央法式講習会
（法式教師及び式師養成講座）

●開設講座  ........................................................

2級法式教師（法式教師養成講座）、1級及び2
級式師各講座

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

（１）2級法式教師課程（法式教師養成講座）
法服講義法、犍稚講義法、威儀講義法、執
持講義法、各種法要講義法、書式講義法、
音声講義法、声明研究、音階論②及び講義
実演

（２）1級式師課程
威儀法	：	威儀全般
法服法	：	法服全般
執持法	：	執持全般

日 時

場 所

令和2年 6月 16日（火） 正午 から 
 19日（金） 午後2時 まで

※式師検定試験及び2級法式教師審査 
　19日（金）午前10時30分 から 午後2時 まで

大本山増上寺
〒105-0011 東京都港区芝公園四丁目7番35号
TEL 03-3432-1431　FAX 03-3432-1437

・式師検定試験

6月16日（火） 6月17日（水） 6月18日（木） 6月19日（金）

11：30 受付  9：00 講習4 9：00 講習9  9：00 総合実習

12：00 開講式 10：20 休憩 10：20 休憩 10：20 休憩

12：40 講習1 10：30 講習5 10：30 講習10 10：30 審査 ・ 検定

14：00 休憩 11：50 休憩 11：50 休憩 11：50 休憩

14：10 講習2 12：40 講習6 12：40 講習11 12：40 審査 ・ 検定

15：30 休憩 14：00 休憩 14：00 休憩 14：00 終了

15：40 講習3 14：10 講習7 14：10 講習12

17：00 終了 15：30 休憩 15：30 休憩

15：40 講習8 15：40 講習13

17：00 終了 17：00 閉講式

17：30 終了

●日　程　（2級法式教師課程～2級式師課程 ）

法儀司	 田中 勝道
法儀司	 中西 時久
一級法式教師	 清水 秀浩
一級法式教師	 佐野 眞弘
一級法式教師	 中野 孝昭
一級法式教師	 當間 浩昭

二級法式教師	 佐々木 敬易

●講　師

●助　講

新着
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犍稚法	：	犍稚全般
法　要	：	結婚式・地鎮式等の建築関係
書　式	：	各種書式②
声　明	：	伽陀（光明）・散華
理　論	：	経典音読法②・音階論①

（３）2級式師課程
威儀法	：	威儀全般
法服法	：	法服全般
執持法	：	執持全般
犍稚法	：	犍稚全般
法　要	：	晋山式・洒水②・葬儀式
書　式	：	悉曇②
音　声	：	唱礼・称讃偈
声　明	：	四智讃・笏念仏
理　論	：	経典音読法①

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

（１）2級法式教師課程（法式教師養成講座）	
	 1級式師
（２）1級式師課程	 2級式師
（３）2級式師課程	 3級式師

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

所定の受講申請書に必要事項を記入のうえ、
浄土宗教学部にFAXまたは郵送にてお申し込
みください。申請書の請求は、浄土宗教学局に
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。また、法階1級式師所有者全員への受講案
内はいたしませんので、法式教師養成講座受
講希望の方につきましても、教学部までご請
求ください。

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

令和2年5月25日（月）必着

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

『浄土宗法要集（上･下巻）新訂改版	Ａ5判』・
『折本浄土三部経』・黒衣・如法衣・中啓・荘厳数
珠・領帽・筆記用具等

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

受講冥加料	 2 ,000円
1級式師検定冥加料	 10 ,000円
2級式師検定冥加料	 7 ,000円
※申請後、速やかに次の口座へお振込みください。

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

（１）受講者は、初日の正午までに登嶺し、受付
を完了してください。

（２）受講者の自家用車での登嶺（送迎は除く）
及び本山停め置きは禁止します（公共機
関を利用してください）。

（３）開催期間中の宿泊及び昼食については、
各自でご用意ください。

（４）所属寺院において一宗課金等滞納の場合は、
受講申請書の受理・検定受験はできません。

（５）既納の受講冥加料は返金できない場合が
あります。

（６）2級法式教師審査及び式師検定試験を実
施します。受験資格は次のとおり。
・	2級法式教師審査
僧階叙任後10年以上経過し璽書伝授を
受けた者で、1級式師叙任後3年以上経
過し、かつ、法式教師養成講座を3回以
上修了した者

・1級式師検定
2級式師叙任後中央法式講習会の1級式
師課程（平成22年度東北地区法式講習
会において開講の1級式師課程も含む）
を2回以上修了した者

・2級式師検定
令和2年3月31日までに3級式師に叙
任された者

●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

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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●検定試験の種類  .............................................

律師検定試験及び少僧都検定試験

●検定試験時間  ................................................

1科目90分

●検定科目合格基準  .........................................

各科目100点満点中、70点以上を合格

●受験手続  ........................................................

（１）提出書類
①律師又は少僧都検定試験受験願書	 1通
②身分（元）証明書	 1通
※次の事項が登記されていないことの証
明。3 ヵ月以内に本籍地の市区町村が
発行したものを提出してください。
　・禁治産又は準禁治産の宣告の通知
　・後見の登記の通知
　・破産の通知
③受験資格を証する証明書（卒業又は在
学証明書等）	 1通
※令和元年度教師検定試験を受験し、継
続して受験に臨む者は不要。

（２）申込方法
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。受
験願書の請求は、浄土宗教学部にて受け
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・送付先を明記してください。

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

令和2年7月1日（水）
※締切日以後の申請は受理いたしません。

●検定諸経費  ....................................................

検定試験冥加料　30 ,000円（10科目まで）

※申請後、速やかに上記口座へお振込みくだ
さい。

※1科目増える毎に5,000円を申し受けます。
※受験許可後に受験辞退した場合、既納の冥
加料は返金できない場合があります。

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

（１）僧籍登録を完了されていない者は、本試
験を受験することができません。

（２）所属寺院において一宗課金等滞納の場合
は受験願書を受理いたしません。

（３）本試験を受験する者は、受験開始後2年以
内に全科目に合格しなければなりません。

（４）その他、問合せ等は浄土宗教学部まで。

●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

教師検定試験
日 時

場 所

令和2年 8月 26日（水） 午前8時 から 
 28日（金） 午後6時30分 まで

浄土宗宗務庁（京都）
〒605-0062 京都市東山区林下町400-8　　TEL 075-525-0480　FAX 075-531-5105

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

新着
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律師検定試験

●日　　時  ........................................................

令和2年8月26日（水）午前8時から
　　　　　	28日（金）午後6時30分まで

●受験資格  ........................................................

①学校教育法による高等学校卒業又はこれと
同等以上の学力があると認められる宗徒及
び助教師
※ただし、次に該当する者は受験すること
ができない。
◦未成年者
◦成年被後見人又は被保佐人
◦禁固以上の刑に処せられ、その執行を終
わるまで又は執行を受けることがなくな
るまでの者

●検定試験科目　全18科目  ............................

●検定試験合格者  .............................................

伝宗伝戒入行資格が与えられ、伝宗伝戒成満
とともに「律師」に叙任されます。

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

筆記用具・伝道袈裟又は威儀細・日課念珠
※「法式」受験者は、黒衣・如法衣・改良服・伝道
袈裟又は威儀細・白衣・白足袋・日課数珠・荘
厳数珠・朱扇・中啓・帯・草履・『浄土宗法要集
　上・下』（浄土宗出版刊）等を持参のこと

※「詠唱」受験者は、鈴鉦・『吉水流詠歌集』・『吉
水流和讃集』を持参のこと

少僧都検定試験

●日　　時  ........................................................

令和2年8月26日（水）
午前8時から午後5時まで

●受験資格  ........................................................

①律師叙任後3年以上を経過した教師
②律師にして、学校教育法による大学卒業者
又はこれと同等以上の学力があると認めら
れる者（①の経過年数にかかわらず、受験す
ることができる）
※ただし、次に該当する者は受験すること
ができない。

◦未成年者
◦成年被後見人又は被保佐人
◦禁固以上の刑に処せられ、その執行を終
わるまで又は執行を受けることがなくな
るまでの者

●検定試験科目　全5科目  ..............................

●検定試験合格者  .............................................

経過年数にかかわらず「少僧都」に進むことが
できます。

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

筆記用具・伝道袈裟又は威儀細・日課念珠

科目群 科目名

浄土学に関する科目
（2科目）

浄土教の思想と展開

法然門下の思想

仏教学に関する科目
（3科目）

仏教の受容と展開

仏教史

各宗の概要

科目群 科目名

浄土学に
関する科目
（7科目）

法然上人の生涯と思想

浄土学の基礎

三部経の思想

浄土宗日常勤行式の解説

浄土教の歴史

選択集の思想

浄土宗の歴史

仏教学に
関する科目
（3科目）

釈尊の生涯と思想

仏教学の基礎

日本仏教の歴史と教え

現代社会と教団に
関する科目
（5科目）

現代社会と人間

浄土宗と加行

宗教法制

仏教と人権

仏教の儀礼と儀式

僧侶の実践に
関する科目
（3科目）

法式

伝道

詠唱
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日 程

場 所

令和2年 9月 10日（木） 午前9時30分 から 
 11日（金） 午後3時30分 まで

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

9月10日（木） 9月11日（金）

 9：00 受付 9：00 一般研究発表

 9：30 開会式 12：00 昼食

10：00 基調講演 13：00 パネル発表

11：40 記念写真 15：10 閉会式

12：00 昼食 15：30 解散

13：00 一般研究発表

17：30 終了予定

●日　程

令和2年度 浄土宗総合学術大会
テーマ： 「お念佛からはじまる幸せ ―立教開宗の軌跡―」

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

本宗教師

●受講申込  ........................................................

郵便・FAX・Eメールにて、所属教区名・組名・
寺院№・寺院名・氏名・住所・電話番号、「学術大
会受講申込」と明記のうえ、浄土宗教学部へお
申し込みください。

基調講演

「立教開宗の軌跡」
大本山百萬遍知恩寺法主　福原 隆善 台下

●受講申込締切  ................................................

令和2年8月17日（月）

●研究発表  ........................................................

本大会にて研究発表を希望される方は、各種
申込頁「総合学術大会受講申込書」に必要事項
を記入の上、FAX・郵送又はEメール（申込書
をPDF化して添付）にてお申込みください。

＊一般研究発表
　個人単位で研究成果を発表するスタイル
で、発表時間は20分です（発表15分、質問5
分）。発表者はあらかじめ指定された部数の
資料をご用意ください。

＊ポスターセッション
　本年度もポスターセッション（ＰＳ）での研

新着
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究発表を募集します。一般研究発表とＰＳの
双方に申し込むことは可能ですが、応募者
多数の場合はＰＳのみ応募の方が優先となり
ます。なお、両日とも12時40分から13時ま
での間は必ずポスター前にて待機、対応す
るようにしてください。
　ポスターセッションとは…　キーワードや
図表などを書いた10枚ほどの紙を壁や黒板
に貼り、研究内容について視覚的・総合的に
提示する発表方法のことです。会場に発表
者がいる時は、直接質問、対話をすることが
できます。学会での発表形式の1つで、発表
者と聴衆の距離が近いため率直なやり取り
が期待できるなどの利点があります。研究
の中間報告として発表し、ヒントやアドバ
イスを受けることもできます。

＊パネル発表
　本年度も個人研究発表の他に、特定のテー
マをめぐって複数のパネリスト（登壇者）に
よって構成される「パネル発表」を設け、企画
を募集します。教学・教化に関する内容なら
企画は自由です。申込のあったものを実行委
員会にて審査し、採用を決定いたします。
◦資格：申込者（代表者）は浄土宗教師としま
す。また、パネリスト中には1名以上の浄
土宗教師が含まれている必要があります。
一般研究発表やＰＳで発表する方もパネ
リストとして登壇することができます。

◦人数：パネリストの人数は5名以内として
ください。
◦時間運用：120分間とし、原則として時間
運用は自由です。ただし、フロアとの質疑
応答の時間をパネリスト数×5分以上確
保してください。
◦申込：各種申込頁「総合学術大会受講申込
書」に必要事項を記載してお申し込みの
上、別途Eメールにて概要（200〜400字）、
パネリスト名等をお知らせください。ど
ちらか片方だけでは申込は完了しません
のでご注意ください。
◦『佛教論叢』に抄録を掲載します。詳細は
採用決定後に別途指示します。

＊発表申込期日（一般研究発表、ＰＳ、パネル発
表）令和2年6月1日（月）厳守

＊『佛教論叢』
　発表内容を『佛教論叢』に掲載希望の方は、
9月25日（金）までに発表内容を電子データ
化し、プリントアウト原稿と共に、教学局ま
で郵送にてご提出ください。分量は6,000字
以内（組み上がり8頁以内）とします。電子
メールでの提出は受け付けません。編集委
員会にて査読審査ののち掲載いたします。

※律師は3回以上、少僧都は2回以上総合学術
大会を修了された方は教階新叙任の輔教に
申請できます。（僧階、教階及び学階査定に
関する規程（宗規第七十八号）第14条）

※得業又は擬講で総合学術大会の研究部会に
おいて、3回以上の研究発表を行い、その研
究要旨が教学院で編集する書籍（佛教論叢）
の該当箇所に掲載された方は、相当学階に
進めることができます。（僧階、教階及び学
階査定に関する規程（宗規第七十八号）第29
条第1号及び第30条第2号）

●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

47和合　令和2年　4月号



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2年 6月 20日（土） 午前10時30分 から  
     21日（日） 午後6時 まで

 Ａ⊖Ⅱ 教化研修会館（源光院） 令和3年 2月 6日（土） 午前9時分 から 
     7日（日） 午後3時30分 まで

 Ａ⊖Ⅰ 大正大学 令和3年 3月 6日（土） 午前10時30分 から 
     7日（日） 午後6時 まで

 Ａ⊖Ⅱ 大正大学 令和3年 3月 8日（月） 午前9時 から 
     9日（火） 午後3時30分 まで

B期 Ｂ⊖Ⅰ 教化研修会館（源光院） 令和2年 5月 16日（土） 午前10時30分 から 
     17日（日） 午後6時 まで

 Ｂ⊖Ⅰ 佛教大学 令和2年 9月 3日（木） 午前10時30分 から 
     4日（金） 午後6時 まで

 Ｂ⊖Ⅱ 佛教大学 令和2年 9月 5日（土） 午前9時 から 
     6日（日） 午後3時30分 まで

 Ｂ⊖Ⅱ 教化研修会館（源光院） 令和2年 11月 14日（土） 午前9時 から 
     15日（日） 午後3時30分 まで

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

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

延 期
（開催時期未定）
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●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、申請書をご記入いただき、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。郵便・FAX・Eメールでの請求は、所
属教区・寺院№・寺院名・氏名・送付先を明記してく
ださい。

次頁へつづく→

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。

（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。

（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
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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）。な
お、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、申し込み締め切
り後、別途ご案内いたします。

（14）所定人員（5名）に満たない時は開設しない
場合があります。

●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）
	 令和2年5月20日（水）
	•	Ａ-Ⅱ　教化研修会館（源光院）
	 令和3年1月6日（水）
	•	Ａ-Ⅰ・Ⅱ　大正大学
	 令和3年2月5日（金）
Ｂ期
	•	Ｂ-Ⅰ　教化研修会館（源光院）
	
	•	Ｂ-Ⅰ・Ⅱ　佛教大学
	 令和2年8月3日（月）
	•	Ｂ-Ⅱ　教化研修会館（源光院）
	 令和2年10月14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

延 期
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講　座 実演テーマ 実　演　課　題

初級前期 布教の基礎Ⅰ 講座期間内に作成 15分

初級中期 布教の基礎Ⅱ ①設定：通夜 5～10分
②設定：自由 「一枚起請文」から 15分

初級後期 布教の基礎Ⅲ ①設定：中陰・年忌 5～10分
②設定：自由 「一枚起請文」から 15分

中級前期 年中行事
（御忌）

①設定：御忌 「御法語（前篇）」から 15分
②設定：自由 「一紙小消息」から 15分

中級中期 年中行事
（十夜）

①設定：十夜 「御法語(前篇)」から 15分
②設定：自由 「一紙小消息」から 15分

中級後期 年中行事
（彼岸）

①設定：彼岸 「御法語（前篇）」から 15分
②設定：自由 　　　　　〃 15分

上級前期 年中行事
（施餓鬼）

①設定：施餓鬼 「御法語（前篇･後篇）」から 15分
②設定：自由 　　　　　〃 15分

上級中期 年中行事
（まとめ）

①設定：年中行事 「御法語(前篇･後篇)」から 15分
②設定：自由 　　　　　〃 15分

上級後期 応用学習 　設定：自由 「御法語（前篇･後篇）」から 30分

※讃題の「御法語（前篇･後篇）」は、『元祖大師御法語集（前篇・後篇）』に限ります。
※詳細につきましては、お申し込み後に別途ご案内します。
※諸事情により、内容を変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

●各級各期布教実演課題予定表

布教師養成講座
日 程

場 所

初級課程…前期　令和2年 6月  8日（月） から １2日（金） まで
　　　　　中期　令和2年 １0月１9日（月） から 23日（金） まで
　　　　　後期　令和3年 2月8日（月） から １2日（金） まで
中級課程…前期　令和2年 6月１5日（月） から １9日（金） まで
　　　　　中期　令和2年 １0月  5日（月） から 9日（金） まで
　　　　　後期　令和3年 2月22日（月） から 26日（金） まで
上級課程…前期　令和2年 6月22日（月） から 26日（金） まで
　　　　　中期　令和2年 １１月30日（月） から １2月4日（金）まで
　　　　　後期　令和3年 3月  8日（月） から １2日（金） まで

初級課程…大本山光明寺 〒248-0013 鎌倉市材木座6-17-19 
 TEL 0467-22-0603

中級課程…大本山善導寺 〒839-0824 久留米市善導寺町飯田550 
 TEL 0942-47-1006

上級課程…浄土宗教化研修会館 〒605-0062 京都市東山区林下町416 
　　　　　 （源光院） TEL 075-744-0360
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【布教師養成講座の目的と魅力】
　本講座では、受講生自らが布教実演を行い、指導員の丁寧
な指導と受講生相互の研鑽により、人前で話すことへの恐怖
心や不安を克服し、自信をもって布教のできる教師になるこ
とを目指しています。また、第一線で活躍中の講師の講義や、
会所本山でしか味わえない貴重な体験を通して、自己の内面
を深めるだけでなく、仲間同志の縁を結ぶことができます。

【受講生からの声】
＊布教を学ぶ者にとってこれほど無駄なく効率よく学
べる場はないと思います。本当に一押しです。
＊多くのお仲間と共有した時間は励みになり、	一生の
宝です。先生方をはじめ、皆様には感謝しています。
＊浄土の教えについてお檀家さんに気軽にお話できる
ようになりました

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

初級課程　本宗教師
中級課程　初級修了者または教階正輔教以上の者
上級課程　中級修了者または教階讃教以上の者
※初級から上級まで一貫した養成を行っております。
初級課程より受講されることをお勧めします。

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

受講冥加料（前・中・後期通しての冥加料）
3,000円
受講経費（各期の経費。賄費・寝具費等含む）
35 ,000円
※受講経費は一部変更する可能性があります。
※受講冥加料及び受講経費は、締切日までに次
の口座へお振り込みください。
※資料代等、別途実費請求することがあります。

●振替受講  ............................................................

前年度までに、初級または中級課程の前・中・後
期のいずれか1期を欠席した方は、今回の同級前

期を修了すれば、今回の次の級を受講すること
ができます。
また、上級各期のいずれかを欠席した方は、その
欠席した回数に応じて今回の前・中・後期のいず
れかを受講をすれば、修了といたします。
※ただし、令和元年度に進級（上級は修了）の意
思がない場合は対象外となります。

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

受講希望者は、所定の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し、浄土宗教学部
に提出してください。受講申請書の請求は、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  ............................................................

令和2年5月7日（木）
※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

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

大本山光明寺での日想観別時念仏

受講生の布教実演中の様子
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教師養成道場

入行面談

第1期道場

第2期道場
〈継続入行〉

〈新規募集〉

〈新規入行〉

第3期道場

日 程

日 程

日 程

日 程

場 所

場 所

場 所

場 所

【東京会場】 令和2年 5月29日（金）または 30日（土）
【京都会場】 令和2年 6月 5日（金）または  6日（土）

令和2年 8月20日（木） から 9月8日（火） まで

令和2年 8月21日（金） から 9月9日（水） まで

令和2年 8月22日（土） から 9月10日（木） まで

【東京会場】 大本山増上寺
【京都会場】 大本山百萬遍知恩寺

大本山百萬遍知恩寺

大本山金戒光明寺

大本山増上寺

◦第1期道場の入行希望者に対し、入行面談を行います。
◦募集人数（入行者定員）	110名
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため1泊2日での面談を取り止め、1日にて開催い
たします。すでに願書を提出されている方には後日ご連絡いたします。
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次頁へつづく→

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

①第1期道場の入行資格は、令和2年度入行面談
を受け、入行が許可された者。
②第2期道場の入行資格は、平成28年度以降に
第1期道場の課程を合格した者。
③第3期道場の入行資格は、平成28年度以降に
第2期道場の課程を合格した者。

●面談資格  ............................................................

義務教育を修了し又はこれと同等以上の学力が
あると認められ、入行する年度の4月1日現在年
齢18歳以上の宗徒若しくは助教師。※僧籍登録
が完了していない方または所属寺院において一
宗課金等が滞納の場合、入行面談を受けること
はできません。

入行面談手続について
入行希望者は、「教師養成道場入行願書」に添付
の「教師養成道場入行の手引書」を確認のうえ、
入行願書に面談希望会場及び面談希望日を明記
し、提出書類を添えて浄土宗教学部に提出して
ください。
（１）願書提出締切日

令和2年4月13日（月）
※締切日以後の入行願書は受理しません。

（２）提出書類
教師養成道場入行願書	 1通
履歴書（教師養成道場用）	 1通
健康診断書（医師による診断書）	 1通（複数可）
入行に関する自己申告書兼師僧所見票	 1通
卒業証明書又は在学証明書	 1通
※面談会場および面談日は、入行者の希望
を考慮し各会場にて調整したうえで本宗
にて決定し、師僧に通知します（希望日と
異なる場合があります）。
※健康診断書につきましては、医師による
診断書を提出してください。また、日常生
活において通院・加療中の方は、必ずその
診断書を提出してください。
※卒業証明書は、最終学歴の学校の卒業証
明書を提出してください。

※在学中の方は、在学証明書を提出してく
ださい。

※入行願書受理後、書類精査のうえ師僧宛
に面談案内を送付します（申込締切後発
送予定）。

（３）「入行願書」ならびに「教師養成道場入行の
手引書」等の請求
郵便・FAX・電話・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・寺院番号・寺院名・氏名・送付先を
明記のうえ、浄土宗教学部まで連絡してく
ださい。

（４）面談に関する注意事項
面談内容　①筆記　②実技　③面接
①筆記
本宗宗徒として心得ていなければならな
い仏教・浄土宗に関する基本的な知識につ
いて、本宗発行の『仏教読本』の「第1編　
釈尊の生涯と思想」・「第3編　法然上人の
生涯と思想」から、出題します（30分）。な
お、テキスト類の持ち込みはできません。

②実技
如法衣の被着と日常勤行式（香偈から送
仏偈まで）の確認をいたします。
袈裟被着の偈文を唱えてから、如法衣を被
着できるかの確認および本宗で用意した差
定、経本（浄土宗発行の「信徒日常勤行式」）
ならびに犍稚（大鏧、木魚および割笏）を用
いて日常勤行式の確認をいたします。

③面接
所属寺院における徒弟教育の確認をいた
します。師僧の同席（同席できない場合
は、師僧の代理人　※浄土宗教師）をお願
いします。

（５）入行届提出許可
筆記、実技および面接の結果をもとに判定
を行い、入行許可の決定を行います。入行が
認められた方には、師僧宛に「教師養成道場
入行届」を送付します。
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●入行手続き  ....................................................

入行資格を有する方へは、6月上旬頃、師僧宛
に「教師養成道場入行届」および入行手続きの
ための関係書類を送付しますので、案内に従
い手続きしてください。
※必要経費（1期道場あたり）
　入行冥加料	 40 ,000円
　（※指定の郵便振替用紙にて振り込み）
　道場冥加料（道場賄費）	 100 ,000円
　（※指定の郵便振替用紙にて振り込み）
※入行届は、所属組、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。な
お、進達に係る手数料は教区にお支払いく
ださい。
※本道場全課程（全3期）の入行冥加料、道場
冥加料の合計金額は、420 ,000円です。
　内訳…（入行冥加料40 ,000円＋道場冥加料
100 ,000円）×3期分

●概　要  ...........................................................

◦道場は三期制とし、期間は一期20日間で行
います。
◦期間中は、完全宿泊で道場清規（規則）に
則った実践道場生活を過ごします。
◦1コマ60分の講義を実施し、科目毎に実技
および筆記試験を行います。
◦合格認定は実技・筆記試験60点以上とし、全
科目合格しなければ次期道場に進めません。
◦不合格の場合は該当科目の追試験または補
講により進むことができます。
◦入行面談から第3期道場まで最短3 ヵ年で
修了となります。なお、最大6ヵ年の間に全
課程を修了しなければならないものとし、
修了できなかった方はそれまでの入行実績
が無効になります。
◦全課程を修了し、伝宗伝戒道場を成満した
方は、僧階「律師」、法階「6級式師」、詠唱級
「5級詠唱講司」（すでに詠唱資格を取得して
いる方を除く）に新叙任（認定）されます。
◦入行期間以外は自坊研修期間となりますの
で、次期道場の入行に向けて精進してくだ
さい。

◦教師資格取得までのスケジュールは次のと
おりです。

　令和2年度
　　入行面談	→	第1期道場・8月
　	 　　↓
　令和3年度	 第2期道場・8月
　	 　　↓
　令和4年度	 第3期道場・8月
	 	 　　　　↓
	 	 　　伝宗伝戒道場・12月
	 	 　　　　↓
	 	 　　律師新叙任
◦その他
○伝宗伝戒道場への入行年限
　全課程を修了した方は、3年以内に伝宗伝
戒道場へ入行しなければなりません。

○冥加料の返還
　各道場に入行を許可された方で、入行を
辞退又は入行後途中下山された場合、納
付された入行冥加料（40 ,000円）の返金に
ついては応じられませんが、道場冥加料
（100 ,000円）については、前日までに入行
を辞退した場合は全額、途中下山の場合
は日割り計算で返金します。

○入れ墨を施している方は入行を認めません。

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

浄土宗教学部
〒605 -0062	京都市東山区林下町400 -8
TEL0	75 -525 -0480（直通）
FAX	075 -531 -5105
Ｅメール	kyogaku@jodo.or.jp
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令和2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

北海道地区

北海道第一教区 
（第480回）
8月29日～30日
茅部郡森町
グリーンピア 
大沼

北海道第二教区
6月29日～30日

南組№39 
長専寺

北海道第一教区
6月23日～25日
旭川市
函松組№5 
極楽寺

北海道第一教区
11月9日～10日
小樽組内寺院

北海道第二教区
9月3日～4日
札幌市
南組№34 
新善光寺

北海道第一教区
6月2日
中央組・室蘭組 
寺院

北海道第二教区
11月18日～19日

南組№39 
長専寺

北海道第二教区
6月20日

西組№27 
豊國寺

東北地区

秋田教区 
（第479回）
6月24日～25日
秋田市
秋田キャッスル
ホテル

岩手教区
10月28日～29日

盛岡組№5 
吉祥寺

山形教区
6月16日～18日

上組№40 
三宝寺

岩手教区 岩手教区

関東地区

山梨教区 
（第487回）
令和3年 
2月18日～19日
甲府市
ベルクラシック
甲府

東京教区 神奈川教区
11月30日 
　～12月2日

茨城教区 群馬教区 埼玉教区 神奈川教区

東海地区

伊勢教区 
（第484回）
11月10日～11日
伊勢教区教務所

尾張教区
令和3年 
1月20日～21日

静岡教区
10月26日～28日

静岡組№97 
法伝寺

伊賀教区 岐阜教区
12月1日～2日
高山市
ひだ 
ホテルプラザ

伊賀教区
11月28日
伊賀市
伊賀市文化会館

静岡教区

北陸地区

石川教区 
（第483回）
9月29日～30日
金沢市
KKRホテル金沢

富山教区 富山教区 石川教区 石川教区
6月23日～24日
金沢市
兼六荘

石川教区
11月7日
金沢市
石川県 
女性センター

近畿地区

奈良教区 
（第486回）
令和3年 
2月4日～5日
奈良市
ホテル日航奈良

滋賀教区 兵庫教区 和歌山教区
6月29日～30日
海南市
かめや

滋賀教区

大本山 
金戒光明寺

京都教区

中四国地区

愛媛教区 
（第481回）
9月28日～29日
松山市
ホテル 
メルパルク松山

岡山教区
6月29日～30日
那岐山菩提寺・
特別寺院誕生寺
ザ・シロヤマテラ
ス津山別邸

山口教区
10月26日～28日
福山市
周西組№083 
定念寺

広島教区 出雲教区
9月7日～8日
松江市

鳥取教区
10月19日
鳥取市
梨花小ホール

石見教区

九州地区

長崎教区 
（第482回）
9月28日～29日
長崎市
ホテル 
ニュー長崎

福岡教区
9月3日～4日

大分教区

大本山善導寺

福岡教区
12月8日～9日
筑後市
船小屋温泉 
ホテル樋口軒

　
令和3年 
3月29日
大本山善導寺
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法儀司	 廣本 榮康
1級法式教師	 伊藤 広喜
1級法式教師	 山本 晴雄
2級法式教師	 荒木 信道

「洒　水」

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

本宗教師

●講習内容  ........................................................

3級式師から5級式師までの課程

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

3級式師課程　4級式師以上の法階を有する者
4級式師課程　5級式師の法階を有する者
5級式師課程　6級式師の法階を有する者

東北地区法式講習会・式師検定試験

●講師・検定委員

●選択講習

日 程

場 所

令和2年 6月 16日（火） 正午 から
 18日（木） 午後3時 まで

三宝寺（山形教区上組№40）
〒994-0045 山形県天童市仲町1丁目2番5号 
TEL 023-653-2551　FAX 023-653-2639

【交通の便】ＪＲ山形線「天童駅」下車 タクシー5分

〔懇親会場〕天童ホテル
〒994-0025 山形県天童市鎌田本町2丁目1-3　　TEL 023-654-5511

6月16日(火) 6月17日(水) 6月18日(木)

11：00 受付  9：00 講習4 9：00 選択講習（洒水）

12：00 開講式 10：20 休憩 10：20 休憩

12：40 講習1 10：30 講習5 10：30 総合実習（級別実習）

14：00 休憩 11：50 昼食 12：00 閉講式 ・ 昼食

14：10 講習2 12：40 講習6 13：00 検定試験

15：30 休憩 14：00 休憩 15：00 終了予定

15：40 講習3 14：10 講習7

17：00 1日目終了 15：30 休憩

18：30 懇親会 15：40 講習8

17：00 2日目終了

●日程表

新着

58 和合　令和2年　4月号



地
方
開
催
行
事

●式師検定  ........................................................

筆記、口答及び実演等による3級から5級式師
までの式師検定試験

●受験資格  ........................................................

3級式師検定	 4級式師に令和2年3月31日ま
でに叙任され、本講習会を修了
した者

4級式師検定	 5級式師に令和2年3月31日ま
でに叙任され、本講習会を修了
した者

5級式師検定	 6級式師に令和2年3月31日ま
でに叙任され、本講習会を修了
した者

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

『浄土宗法要集（上･下巻）新訂改版	A5判』・
『折本浄土三部経』・黒衣・如法衣・中啓・荘厳お
よび日課数珠・領帽・筆記用具等

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

参加費　　5,000円
昼食費　　1,200円（1食お茶付き）
懇親会費　10 ,000円（16日）

式師検定冥加料
（式師検定冥加料の領収証は、検定終了後に検
定結果と併せて教学部より所属寺院宛に送付
します。なお合格者につきましては叙任冥加
料が別途必要となります。）
（１）3級式師検定冥加料　7,000円
（２）4級式師検定冥加料　5,000円
（３）5級式師検定冥加料　5,000円

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

所属教区名、組名、寺院№、寺院名、氏名、現法
階及び法階叙任年月日、昼食の要・不要、懇親
会の出欠を明記のうえ、申込用紙をFAXにて
事務局へお申し込みください。
申込用紙につきましては事務局までお問い合
わせください。尚、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5月29日（金）必着

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

東北地区法式講習会事務局
〒995 -0203
山形県村山市大字大槇1671番地の10	松念寺内
TEL	0237 -56 -2044　FAX	0237 -56 -2050
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法儀司	 熊井 康雄
1級法式教師	 橋本 知之
1級法式教師	 北山 大超
2級法式教師	 岡田 幸寛

「盂蘭盆・施餓鬼」

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

本宗教師

●講習内容  ........................................................

3級式師から5級式師までの課程

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

3級式師課程　4級式師以上の法階を有する者
4級式師課程　5級式師の法階を有する者
5級式師課程　6級式師の法階を有する者

北海道地区法式講習会・式師検定試験

●講師・検定委員

●選択講習

日 程

場 所

令和2年 6月 23日（火） 正午 から
 25日（木） 午後3時 まで

極楽寺（北海道第一教区函松組№5）
〒040-0077 北海道函館市吉川町5番18号　　TEL 0138-42-0748

【交通の便】ＪＲ函館本線「函館駅」下車 タクシー15分

〔懇親会場〕ホテル法華クラブ函館
〒040-0011 北海道函館市本町27-1　　TEL 0138-52-3121　FAX 0138-56-5810

6月23日(火) 6月24日(水) 6月25日(木)

11：00 受付  9：00 講習4 9：00 選択講習（盂蘭盆・施餓鬼）

12：00 開講式 10：30 休憩 10：30 休憩

12：30 講習1 10：40 講習5 10：40 総合実習（級別実習）

14：00 休憩 12：10 昼食 12：00 閉講式

14：10 講習2 13：00 講習6 12：30 昼食

15：40 休憩 14：30 休憩 13：00 検定試験

15：50 講習3 14：40 講習7 15：00 終了予定

17：20 1日目終了 16：10 休憩

16：20 講習8

17：50 2日目終了

19：00 懇親会

●日程表

新着
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●式師検定  ........................................................

筆記、口答及び実演等による3級から5級式師
までの式師検定試験

●受験資格  ........................................................

3級式師検定	 4級式師に令和2年3月31日ま
でに叙任され、本講習会を修了
した者

4級式師検定	 5級式師に令和2年3月31日ま
でに叙任され、本講習会を修了
した者

5級式師検定	 6級式師に令和2年3月31日ま
でに叙任され、本講習会を修了
した者

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

『浄土宗法要集（上･下巻）新訂改版	A5判』・
『折本浄土三部経』・黒衣・如法衣・中啓・荘厳お
よび日課数珠・領帽・筆記用具等

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

参加費　　3,000円
昼食費　　3,000円（3食）
懇親会費　8,000円

式師検定冥加料
（式師検定冥加料の領収証は、検定終了後に検
定結果と併せて教学部より所属寺院宛に送付
します。なお合格者につきましては叙任冥加
料が別途必要となります。）
（１）3級式師検定冥加料　7,000円
（２）4級式師検定冥加料　5,000円
（３）5級式師検定冥加料　5,000円

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

所属教区名、組名、寺院№、寺院名、氏名、現法
階、昼食の要・不要、懇親会の出欠、検定の有無を
明記のうえ、FAXにてお申し込みください。尚、
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5月31日（日）必着

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

浄土宗北海道法式会
〒049 -2321
北海道茅部郡森町字鷲ノ木町170	霊鷲院内
TEL・FAX	01374 -2 -2308
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●受講対象  ........................................................

詠唱教司ならびに詠唱講司

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

参加費	 5 ,000円
懇親会費	 7 ,000円
宿泊費（希望者のみ）	 7 ,000円

詠唱教導司	 池上 昭信
1級詠唱教司	 大室 喜代子

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

所属の教区、組、寺院№、寺院名、氏名、性別、
現詠唱階級、懇親会の出欠、宿泊の要・不要を
明記のうえ、FAXまたはメールにて申込先ま
でお申し込みください。

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

令和2年5月22日（金）必着

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

弘願院（石川教区犀川組№12）
〒921 -8031	金沢市野町1-3 -87
弘願院内　森岡達圭
TEL	076 -243 -8024　FAX	076 -243 -5165
Eメール	guganin.jodo@gmail.com

北陸地区詠唱教司研修会

●日程表

●講　師

日 時

場 所

令和2年 6月 23日（火） 午後零時30分 から
 24日（水） 正午 まで

〔研修会会場〕兼六荘
〒920-0918 金沢市尾山町6-40　　TEL 076-232-1239　FAX 076-232-1245

【交通の便】ＪＲ北陸本線「金沢駅」下車 バス15分

〔懇親会会場〕茶寮 卯辰かなざわ
〒920-0836 金沢市子来町33-1　　TEL 076-253-8811　FAX 076-253-3232
※1日目の研修終了後、研修会会場より送迎バスにて懇親会会場へ向かいます。

6月23日（火） 6月24日（水）

12：00 受付 7：00 朝食（宿泊者のみ）

12：30 開講式 8：30 研修

13：00 研修 11：50 閉講式

17：20 1日目終了 12：00 終了

18：30 懇親会

新着
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氏　名
性別

現　級 　級
教　司
講　司

連　絡　先
（お電話番号またはメールアドレス）

備　考　欄
（食事のアレルギー等）

希望に
〇を記入

研修会

23日
（火）

懇親会 宿　泊
24日
（水）

所属寺院 教区 組 № 　　寺 ・ 院

令和2年度 北陸地区詠唱教司研修会参加申込書
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●受講対象  ........................................................

本宗僧侶、寺族、檀信徒

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

昼食費　1,000円／1日
※検定受験者は別途、検定冥加料・認定冥加料
が必要です。

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

受講希望者は、所定の申込用紙に必要事項をご
記入のうえ、申込先までお申し込みください。
所定の申込用紙をお持ちでない方は、教区名・

詠唱指導普及委員	 東 寛之
詠唱指導普及委員	 山下 泰子
　他	和歌山教区詠唱教司

組名・寺院№・寺院名・氏名・性別・現級・連絡先・
受講の有無・昼食の要不要・受験希望の有無を
明記のうえ、はがきまたはFAXにてお申し込
みください。

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

令和2年5月29日（金）必着

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

	•	詠唱検定試験の受験を希望される方は、受験
資格（経過年数等）のご確認をお願いします。
	•	会場の駐車場に限りがございますので、でき
るだけ乗り合わせてご参加ください。

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

吉水講和歌山教区本部
〒645 -0302
和歌山県田辺市龍神村甲斐ノ川474番地
医王寺内
TEL	0739 -77 -0457　FAX	0739 -77 -0460

近畿地区詠唱講習会

●日程表

●講　師

日 時

場 所

令和2年 6月 29日（月） 午前10時30分 から
 30日（火） 午後4時30分 まで

かめや
〒640-1171 和歌山県海南市野上中99-1　　TEL 073-487-1179　FAX 073-487-5119

【交通の便】ＪＲ紀勢本線「海南駅」下車 バス15分

6月29日（月） 6月30日（火）

10：00 受付 10：00 級別講習

10：30 開講式 ・ 全体講習 12：00 昼食

12：00 昼食 13：00 級別講習

13：00 級別講習 15：00 検定試験

16：30 1日目終了 16：15 閉講式

16：30 終了予定

新着
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氏　名
性別

現　級 　級
教　司
講　司

連絡先電話番号
（ 自宅 ／ 携帯電話 ）

備　考　欄
（食事のアレルギー等）

希望に
〇を記入

受　講

29日（月）

昼　食
検定試験
受験希望

有
・
無

30日（火）

所属寺院 教区 組 № 　　寺 ・ 院

令和2年度 近畿地区詠唱講習会参加申込書
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中四国地区布教研修会

●日程表

日 時

場 所

令和2年 6月 29日（月） 午後1時 から
 30日（火） 正午 まで

＜第1日会場＞

菩提寺（岡山教区美作組№7）
〒708-1307 岡山県勝田郡奈義町高円1532番地 
TEL 0868-36-4599　FAX 0868-36-4559

〔懇親会場〕ザ・シロヤマテラス津山別邸
〒708-0022 岡山県津山市山下30-1　　TEL 0868-24-2111
※会場より離れた津山市で開催いたしますので、ご留意ください。

＜第2日会場（大挙伝道会場）＞

特別寺院誕生寺　御影堂
〒709-3602 岡山県久米郡久米南町里方808番地　　TEL 086-728-2102

特別寺院誕生寺　瑞應殿（阿弥陀堂）
〒709-3602 岡山県久米郡久米南町里方808番地　　TEL 086-728-2102

淨土院（岡山教区美作組№6）
〒709-3602 岡山県久米郡久米南町里方808番地　　TEL 086-728-2364

6月29日（月） 6月30日（火）

12：15
津山駅出発※菩提寺まで送迎

（希望者のみ）
8：15

ザ・シロヤマテラス津山別邸出発
※誕生寺まで送迎（希望者のみ）

13：00 受付 9：00 勤行

13：15 開講式 9：45 大挙伝道

13：45 講義1　漆間正文 11：00 講評

14：30 休憩 11：45 閉講式 ・ 解散

14：45 講義2　漆間宣隆 12：00 解散

16：30 講義終了

16：45
浄土宗中四国布教師会理事会　
総本山知恩院布教師会

中四国地区支部　総会

18：30 懇親会

テーマ： 「～勢至丸さまに思いをよせて～」

新着
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●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  ........................................................

申込用紙（ハガキ）に必要事項を記入のうえ、
下記申込先にお申し込みください。
申込用紙をお持ちでない方は、教区名・組名・
寺院番号・寺院名・氏名・2日目の希望会場、Ｊ
Ｒ津山駅から菩提寺までの送迎の要・不要、懇
親会の参加・不参加を明記のうえ、下記申込先
へハガキにてお申し込み下さい。
なお、宿泊、昼食につきましては各自でお手配
ください。（懇親会会場ホテル	又は	近隣ホテ
ル	誕生寺も可）

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

令和2年6月10日（水）

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

誓願寺（岡山教区倉敷組№13）
〒710 -0055	岡山県倉敷市阿知2-25 -36
岡山教区教化団副団長　鴫谷真策宛
TEL	086 -422 -6318　FAX	086 -424 -0800

「菩提寺縁起と復興」
平成の菩提寺復興修築委員長	
美作組組長・安養寺住職	 漆間 正文

「浄土宗開宗の原点 
　　～法然上人幼少期の体験～」

総本山知恩院布教師	
淨土院住職	 漆間 宣隆

鳥取教区伯耆組心光寺	 林 教道
出雲教区松江組善導寺	 本田 哲平
広島教区西部組廣教寺	 上野 充大
山口教区長東第一組吉祥寺	 岡本 秀光
南海教区香川組西光寺	 香川 憲司
愛媛教区東予組真光寺	 財津 宏経

●講題・講師（日程順・敬称略）

●大挙伝道担当（敬称略）
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《お問い合わせ先》 

浄土宗東京教区教務所 

〒105-0011 

東京都港区芝公園 4-7-4 

TEL 03-3434-3045 FAX 03-5472-4567 

E-mail ： info@jodo-tokyo.jp 

浄土宗東京教区「寺院ネットワーク」 
 

東京教区では、浄土宗教師の「身命をなげうっても、浄土の法門を伝うるべき」という信条

に基づき、広く有縁の人々に、その教えをお伝えするために、開宗八百五十年慶讃事業の一環

として「寺院ネットワーク」を開始いたします。 

 「寺院ネットワーク」は、他教区寺院の檀信徒等で、東京近郊に居住されている方の求めに 

応じて、東京教区内の浄土宗寺院・教師を紹介し、法務を介してお念仏を伝えるためのネット 

ワークです。 

◆紹介する寺院・教師 

 ご紹介する寺院・教師は、この趣旨を共有し、偏りなく安定した法務を行えるよう、実際の法

務に則した研修を受け、東京教区に登録をした上で、「寺院ネットワーク」に参加いたします。 

◆「寺院ネットワーク」のシステム 

「寺院ネットワーク」を利用して、安心して大切な檀信徒様のご法務をお任せください。 
原則として、お納めいただいたお布施の半額を、菩提寺様へは御本尊前としてお納めいたします。 

 

浄土宗東京教区公式 WEB サイト 

（http://jodo-tokyo.jp/） 

↑ 
メニューから「寺院・僧侶の紹介」を 

クリックしてください。 

令和２年４月より運用開始予定 

新着
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 東京教区教化団主催   

第１２回 女性教師活躍のための研修会 
 

６月の研修会の告知

「お盆を迎えるにあたって」
内 容 棚経の意味

精霊棚の飾り方や意味や説き方

新盆を迎える方になにをどのように伝えるか

本堂での盆法要の設営や差定 など

 

日 時 令和２年６月１１日（木）午後１時～４時まで
会 場 大本山増上寺「慈雲閣」
講 師 田中勝道先生 法儀師 茨城教区猿島組宝輪寺 住職

参加費 無 料
対象者 本宗教師・これから加行を受けられる方も受講できます

※お申込・詳細については『和合』５月号に掲載いたします

お盆や棚経は地域によりそれぞれ慣習がありますが、ご自宅に伺っての棚経が減

り、お盆本来の省略化が進み、お盆本来の意義が見失われる傾向にあります。

そこで、今回の研修会では

精霊棚や本堂の設え方、盆法要を行う際、考慮すべき点は？ など

浄土宗の教えを踏まえてお盆の大切さをどう伝えていくかを学び、ご一緒に

考えていきたいと思います。

皆さま、どうぞ奮ってご参加ください。

新着
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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）
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※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！
※詳細は次頁を 
　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。

特任布教師制度について
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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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特任布教師制度について

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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フリガナ マツモト シンジョウ

氏名 松本 信成
生まれ 昭和38年

所属 法然寺　住職
北海道第一教区江差組№36

連絡先
〒043-0102
北海道爾志郡乙部町字元町288番地
TEL： 0139-62-2124

備考

伝えたい
メッセージ

誰にでもわかるわかりやすい法話を心がけ
ています。

フリガナ ウメニワ エイリョウ

氏名 梅庭 英良
生まれ 昭和39年

所属 長福寺　住職
北海道第一教区小樽組№68

連絡先
〒045-0204
北海道古宇郡泊村大字盃村490番地
TEL： 0135-75-2447

備考

伝えたい
メッセージ

フリガナ オオタカ ユウコウ

氏名 大高 有光
生まれ 昭和44年

所属 大然寺　住職
北海道第二教区東組№3

連絡先
〒080-0805
北海道帯広市東五条南八丁目7番地
TEL： 0155-23-4685

備考

伝えたい
メッセージ

フリガナ ヒラツカ ショウジュ

氏名 平塚 正樹
生まれ 昭和44年

所属 霊鷲院　住職
北海道第一教区中央組№44

連絡先
〒049-2321
北海道茅部郡森町字鷲ノ木町170
TEL： 01374-2-2308

備考 大本山増上寺布教師

伝えたい
メッセージ

浅学非才の身でありますので法然上人の 
御教えを到底伝えきることは出来ませんが
精一杯お伝えすることをモットーにしており
ます。

フリガナ フジイ ケイリョウ

氏名 藤井 敬亮
生まれ 昭和47年

所属 大成寺　副住職
北海道第二教区東組№1

連絡先
〒085-0842
北海道釧路市米町2丁目2番6号
TEL： 0154-41-2765

備考

伝えたい
メッセージ

フリガナ サエキ テンショウ

氏名 佐伯 典昭
生まれ 昭和58年

所属 浄道寺　副住職
北海道第二教区西組№19

連絡先
〒078-8205
北海道旭川市東旭川町倉沼10番地
TEL： 0166-36-3863

備考

伝えたい
メッセージ

特任布教師紹介 
（R2.4.1～R4.3.31）

※浄土宗ネットワークにも掲載しております。
会員登録（前ページ記載）の後、QRコードを読みとり、ログイン頂きましたら、
各布教師の詳細なプロフィールをご覧いただけます。なお、浄土宗ネットワーク
ページからもログインの後、寺院専用ページからご覧いただけます。
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フリガナ マルヤマ コウリュウ

氏名 丸山 孝立
生まれ 昭和59年

所属 龍雲寺　所属教師
北海道第二教区南組№42

連絡先
〒002-8025
北海道札幌市北区篠路五条十丁目10番21号
TEL： 011-771-2805

備考 大本山増上寺布教師 ・ 教誨師

伝えたい
メッセージ

日々のお念仏を大切にし、正しくわかりやす
くお伝えすることを心掛けております。

フリガナ カトウ コウユウ

氏名 加藤 恒有
生まれ 昭和43年

所属 唯称院　住職
青森教区弘南組№18

連絡先
〒038-0101
青森県平川市碇ヶ関山神堂63番地
TEL： 0172-45-2660

備考

伝えたい
メッセージ

フリガナ タケダ シンワ

氏名 武田 眞和
生まれ 昭和25年

所属 吉祥寺　住職
岩手教区盛岡組№5

連絡先
〒020-0016
岩手県盛岡市名須川町15‐11
TEL： 019-622-4279

備考

伝えたい
メッセージ

法然上人開宗の御心
順彼仏願故～往生之業念仏為先～
ただ一向に念仏すべし　の想い

フリガナ ハナダ シュンガク

氏名 花田 俊岳
生まれ 昭和34年

所属 遍照寺　住職
青森教区弘南組№6

連絡先
〒036-8214
青森県弘前市大字新寺町107番地1号
TEL： 0172-32-8714

備考
総本山知恩院布教師 ・ 大本山増上寺布教師
大本山金戒光明寺布教師

伝えたい
メッセージ

この世に生を受けて、元祖様のみ教えに出
会い、お念仏を称える身となれた喜びをお伝
えするばかりです。

フリガナ キムラ コウセイ

氏名 木村 迎世
生まれ 昭和47年

所属 来迎寺　住職
青森教区三八組№107

連絡先
〒031-0087
青森県八戸市朔日町24
TEL： 0178-22-0001

備考 大本山増上寺布教師

伝えたい
メッセージ

極楽浄土のすばらしさとお念仏のありがた
さを伝えたい。

フリガナ オガワ リュウエイ

氏名 小川 隆英
生まれ 昭和15年

所属 松庵寺　住職
岩手教区花巻組№21

連絡先
〒025-0085
岩手県花巻市双葉町6‐4
TEL： 0198-23-3033

備考

伝えたい
メッセージ

フリガナ オグマ リョウワ

氏名 小熊 良和
生まれ 昭和49年

所属 誓願寺　副住職
秋田教区中央組№1

連絡先
〒010-0925
秋田県秋田市旭南一丁目5番28号
TEL： 018-862-7436

備考 大本山増上寺布教師

伝えたい
メッセージ

宗義に適った法話を心掛けています。

フリガナ サトウ コウショウ

氏名 佐藤 康正
生まれ 昭和32年

所属 専念寺　住職
山形教区山形組№24

連絡先
〒990-0032
山形県山形市小姓町10‐8
TEL： 023-622-8277

備考 総本山知恩院布教師 ・ 大本山増上寺布教師

伝えたい
メッセージ

法然上人のお念仏のみ教えを、わかりやすく
お取り継ぎさせていただきます。少人数でも
お声をおかけ下さい。

フリガナ イシヅカ ユウキ

氏名 石塚 祐紀
生まれ 昭和44年

所属 大法寺　住職
宮城教区第一組№5

連絡先
〒981-0935
宮城県仙台市青葉区三条町7番27号
TEL： 022-234-3755

備考 大本山増上寺布教師

伝えたい
メッセージ

私自らが信じ、この無常の世を生きていく拠り
どころとさせて頂いている選択本願念仏のみ
教えを、ご縁をむすばせて頂く皆様にわずか
でもお伝えできれば、この上ない喜びです。

フリガナ サトウ イチゲン

氏名 佐藤 一彦
生まれ 昭和34年

所属 常光寺　住職
山形教区置賜組№9

連絡先
〒992-0771
山形県西置賜郡白鷹町大字鮎貝2413番地
TEL： 0238-85-3182

備考

伝えたい
メッセージ

欣慕以前のわれは似るべくもなし、そのまま
に入って、そのままならぬものにまで誘導い
ただけるのがお念仏のお力です。お念仏の
種蒔きを共に努めてまいりましょう。

フリガナ ヒノ ソウユウ

氏名 日野 崇雄
生まれ 昭和49年

所属 浄土院　住職
山形教区上組№49

連絡先
〒990-2161
山形県山形市大字漆山3097番地
TEL： 023-684-8502

備考 総本山知恩院布教師 ・ 大本山増上寺布教師

伝えたい
メッセージ

宗祖法然上人は、どれほど時代が移り変わろ
うとも、お念佛の利益は時代を超えて働き続
けるとお示しです。新しい時代を迎えた今、
あらためて日々高らかにお念佛を相続する
ことをお伝えしたいです。

フリガナ ヒグチ ホウショウ

氏名 樋口 法生
生まれ 昭和44年

所属 慈恩寺　住職
宮城教区第二組№20

連絡先
〒983-0852
宮城県仙台市宮城野区榴岡五丁目12番2号
TEL： 022-257-2195

備考
大本山金戒光明寺布教師
大本山増上寺布教師

伝えたい
メッセージ

難しい仏教語を極力使わず、分かりやすい表
現や身近な話題を用いて法然上人の尊き御教
えをお伝えするよう心掛けています。聴衆がお
念仏をお称えされるよう精一杯勤めます。

特任布教師制度について
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フリガナ マルヤマ コウリュウ

氏名 丸山 孝立
生まれ 昭和59年

所属 龍雲寺　所属教師
北海道第二教区南組№42

連絡先
〒002-8025
北海道札幌市北区篠路五条十丁目10番21号
TEL： 011-771-2805

備考 大本山増上寺布教師 ・ 教誨師

伝えたい
メッセージ

日々のお念仏を大切にし、正しくわかりやす
くお伝えすることを心掛けております。

フリガナ カトウ コウユウ

氏名 加藤 恒有
生まれ 昭和43年

所属 唯称院　住職
青森教区弘南組№18

連絡先
〒038-0101
青森県平川市碇ヶ関山神堂63番地
TEL： 0172-45-2660

備考

伝えたい
メッセージ

フリガナ タケダ シンワ

氏名 武田 眞和
生まれ 昭和25年

所属 吉祥寺　住職
岩手教区盛岡組№5

連絡先
〒020-0016
岩手県盛岡市名須川町15‐11
TEL： 019-622-4279

備考

伝えたい
メッセージ

法然上人開宗の御心
順彼仏願故～往生之業念仏為先～
ただ一向に念仏すべし　の想い

フリガナ ハナダ シュンガク

氏名 花田 俊岳
生まれ 昭和34年

所属 遍照寺　住職
青森教区弘南組№6

連絡先
〒036-8214
青森県弘前市大字新寺町107番地1号
TEL： 0172-32-8714

備考
総本山知恩院布教師 ・ 大本山増上寺布教師
大本山金戒光明寺布教師

伝えたい
メッセージ

この世に生を受けて、元祖様のみ教えに出
会い、お念仏を称える身となれた喜びをお伝
えするばかりです。

フリガナ キムラ コウセイ

氏名 木村 迎世
生まれ 昭和47年

所属 来迎寺　住職
青森教区三八組№107

連絡先
〒031-0087
青森県八戸市朔日町24
TEL： 0178-22-0001

備考 大本山増上寺布教師

伝えたい
メッセージ

極楽浄土のすばらしさとお念仏のありがた
さを伝えたい。

フリガナ オガワ リュウエイ

氏名 小川 隆英
生まれ 昭和15年

所属 松庵寺　住職
岩手教区花巻組№21

連絡先
〒025-0085
岩手県花巻市双葉町6‐4
TEL： 0198-23-3033

備考

伝えたい
メッセージ

フリガナ オグマ リョウワ

氏名 小熊 良和
生まれ 昭和49年

所属 誓願寺　副住職
秋田教区中央組№1

連絡先
〒010-0925
秋田県秋田市旭南一丁目5番28号
TEL： 018-862-7436

備考 大本山増上寺布教師

伝えたい
メッセージ

宗義に適った法話を心掛けています。

フリガナ サトウ コウショウ

氏名 佐藤 康正
生まれ 昭和32年

所属 専念寺　住職
山形教区山形組№24

連絡先
〒990-0032
山形県山形市小姓町10‐8
TEL： 023-622-8277

備考 総本山知恩院布教師 ・ 大本山増上寺布教師

伝えたい
メッセージ

法然上人のお念仏のみ教えを、わかりやすく
お取り継ぎさせていただきます。少人数でも
お声をおかけ下さい。

フリガナ イシヅカ ユウキ

氏名 石塚 祐紀
生まれ 昭和44年

所属 大法寺　住職
宮城教区第一組№5

連絡先
〒981-0935
宮城県仙台市青葉区三条町7番27号
TEL： 022-234-3755

備考 大本山増上寺布教師

伝えたい
メッセージ

私自らが信じ、この無常の世を生きていく拠り
どころとさせて頂いている選択本願念仏のみ
教えを、ご縁をむすばせて頂く皆様にわずか
でもお伝えできれば、この上ない喜びです。

フリガナ サトウ イチゲン

氏名 佐藤 一彦
生まれ 昭和34年

所属 常光寺　住職
山形教区置賜組№9

連絡先
〒992-0771
山形県西置賜郡白鷹町大字鮎貝2413番地
TEL： 0238-85-3182

備考

伝えたい
メッセージ

欣慕以前のわれは似るべくもなし、そのまま
に入って、そのままならぬものにまで誘導い
ただけるのがお念仏のお力です。お念仏の
種蒔きを共に努めてまいりましょう。

フリガナ ヒノ ソウユウ

氏名 日野 崇雄
生まれ 昭和49年

所属 浄土院　住職
山形教区上組№49

連絡先
〒990-2161
山形県山形市大字漆山3097番地
TEL： 023-684-8502

備考 総本山知恩院布教師 ・ 大本山増上寺布教師

伝えたい
メッセージ

宗祖法然上人は、どれほど時代が移り変わろ
うとも、お念佛の利益は時代を超えて働き続
けるとお示しです。新しい時代を迎えた今、
あらためて日々高らかにお念佛を相続する
ことをお伝えしたいです。

フリガナ ヒグチ ホウショウ

氏名 樋口 法生
生まれ 昭和44年

所属 慈恩寺　住職
宮城教区第二組№20

連絡先
〒983-0852
宮城県仙台市宮城野区榴岡五丁目12番2号
TEL： 022-257-2195

備考
大本山金戒光明寺布教師
大本山増上寺布教師

伝えたい
メッセージ

難しい仏教語を極力使わず、分かりやすい表
現や身近な話題を用いて法然上人の尊き御教
えをお伝えするよう心掛けています。聴衆がお
念仏をお称えされるよう精一杯勤めます。
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フリガナ ショウジ リョウショウ

氏名 東海林 良昌
生まれ 昭和45年

所属 雲上寺　副住職
宮城教区第三組№21

連絡先
〒985-0053
宮城県塩釜市南町11番1号
TEL： 022-364-8936

備考 浄土宗総合研究所研究員

伝えたい
メッセージ

研究所では、超高齢社会における寺院の可
能性について研究しています。また、青年会、
ボーイスカウトでの経験をいかし、各世代に
向けて、法然上人のお念仏のみ教えをお伝
えさせていただきます。

フリガナ ノウチ エイショウ

氏名 野内 英昭
生まれ 昭和34年

所属 成願寺　住職
福島教区中央組№82

連絡先
〒963-4602
福島県田村市常葉町常葉字上野100番地
TEL： 0247-77-3072

備考 大本山増上寺布教師

伝えたい
メッセージ

同唱十念を特に大事にしており、「十念」を
「重念」として、お念佛を広めていきたいと
考えている。

フリガナ アライ ジキニン

氏名 新井 直人
生まれ 昭和42年

所属 哀愍寺　住職
群馬教区太田組№56

連絡先
〒370-0401
群馬県太田市尾島町454番地1
TEL： 0276-52-0421

備考 大本山増上寺布教師

伝えたい
メッセージ

法然上人の御教えをできるだけ平易な言葉
でお伝えし、ひとりでも多くの方に一声でも
多くのお念仏をお称えいただけるよう尽力
いたします。

フリガナ アオキ ホウショウ

氏名 青木 芳尚
生まれ 昭和28年

所属 安楽寺　住職
福島教区浜通り組№46

連絡先
〒979-3203
福島県いわき市川前町上桶売字中里119番地
TEL： 0246-84-2941

備考 大本山増上寺布教師

伝えたい
メッセージ

開宗850年に向け、元祖さまのご遺徳（8大
師号）を偲び、お念仏の輪を広げて参りた
い。

フリガナ オサダ セイチョウ

氏名 長田 正澄
生まれ 昭和48年

所属 清見寺　住職
群馬教区吾妻組№25

連絡先
〒377-0424
群馬県吾妻郡中之条町大字中之条町乙746番地
TEL： 0279-75-2396

備考 大本山増上寺布教師

伝えたい
メッセージ

宗祖法然上人のみ教えに基づき、聴衆の皆
様にお念仏のすばらしさと相続の大切さを
実感していただけるよう精一杯励みたいと存
じます。

フリガナ オオトモ キョウトク

氏名 伴　経徳
生まれ 昭和53年

所属 照光寺　副住職
栃木教区下都賀組№22

連絡先
〒328-0067
栃木県栃木市皆川城内町1831
TEL： 0282-24-6233

備考
大本山増上寺布教師
大本山金戒光明寺布教師

伝えたい
メッセージ

浄土宗は間もなく開宗850年を迎えます。こ
の法縁を有り難く頂戴させていただき、法然
上人のみ心に叶うよう阿弥陀様の本願念仏
をお伝えさせていただくのみです。

特任布教師制度について

特任布教師紹介 （R2.4.1～R4.3.31）
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フリガナ ショウジ リョウショウ

氏名 東海林 良昌
生まれ 昭和45年

所属 雲上寺　副住職
宮城教区第三組№21

連絡先
〒985-0053
宮城県塩釜市南町11番1号
TEL： 022-364-8936

備考 浄土宗総合研究所研究員

伝えたい
メッセージ

研究所では、超高齢社会における寺院の可
能性について研究しています。また、青年会、
ボーイスカウトでの経験をいかし、各世代に
向けて、法然上人のお念仏のみ教えをお伝
えさせていただきます。

フリガナ ノウチ エイショウ

氏名 野内 英昭
生まれ 昭和34年

所属 成願寺　住職
福島教区中央組№82

連絡先
〒963-4602
福島県田村市常葉町常葉字上野100番地
TEL： 0247-77-3072

備考 大本山増上寺布教師

伝えたい
メッセージ

同唱十念を特に大事にしており、「十念」を
「重念」として、お念佛を広めていきたいと
考えている。

フリガナ アライ ジキニン

氏名 新井 直人
生まれ 昭和42年

所属 哀愍寺　住職
群馬教区太田組№56

連絡先
〒370-0401
群馬県太田市尾島町454番地1
TEL： 0276-52-0421

備考 大本山増上寺布教師

伝えたい
メッセージ

法然上人の御教えをできるだけ平易な言葉
でお伝えし、ひとりでも多くの方に一声でも
多くのお念仏をお称えいただけるよう尽力
いたします。

フリガナ アオキ ホウショウ

氏名 青木 芳尚
生まれ 昭和28年

所属 安楽寺　住職
福島教区浜通り組№46

連絡先
〒979-3203
福島県いわき市川前町上桶売字中里119番地
TEL： 0246-84-2941

備考 大本山増上寺布教師

伝えたい
メッセージ

開宗850年に向け、元祖さまのご遺徳（8大
師号）を偲び、お念仏の輪を広げて参りた
い。

フリガナ オサダ セイチョウ

氏名 長田 正澄
生まれ 昭和48年

所属 清見寺　住職
群馬教区吾妻組№25

連絡先
〒377-0424
群馬県吾妻郡中之条町大字中之条町乙746番地
TEL： 0279-75-2396

備考 大本山増上寺布教師

伝えたい
メッセージ

宗祖法然上人のみ教えに基づき、聴衆の皆
様にお念仏のすばらしさと相続の大切さを
実感していただけるよう精一杯励みたいと存
じます。

フリガナ オオトモ キョウトク

氏名 伴　経徳
生まれ 昭和53年

所属 照光寺　副住職
栃木教区下都賀組№22

連絡先
〒328-0067
栃木県栃木市皆川城内町1831
TEL： 0282-24-6233

備考
大本山増上寺布教師
大本山金戒光明寺布教師

伝えたい
メッセージ

浄土宗は間もなく開宗850年を迎えます。こ
の法縁を有り難く頂戴させていただき、法然
上人のみ心に叶うよう阿弥陀様の本願念仏
をお伝えさせていただくのみです。

フリガナ タケダ タイコウ

氏名 武田 泰康
生まれ 昭和45年

所属 定善寺　副住職
茨城教区水戸組№2

連絡先
〒310-0841
水戸市酒門町363
TEL： 029-247-7184

備考
総本山知恩院布教師
大本山増上寺布教師

伝えたい
メッセージ

法然上人の教えを正しくお伝えし、お念仏の
信心を深め、さらなる信仰生活へ繋がるよう
願っております。南無阿弥陀仏

フリガナ ヨシミズ チキョウ

氏名 吉水 智教
生まれ 昭和45年

所属 法善寺　住職
栃木教区塩那組№62

連絡先
〒324-0037
栃木県大田原市上石上72番地
TEL： 0287-29-3918

備考 総本山知恩院布教師

伝えたい
メッセージ

往生極楽のために南無阿弥陀佛と称えてい
ただけるよう精一杯勤める所存です。

フリガナ イケダ ジョウシン

氏名 池田 常臣
生まれ 昭和33年

所属 圓福寺　住職
埼玉教区第三組№69

連絡先
〒344-0031
埼玉県春日部市一ノ割1丁目30番17号
TEL： 048-735-4351

備考 大本山増上寺布教師会顧問

伝えたい
メッセージ

法然上人のお念仏のみ教え、西方極楽浄土
「一土」、阿弥陀仏「一仏」、お念仏「一行」
を、わかり易く丁寧にお取り次ぎしていきた
いと思います。　合掌

フリガナ ヨシダ シンテン

氏名 𠮷田 真典
生まれ 昭和39年

所属 長福寺　住職
埼玉教区第四組№141

連絡先
〒367-0217
埼玉県本庄市児玉町八幡山106番地1
TEL： 0495-72-1280

備考 総本山知恩院布教師 ・ 大本山増上寺布教師

伝えたい
メッセージ

「ただ一向に念仏すべし」
法然上人が、お念仏のみ教えを示して下さっ
て、まもなく850年を迎えます。私たちは、今
やっと往生極楽を遂げる機会にあるのです。

フリガナ フルヤ チショウ

氏名 古矢 智照
生まれ 昭和44年

所属 阿彌陀寺　住職
茨城教区常総組№35

連絡先
〒301-0015
茨城県龍ケ崎市長沖町1670番地の1
TEL： 0297-62-2539

備考

伝えたい
メッセージ

フリガナ ミヤジマ ドウコウ

氏名 宮島 道孝
生まれ 昭和43年

所属 大龍寺　住職
埼玉教区第四組№116

連絡先
〒360-0222
埼玉県熊谷市葛和田898番地
TEL： 048-588-1741

備考 大本山増上寺布教師

伝えたい
メッセージ

法然上人の称名念仏のみおしえを基本に忠
実にお伝えしたいと思っております。極楽往
生を目指し、お念仏をお称えすることが、苦し
み多いこの世を生き抜く大きな力になると
確信しております。
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フリガナ ミヤタ コウジュン

氏名 宮田 恒順
生まれ 昭和60年

所属 善光寺　副住職　
東京教区豊島組№149

連絡先
〒112-0002
東京都文京区小石川三丁目17番8号
TEL： 03-3811-4858

備考

伝えたい
メッセージ

法話を聞いて下さった方がお念仏のみ教え
を通じて、あたたかい気持ちになれる様な布
教を心がけております。会所寺院さまの護
持、引いては浄土宗の興隆に繋がる様、報恩
の想いで勤めて参ります。

フリガナ ミヤイリ リョウコウ

氏名 宮入 良光
生まれ 昭和49年

所属 良感寺　副住職
東京教区豊島組№202

連絡先
〒170-0001
東京都豊島区西巣鴨4丁目8番22号
TEL： 03-3918-4501

備考 大本山増上寺布教師

伝えたい
メッセージ

仏様のみ教えを、法然上人のお念仏を、お取
り次ぎ致します。至心合掌

フリガナ ヤマダ ショウリュウ

氏名 山田 紹隆
生まれ 昭和51年

所属 正源寺　住職
東京教区江東組№235

連絡先
〒135-0034
東京都江東区永代1丁目8番8号
TEL： 03-3641-1842

備考

伝えたい
メッセージ

元祖法然上人の御教えを正しく解りやすく
御伝えさせて頂く事を心に留め、選択本願の
御念仏を御勧めさせて頂きたく存じます。

フリガナ サトウ ガゲン

氏名 佐藤 雅彦
生まれ 昭和33年

所属 浄心寺　住職
東京教区豊島組№179

連絡先
〒113-0023
東京都文京区向丘2丁目17番4号
TEL： 03-3821-0951

備考 東京教区教化団団長 ・ 大正大学非常勤講師
総本山知恩院布教師 ・ 大本山増上寺布教師

伝えたい
メッセージ

わかりやすく、心に残る布教をモットーとす
る。末期ガン患者の心のケアをはじめ、現代
の「いのち」の問題を平易に取り上げ、「今を
生きる」ことに生かすことのできるお念仏の
話を申し上げたい。

フリガナ ゴトウ シンポウ

氏名 後藤 真法
生まれ 昭和36年

所属 圓通寺　住職　
東京教区江東組№222

連絡先
〒135-0022
東京都江東区三好1丁目3番3号
TEL： 03-3641-7518

備考 大本山増上寺布教師会副会長

伝えたい
メッセージ

パネルシアターを使った法話を、得意として
います。

フリガナ ツチヤ ショウドウ

氏名 土屋 正道
生まれ 昭和34年

所属 観智院　住職
東京教区芝組№14

連絡先
〒105-0011
東京都港区芝公園二丁目2番13号
TEL： 03-3431-1450

備考 総本山知恩院布教師 ・ 大本山増上寺布教師

伝えたい
メッセージ

選択本願の念仏行は、「永遠の生命と無限の
向上」が得られ、現当二世の利益「死ぬまで
元気、死んでも元気」という実感を頂ける教
えです。「75億人平等往生」の救済を時機相
応にお伝えいたします。

フリガナ カネコ イッシュン

氏名 金子 一俊
生まれ 昭和43年

所属 仮宿院　住職
東京教区城北組№314

連絡先
〒176-0001
東京都練馬区練馬4丁目26番17号
TEL： 03-3991-6705

備考 大本山増上寺布教師

伝えたい
メッセージ

罪悪生死の自分を知り、阿弥陀様の御心を
知る。ひたすらにお念佛を申す日暮らしの大
切さを説き、大切な人と極楽再会が叶う教え
を絵やパネルを使って易しく説く事を大事に
しています。

フリガナ フジイ ショウシ

氏名 藤井 正史
生まれ 昭和40年

所属 月影寺　住職
東京教区玉川組№446

連絡先
〒106-0032
東京都港区六本木7－14－6　深廣寺気付
TEL： 03-3405-4194

備考 総本山知恩院布教師 ・ 大本山増上寺布教師

伝えたい
メッセージ

信仰生活の”入り口”、”励み”になるようなお
話を心懸けております。

フリガナ サトウ セイキ

氏名 佐藤 晴輝
生まれ 昭和29年

所属 正行寺　住職
千葉教区君津組№23

連絡先
〒292-0008
千葉県木更津市中島2209番地
TEL： 0438-41-0041

備考

伝えたい
メッセージ

フリガナ イトウ コウドウ

氏名 伊藤 弘道
生まれ 昭和54年

所属 浄桂院　住職　
東京教区玉川組№385

連絡先
〒153-0061
東京都目黒区中目黒五丁目24番48号
TEL： 03-3712-2941

備考

伝えたい
メッセージ

浄土宗の御教えは、過去・現在・未来にわたる
素晴らしい教えです。本願念仏によって極楽
に往生できる有り難さをお伝えすることはも
ちろん、様々な苦悩を抱えた現代社会にとっ
て必要な救いの教えであることが伝えられ
ましたら幸甚です。

フリガナ イマオカ タツユウ

氏名 今岡 達雄
生まれ 昭和23年

所属 善照寺　住職
千葉教区葛南組№4

連絡先
〒272-0131
千葉県市川市湊18番20号
TEL： 047-357-2232

備考 大本山増上寺布教師

伝えたい
メッセージ

フリガナ ワカバヤシ リュウジュ

氏名 若林 隆壽
生まれ 昭和31年

所属 西光院　住職
東京教区浅草組№277

連絡先
〒175-0092
東京都板橋区赤塚五丁目28番3号　乗蓮寺気付
TEL： 03-3975-3325

備考 大本山増上寺布教師

伝えたい
メッセージ

作家井上ひさしの言葉「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
おもしろく、おもしろいことをまじめに」がモッ
トー。お念仏のみおしえをわかりやすくお伝
えしています。

特任布教師制度について

特任布教師紹介 （R2.4.1～R4.3.31）
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フリガナ ミヤタ コウジュン

氏名 宮田 恒順
生まれ 昭和60年

所属 善光寺　副住職　
東京教区豊島組№149

連絡先
〒112-0002
東京都文京区小石川三丁目17番8号
TEL： 03-3811-4858

備考

伝えたい
メッセージ

法話を聞いて下さった方がお念仏のみ教え
を通じて、あたたかい気持ちになれる様な布
教を心がけております。会所寺院さまの護
持、引いては浄土宗の興隆に繋がる様、報恩
の想いで勤めて参ります。

フリガナ ミヤイリ リョウコウ

氏名 宮入 良光
生まれ 昭和49年

所属 良感寺　副住職
東京教区豊島組№202

連絡先
〒170-0001
東京都豊島区西巣鴨4丁目8番22号
TEL： 03-3918-4501

備考 大本山増上寺布教師

伝えたい
メッセージ

仏様のみ教えを、法然上人のお念仏を、お取
り次ぎ致します。至心合掌

フリガナ ヤマダ ショウリュウ

氏名 山田 紹隆
生まれ 昭和51年

所属 正源寺　住職
東京教区江東組№235

連絡先
〒135-0034
東京都江東区永代1丁目8番8号
TEL： 03-3641-1842

備考

伝えたい
メッセージ

元祖法然上人の御教えを正しく解りやすく
御伝えさせて頂く事を心に留め、選択本願の
御念仏を御勧めさせて頂きたく存じます。

フリガナ サトウ ガゲン

氏名 佐藤 雅彦
生まれ 昭和33年

所属 浄心寺　住職
東京教区豊島組№179

連絡先
〒113-0023
東京都文京区向丘2丁目17番4号
TEL： 03-3821-0951

備考 東京教区教化団団長 ・ 大正大学非常勤講師
総本山知恩院布教師 ・ 大本山増上寺布教師

伝えたい
メッセージ

わかりやすく、心に残る布教をモットーとす
る。末期ガン患者の心のケアをはじめ、現代
の「いのち」の問題を平易に取り上げ、「今を
生きる」ことに生かすことのできるお念仏の
話を申し上げたい。

フリガナ ゴトウ シンポウ

氏名 後藤 真法
生まれ 昭和36年

所属 圓通寺　住職　
東京教区江東組№222

連絡先
〒135-0022
東京都江東区三好1丁目3番3号
TEL： 03-3641-7518

備考 大本山増上寺布教師会副会長

伝えたい
メッセージ

パネルシアターを使った法話を、得意として
います。

フリガナ ツチヤ ショウドウ

氏名 土屋 正道
生まれ 昭和34年

所属 観智院　住職
東京教区芝組№14

連絡先
〒105-0011
東京都港区芝公園二丁目2番13号
TEL： 03-3431-1450

備考 総本山知恩院布教師 ・ 大本山増上寺布教師

伝えたい
メッセージ

選択本願の念仏行は、「永遠の生命と無限の
向上」が得られ、現当二世の利益「死ぬまで
元気、死んでも元気」という実感を頂ける教
えです。「75億人平等往生」の救済を時機相
応にお伝えいたします。

フリガナ カネコ イッシュン

氏名 金子 一俊
生まれ 昭和43年

所属 仮宿院　住職
東京教区城北組№314

連絡先
〒176-0001
東京都練馬区練馬4丁目26番17号
TEL： 03-3991-6705

備考 大本山増上寺布教師

伝えたい
メッセージ

罪悪生死の自分を知り、阿弥陀様の御心を
知る。ひたすらにお念佛を申す日暮らしの大
切さを説き、大切な人と極楽再会が叶う教え
を絵やパネルを使って易しく説く事を大事に
しています。

フリガナ フジイ ショウシ

氏名 藤井 正史
生まれ 昭和40年

所属 月影寺　住職
東京教区玉川組№446

連絡先
〒106-0032
東京都港区六本木7－14－6　深廣寺気付
TEL： 03-3405-4194

備考 総本山知恩院布教師 ・ 大本山増上寺布教師

伝えたい
メッセージ

信仰生活の”入り口”、”励み”になるようなお
話を心懸けております。

フリガナ サトウ セイキ

氏名 佐藤 晴輝
生まれ 昭和29年

所属 正行寺　住職
千葉教区君津組№23

連絡先
〒292-0008
千葉県木更津市中島2209番地
TEL： 0438-41-0041

備考

伝えたい
メッセージ

フリガナ イトウ コウドウ

氏名 伊藤 弘道
生まれ 昭和54年

所属 浄桂院　住職　
東京教区玉川組№385

連絡先
〒153-0061
東京都目黒区中目黒五丁目24番48号
TEL： 03-3712-2941

備考

伝えたい
メッセージ

浄土宗の御教えは、過去・現在・未来にわたる
素晴らしい教えです。本願念仏によって極楽
に往生できる有り難さをお伝えすることはも
ちろん、様々な苦悩を抱えた現代社会にとっ
て必要な救いの教えであることが伝えられ
ましたら幸甚です。

フリガナ イマオカ タツユウ

氏名 今岡 達雄
生まれ 昭和23年

所属 善照寺　住職
千葉教区葛南組№4

連絡先
〒272-0131
千葉県市川市湊18番20号
TEL： 047-357-2232

備考 大本山増上寺布教師

伝えたい
メッセージ

フリガナ ワカバヤシ リュウジュ

氏名 若林 隆壽
生まれ 昭和31年

所属 西光院　住職
東京教区浅草組№277

連絡先
〒175-0092
東京都板橋区赤塚五丁目28番3号　乗蓮寺気付
TEL： 03-3975-3325

備考 大本山増上寺布教師

伝えたい
メッセージ

作家井上ひさしの言葉「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
おもしろく、おもしろいことをまじめに」がモッ
トー。お念仏のみおしえをわかりやすくお伝
えしています。
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フリガナ ヤギ エイサイ

氏名 八木 英哉
生まれ 昭和44年

所属 医王寺　住職
千葉教区葛飾組№133

連絡先
〒270-1443
千葉県柏市鷲野谷510番地
TEL： 04-7191-2259

備考
浄土宗総合研究所研究員
大本山増上寺布教師

伝えたい
メッセージ

どなたでも称えれば救われるお念仏のみ教
えをどなたでも受け取ることができるよう心
がけて自作の仏教パネルシアターを用いて
法話やお説教を勤めさせて頂いております。

フリガナ トダ ジュンキョウ

氏名 戸田 順教
生まれ 昭和43年

所属 善然寺　住職　
神奈川教区高座組№107

連絡先
〒252-0807
神奈川県藤沢市下土棚999番地
TEL： 0466-44-3022

備考 大本山光明寺布教師

伝えたい
メッセージ

心に残る楽しい法話を心がけております。

フリガナ ケイノ キョウブン

氏名 慶野 匡文
生まれ 昭和34年

所属 光雲寺　住職
神奈川教区三浦組№257

連絡先
〒240-0105
神奈川県横須賀市秋谷4172番地
TEL： 046-856-8362

備考 大本山増上寺布教師会会長
総本山知恩院・大本山金戒光明寺・大本山光明寺布教師

伝えたい
メッセージ

お念仏のみ教えを今の時代にいかにわかり
やすく伝え、願往生の心をどのようにして育
てていくかを常に布教の根底に据え、阿弥陀
仏にすがるしかない道を確信させ念仏のひ
と声へと取次いでいきたい

フリガナ オクダ ショウオウ

氏名 奥田 昭應
生まれ 昭和37年

所属 金臺寺　住職
神奈川教区港南組№50

連絡先
〒235-0041
神奈川県横浜市磯子区栗木2丁目36番2号
TEL： 045-771-6969

備考

伝えたい
メッセージ

フリガナ ナリタ ゼンシュン

氏名 成田 善俊
生まれ 昭和43年

所属 専福寺　住職
神奈川教区鎌倉組№134

連絡先
〒239-0821
神奈川県横須賀市東浦賀二丁目10番6号
TEL： 046-841-3623

備考

伝えたい
メッセージ

フリガナ グンジマ タイイ

氏名 郡嶋 泰威
生まれ 昭和45年

所属 量寿院　住職
千葉教区安房組№62

連絡先
〒299-2117
千葉県安房郡鋸南町勝山315番地1　浄蓮寺気付
TEL：0470-55-0388

備考
総本山知恩院布教師 ・ 大本山増上寺布教師
大本山金戒光明寺布教師

伝えたい
メッセージ

一期一会の仏縁を尊く受けとめ、お念佛の同
信同行の輪が広がるよう、一所懸命お伝えさ
せていただきます。どうぞ宜しくお願いしま
す。合掌

特任布教師制度について

特任布教師紹介 （R2.4.1～R4.3.31）
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フリガナ ヤギ エイサイ

氏名 八木 英哉
生まれ 昭和44年

所属 医王寺　住職
千葉教区葛飾組№133

連絡先
〒270-1443
千葉県柏市鷲野谷510番地
TEL： 04-7191-2259

備考
浄土宗総合研究所研究員
大本山増上寺布教師

伝えたい
メッセージ

どなたでも称えれば救われるお念仏のみ教
えをどなたでも受け取ることができるよう心
がけて自作の仏教パネルシアターを用いて
法話やお説教を勤めさせて頂いております。

フリガナ トダ ジュンキョウ

氏名 戸田 順教
生まれ 昭和43年

所属 善然寺　住職　
神奈川教区高座組№107

連絡先
〒252-0807
神奈川県藤沢市下土棚999番地
TEL： 0466-44-3022

備考 大本山光明寺布教師

伝えたい
メッセージ

心に残る楽しい法話を心がけております。

フリガナ ケイノ キョウブン

氏名 慶野 匡文
生まれ 昭和34年

所属 光雲寺　住職
神奈川教区三浦組№257

連絡先
〒240-0105
神奈川県横須賀市秋谷4172番地
TEL： 046-856-8362

備考 大本山増上寺布教師会会長
総本山知恩院・大本山金戒光明寺・大本山光明寺布教師

伝えたい
メッセージ

お念仏のみ教えを今の時代にいかにわかり
やすく伝え、願往生の心をどのようにして育
てていくかを常に布教の根底に据え、阿弥陀
仏にすがるしかない道を確信させ念仏のひ
と声へと取次いでいきたい

フリガナ オクダ ショウオウ

氏名 奥田 昭應
生まれ 昭和37年

所属 金臺寺　住職
神奈川教区港南組№50

連絡先
〒235-0041
神奈川県横浜市磯子区栗木2丁目36番2号
TEL： 045-771-6969

備考

伝えたい
メッセージ

フリガナ ナリタ ゼンシュン

氏名 成田 善俊
生まれ 昭和43年

所属 専福寺　住職
神奈川教区鎌倉組№134

連絡先
〒239-0821
神奈川県横須賀市東浦賀二丁目10番6号
TEL： 046-841-3623

備考

伝えたい
メッセージ

フリガナ グンジマ タイイ

氏名 郡嶋 泰威
生まれ 昭和45年

所属 量寿院　住職
千葉教区安房組№62

連絡先
〒299-2117
千葉県安房郡鋸南町勝山315番地1　浄蓮寺気付
TEL：0470-55-0388

備考
総本山知恩院布教師 ・ 大本山増上寺布教師
大本山金戒光明寺布教師

伝えたい
メッセージ

一期一会の仏縁を尊く受けとめ、お念佛の同
信同行の輪が広がるよう、一所懸命お伝えさ
せていただきます。どうぞ宜しくお願いしま
す。合掌

フリガナ アキヤマ シュウドウ

氏名 秋山 秀道
生まれ 昭和34年

所属 称念寺　住職
山梨教区甲府組№24

連絡先
〒400-0111
山梨県甲斐市竜王新町71番地
TEL： 055-276-0582

備考

伝えたい
メッセージ

法然上人のお念仏のみ教えは、南無阿弥陀
仏と称えれば、私のような愚かな者でも救わ
れるとお示しくださいました。お念仏をお称
えして阿弥陀仏のお救いをいただいて、共々
に極楽往生を願う。

フリガナ スズキ コウテツ

氏名 鈴木 光徹
生まれ 昭和12年

所属 光明寺　住職
新潟教区高田組№10

連絡先
〒942-0061
新潟県上越市春日新田一丁目23番28号
TEL： 025-543-0215

備考 総本山知恩院布教師

伝えたい
メッセージ

・念仏の行は、もとより行住坐臥時処諸縁を
きらわず、身口の不浄を嫌わぬ行にて易行
往生と申し候う。　・人身を得る事は、梵天よ
り糸をくだして大海の底なる針の穴を通さ
んが如しと言えり。

フリガナ イズミ セイコウ

氏名 泉　清孝
生まれ 昭和12年

所属 医王寺　住職
富山教区富山組№52

連絡先
〒930-2241
富山県富山市四方西岩瀬180
TEL： 076-435-1190

備考

伝えたい
メッセージ

まず、明朗なる発声で、内容が理解してもら
えるように話す。次に感動、感銘を与え、声に
出してお念仏を唱えてもらえるように、老骨
に鞭打って責務を果たしたいと思います。

フリガナ ソネ コウジュン

氏名 曽根 孝順
生まれ 昭和27年

所属 浄慶寺　住職
山梨教区甲府組№29

連絡先
〒409-3866
山梨県中巨摩郡昭和町西条4246
TEL： 055-275-9596

備考 大本山増上寺布教師

伝えたい
メッセージ

法然上人のみ教えを、平易な言葉でお伝え
し、聞き取りやすくわかりやすい法話を心が
けています。

フリガナ ハセガワ サンセイ

氏名 長谷川 三靖
生まれ 昭和34年

所属 天崇寺　住職
新潟教区高田組№85

連絡先
〒943-0892
新潟県上越市寺町2丁目19番5号
TEL： 025-523-4707

備考 総本山知恩院布教師

伝えたい
メッセージ

フリガナ オマタ ケイジュ

氏名 小俣 慶樹
生まれ 昭和52年

所属 西念寺　副住職　
神奈川教区小田原組№225

連絡先
〒259-0201
神奈川県足柄下郡真鶴町真鶴1925
TEL： 0465-68-0402

備考 大本山光明寺布教師 ・ 大本山増上寺布教師

伝えたい
メッセージ

導空二祖のみ教えを、他を交えず私見を入
れずそのままお取り次ぎすることを心しま
す。弥陀の大慈悲を一人でも多くの方にお
気付き戴けるよう努めて参ります。
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フリガナ ハットリ ジュンイチ

氏名 服部 淳一
生まれ 昭和25年

所属 安養寺　住職
長野教区更埴組№82

連絡先
〒381-2205
長野県長野市青木島町大塚92番地
TEL： 026-284-2135

備考 大本山善光寺大本願布教師会長

伝えたい
メッセージ

開宗八百五十年を迎え、法然上人が説いて
下さった「わが身を知る」ことによって、阿弥
陀さまにお願いするお念仏をお伝えしたい。
法然上人から私たちに伝わったお念仏の足
跡を大事にしていきたい。

フリガナ セキ コウメイ

氏名 關　恒明
生まれ 昭和40年

所属 瑠璃光寺　住職
長野教区松本組№179

連絡先
〒399-8102
長野県安曇野市三郷温610番地
TEL： 0263-77-3538

備考
大本山増上寺布教師
大本山善光寺大本願布教師

伝えたい
メッセージ

聖号十称　明るく正しく仲よく共生きの生
活、不離佛の日々を送らせて頂くために、皆
さまとご一緒に、お念佛のみ教えを学び実践
していきたいと思います。　合掌

フリガナ イトウ セイジュン

氏名 伊東 靖順
生まれ 昭和23年

所属 三宝寺　住職
長野教区長野組№79

連絡先
〒388-8017
長野県長野市篠ノ井山布施8272番地
TEL： 026-229-2371

備考

伝えたい
メッセージ

フリガナ オオタカ ゲンミョウ

氏名 大髙 源明
生まれ 昭和38年

所属 法樹院　住職
長野教区上小組№132

連絡先
〒386-1326
長野県上田市舞田790番地
TEL： 0268-39-2231

備考 総本山知恩院布教師

伝えたい
メッセージ

浄土宗教師になって30年、お念仏申せば申
すほど自分の愚かさ、醜さに気づかされま
す。念念称名常懺悔の毎日ですが、泥凡夫の
私でも救われていく選択本願念仏の尊さ、
有難さをお伝えしています。

フリガナ タキザワ ギョウゲン

氏名 瀧沢 行彦
生まれ 昭和54年

所属 海福寺　副住職
静岡教区東豆組№2

連絡先
〒413-0102
静岡県熱海市下多賀1340番地
TEL： 0557-68-2970

備考 総本山知恩院布教師 ・ 大本山増上寺布教師

伝えたい
メッセージ

現代は欲を満たす事の追求の先に幸せがあ
ると信じているようです。しかし、それは苦し
みの連鎖を生み出す行いであると仏教では
説かれます。往生極楽を求める日々こそが幸
せを頂く道と伝えたいです。

フリガナ ハヤシ シュウホウ

氏名 林　秀峰
生まれ 昭和60年

所属 大泉寺　副住職
富山教区新川組№69

連絡先
〒937-0056
富山県魚津市諏訪町18‐18
TEL： 0765-22-2922

備考

伝えたい
メッセージ

自説を交えず、法然上人のみ教えの正確な
お取り次ぎを心掛けております。「教義に基
づく教化」を指針に布教活動に邁進していく
所存で御座います。

特任布教師制度について

特任布教師紹介 （R2.4.1～R4.3.31）
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フリガナ ハットリ ジュンイチ

氏名 服部 淳一
生まれ 昭和25年

所属 安養寺　住職
長野教区更埴組№82

連絡先
〒381-2205
長野県長野市青木島町大塚92番地
TEL： 026-284-2135

備考 大本山善光寺大本願布教師会長

伝えたい
メッセージ

開宗八百五十年を迎え、法然上人が説いて
下さった「わが身を知る」ことによって、阿弥
陀さまにお願いするお念仏をお伝えしたい。
法然上人から私たちに伝わったお念仏の足
跡を大事にしていきたい。

フリガナ セキ コウメイ

氏名 關　恒明
生まれ 昭和40年

所属 瑠璃光寺　住職
長野教区松本組№179

連絡先
〒399-8102
長野県安曇野市三郷温610番地
TEL： 0263-77-3538

備考
大本山増上寺布教師
大本山善光寺大本願布教師

伝えたい
メッセージ

聖号十称　明るく正しく仲よく共生きの生
活、不離佛の日々を送らせて頂くために、皆
さまとご一緒に、お念佛のみ教えを学び実践
していきたいと思います。　合掌

フリガナ イトウ セイジュン

氏名 伊東 靖順
生まれ 昭和23年

所属 三宝寺　住職
長野教区長野組№79

連絡先
〒388-8017
長野県長野市篠ノ井山布施8272番地
TEL： 026-229-2371

備考

伝えたい
メッセージ

フリガナ オオタカ ゲンミョウ

氏名 大髙 源明
生まれ 昭和38年

所属 法樹院　住職
長野教区上小組№132

連絡先
〒386-1326
長野県上田市舞田790番地
TEL： 0268-39-2231

備考 総本山知恩院布教師

伝えたい
メッセージ

浄土宗教師になって30年、お念仏申せば申
すほど自分の愚かさ、醜さに気づかされま
す。念念称名常懺悔の毎日ですが、泥凡夫の
私でも救われていく選択本願念仏の尊さ、
有難さをお伝えしています。

フリガナ タキザワ ギョウゲン

氏名 瀧沢 行彦
生まれ 昭和54年

所属 海福寺　副住職
静岡教区東豆組№2

連絡先
〒413-0102
静岡県熱海市下多賀1340番地
TEL： 0557-68-2970

備考 総本山知恩院布教師 ・ 大本山増上寺布教師

伝えたい
メッセージ

現代は欲を満たす事の追求の先に幸せがあ
ると信じているようです。しかし、それは苦し
みの連鎖を生み出す行いであると仏教では
説かれます。往生極楽を求める日々こそが幸
せを頂く道と伝えたいです。

フリガナ ハヤシ シュウホウ

氏名 林　秀峰
生まれ 昭和60年

所属 大泉寺　副住職
富山教区新川組№69

連絡先
〒937-0056
富山県魚津市諏訪町18‐18
TEL： 0765-22-2922

備考

伝えたい
メッセージ

自説を交えず、法然上人のみ教えの正確な
お取り次ぎを心掛けております。「教義に基
づく教化」を指針に布教活動に邁進していく
所存で御座います。

フリガナ オグリ シンコウ

氏名 小栗 信康
生まれ 昭和23年

所属 法蔵院　住職
三河教区豊橋組№19

連絡先
〒440-0891
愛知県豊橋市関屋町224
TEL： 0532-54-9660

備考

伝えたい
メッセージ

お念仏は娑婆で生きる支え・力となり、死に際
してもその支え・力となるものだということ
をお話しさせていただいています。

フリガナ ヤマダ ガクオウ

氏名 山田 學應
生まれ 昭和48年

所属 大聖寺　住職
三河教区岡崎組№85

連絡先
〒444-0242
愛知県岡崎市中之郷町字元山21番地
TEL： 0564-52-3269

備考
総本山知恩院布教師 ・ 大本山増上寺布教師 ・
大本山金戒光明寺布教師

伝えたい
メッセージ

「自信教人信」浅学非才ですが、元祖法然上
人の正しいみ教えを自ら信じ、分かりやすく
お取り継ぎできるよう努めてまいります。よ
ろしくお願いいたします。

フリガナ トザキ ハクリュウ

氏名 戸﨑 博隆
生まれ 昭和32年

所属 報土寺　住職
静岡教区静岡組№89

連絡先
〒420-0868
静岡県静岡市葵区宮ヶ崎町110番地
TEL： 054-252-4920

備考

伝えたい
メッセージ

法然上人の御法語や三部経等を正確に受け
取らせていただき、法然上人のおやさしさや
阿弥陀様のご本願のありがたさに思いを募
らせ、共々に、明るく、楽しく、お念仏をお称え
してまいりましょう。

フリガナ アマノ シンコウ

氏名 天野 信浩
生まれ 昭和36年

所属 栖了院　住職
三河教区渥美組№26

連絡先
〒441-3617
愛知県田原市福江町上紺屋瀬古7番地の1
TEL： 0531-32-0388

備考
総本山知恩院布教師 ・ 大本山増上寺布教師 ・
大本山金戒光明寺布教師

伝えたい
メッセージ

浄土宗の大切な御教え　釈尊・阿弥陀仏の
二尊の教え　法然上人の選擇本願念仏の教
えを正しく間違いなく、そして、分かりやすく
お伝えします。

フリガナ カミヤ シンショウ

氏名 神谷 真章
生まれ 昭和31年

所属 長壽寺　住職
三河教区岡北組№133

連絡先
〒444-0901
愛知県岡崎市森越町字宮前82番地
TEL： 0564-31-1840

備考

伝えたい
メッセージ

幸せのもとお念仏を唱えましょう

フリガナ ナカムラ コウユウ

氏名 中村 康祐
生まれ 昭和53年

所属 實相寺　住職
静岡教区清水組№84

連絡先
〒424-0947
静岡県静岡市清水区清水町12番19号
TEL： 054-352-4029

備考 吉水流詠唱教司 ・ 浄土宗法式教師

伝えたい
メッセージ

静岡教区青年枠として推挙賜りました。
お寺参りは仏と成る道であることを意識して
お伝えしています。二尊の哀れみに外れぬよ
う共に歩みたいと願っています。
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フリガナ ウオズミ ショウジュ

氏名 魚住 昌樹
生まれ 昭和44年

所属 阿彌陀寺　副住職
尾張教区名古屋組№53

連絡先
〒460-0011
愛知県名古屋市中区大須二丁目5番47号
TEL： 052-231-3990

備考 総本山知恩院布教師

伝えたい
メッセージ

一人でも多く往生を。
法話を聞かれた皆様からお念仏の輪が拡
がっていくようなお話を心掛けて参ります。

フリガナ ミワ ワシン

氏名 三輪 和信
生まれ 昭和25年

所属 専唱院　住職
尾張教区城南組№86

連絡先
〒474-0024
愛知県大府市朝日町4丁目139番地
TEL： 0562-46-0528

備考

伝えたい
メッセージ

フリガナ イイダ エイチ

氏名 飯田 英知
生まれ 昭和44年

所属 清浄寺　副住職
尾張教区名古屋組№52

連絡先
〒460-0011
愛知県名古屋市中区大須4‐1‐32
TEL： 052-261-8008

備考

伝えたい
メッセージ

フリガナ ソブエ リョウキョウ

氏名 祖父江 良匡
生まれ 昭和37年

所属 正行寺　住職
尾張教区城南組№75

連絡先
〒457-0064
愛知県名古屋市南区星崎1丁目172
TEL： 052-811-8460

備考 総本山知恩院布教師

伝えたい
メッセージ

法然上人のみ教えを因縁話を交えてわかり
やすくおとりつぎさせていただいておりま
す。特に所求・所帰・去行の信仰の三要素を大
切にしております。

フリガナ ヤマダ ショウシン

氏名 山田 照信
生まれ 昭和55年

所属 唯称寺　副住職
尾張教区尾西南組№217

連絡先
〒496-8014
愛知県愛西市町方町十二城237番地
TEL： 0567-28-3747

備考 総本山知恩院布教師

伝えたい
メッセージ

法然上人がお示し下された「本願念佛」にこ
そ、四苦八苦を解決し真の喜びが頂ける教え
であることを、しっかりと説いていけるよう努
めて参ります。

フリガナ イタクラ セイコウ

氏名 板倉 政弘
生まれ 昭和43年

所属 高徳寺　住職
三河教区岡北組№149

連絡先
〒444-2216
愛知県豊田市九久平町薬師嶽17番地の1
TEL： 0565-58-2105

備考

伝えたい
メッセージ

難解な仏教用語を使わず平易な言葉で本願
念仏のみ教えを伝えることをモットーとして
おります。

特任布教師制度について

特任布教師紹介 （R2.4.1～R4.3.31）
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フリガナ ウオズミ ショウジュ

氏名 魚住 昌樹
生まれ 昭和44年

所属 阿彌陀寺　副住職
尾張教区名古屋組№53

連絡先
〒460-0011
愛知県名古屋市中区大須二丁目5番47号
TEL： 052-231-3990

備考 総本山知恩院布教師

伝えたい
メッセージ

一人でも多く往生を。
法話を聞かれた皆様からお念仏の輪が拡
がっていくようなお話を心掛けて参ります。

フリガナ ミワ ワシン

氏名 三輪 和信
生まれ 昭和25年

所属 専唱院　住職
尾張教区城南組№86

連絡先
〒474-0024
愛知県大府市朝日町4丁目139番地
TEL： 0562-46-0528

備考

伝えたい
メッセージ

フリガナ イイダ エイチ

氏名 飯田 英知
生まれ 昭和44年

所属 清浄寺　副住職
尾張教区名古屋組№52

連絡先
〒460-0011
愛知県名古屋市中区大須4‐1‐32
TEL： 052-261-8008

備考

伝えたい
メッセージ

フリガナ ソブエ リョウキョウ

氏名 祖父江 良匡
生まれ 昭和37年

所属 正行寺　住職
尾張教区城南組№75

連絡先
〒457-0064
愛知県名古屋市南区星崎1丁目172
TEL： 052-811-8460

備考 総本山知恩院布教師

伝えたい
メッセージ

法然上人のみ教えを因縁話を交えてわかり
やすくおとりつぎさせていただいておりま
す。特に所求・所帰・去行の信仰の三要素を大
切にしております。

フリガナ ヤマダ ショウシン

氏名 山田 照信
生まれ 昭和55年

所属 唯称寺　副住職
尾張教区尾西南組№217

連絡先
〒496-8014
愛知県愛西市町方町十二城237番地
TEL： 0567-28-3747

備考 総本山知恩院布教師

伝えたい
メッセージ

法然上人がお示し下された「本願念佛」にこ
そ、四苦八苦を解決し真の喜びが頂ける教え
であることを、しっかりと説いていけるよう努
めて参ります。

フリガナ イタクラ セイコウ

氏名 板倉 政弘
生まれ 昭和43年

所属 高徳寺　住職
三河教区岡北組№149

連絡先
〒444-2216
愛知県豊田市九久平町薬師嶽17番地の1
TEL： 0565-58-2105

備考

伝えたい
メッセージ

難解な仏教用語を使わず平易な言葉で本願
念仏のみ教えを伝えることをモットーとして
おります。

フリガナ ムラカミ シンコウ

氏名 村上 眞孝
生まれ 昭和26年

所属 西林寺　住職
伊勢教区宮川組№232

連絡先
〒515-0505
三重県伊勢市西豊浜町1495
TEL： 0596-37-1233

備考

伝えたい
メッセージ

「心の持ち方」念佛を申す！

フリガナ ニシヤマ レイホウ

氏名 西山 霊峰
生まれ 昭和48年

所属 本誓寺　住職
伊勢教区山田組№253

連絡先
〒516-0015
三重県伊勢市久世戸町96番地
TEL： 0596-28-6905

備考

伝えたい
メッセージ

フリガナ ツツミ コウユウ

氏名 堤　康雄
生まれ 昭和33年

所属 蓮浄寺　住職
伊勢教区香肌組№135

連絡先
〒515-1205
三重県松阪市大石町550
TEL： 0598-34-1237

備考

伝えたい
メッセージ

フリガナ ニイミ ショウゲン

氏名 新美 尚彦
生まれ 昭和42年

所属 蓮華寺　住職
伊勢教区山田組№248

連絡先
〒516-2103
三重県度会郡度会町棚橋1692
TEL： 0596-62-0868

備考

伝えたい
メッセージ

フリガナ ツシマ ユウキョウ

氏名 津島 有教
生まれ 昭和35年

所属 開化寺　住職
伊賀教区上野組№2

連絡先
〒518-0825
三重県伊賀市小田町1077番地
TEL： 0595-21-0224

備考 大本山増上寺布教師

伝えたい
メッセージ

「人に聞かせるという高慢の我があるから人
は聞かないのだ。法は法が聞かすのだ、法は
味である。自ら味わって初めて語る資格があ
るのだ」先徳の金言をかみしめ、励み努めた
く存じます。

フリガナ トククラ ハクシュウ

氏名 德倉 博修
生まれ 昭和13年

所属 弥勒寺　住職経験
伊勢教区松阪組№108

連絡先
〒515-0844
三重県松阪市八重田町746番地
TEL： 0598-58-2189

備考

伝えたい
メッセージ
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フリガナ タナカ ゲンエ

氏名 田中 玄恵
生まれ 昭和42年

所属 大雄寺　住職
岐阜教区高山組№81

連絡先
〒506-0855
岐阜県高山市愛宕町67番地
TEL： 0577-32-1463

備考
総本山知恩院布教師
大本山金戒光明寺布教師

伝えたい
メッセージ

飛騨高山の話なども交えて、楽しく、心に残
る法話を心がけています。

フリガナ タカタ コウジュン

氏名 高田 光順
生まれ 昭和49年

所属 西念寺　住職
石川教区能登組№32

連絡先

〒926-0852
石川県七尾市小島町リ部11番地　
宝幢寺気付
TEL： 0767-52-2796

備考 総本山知恩院布教師

伝えたい
メッセージ

元祖法然上人がご生涯かけてお示し下され
た選択本願念仏のみ教えを誠心誠意お取り
次ぎいたします。

フリガナ タケナカ ジュンユ

氏名 竹中 純瑜
生まれ 昭和42年

所属 正道院　住職
岐阜教区岐阜組№4

連絡先
〒500-8064
岐阜県岐阜市柳沢町9番地
TEL： 058-264-1346

備考 浄土宗人権同和啓発講師
総本山知恩院布教師

伝えたい
メッセージ

一般家庭に育った私が色んな仏様のお導き
を経て阿弥陀様のお救いに出会い、法然上
人のみ教えを学ばして頂き全ての人が往生
出来るお念仏の素晴らしさを一人でも多く
の方にお伝えしたいです。

フリガナ ウオヅ コウゲン

氏名 魚津 光彦
生まれ 昭和45年

所属 誓願寺　住職
石川教区浅野川組№25

連絡先
〒920-0831
石川県金沢市東山二丁目19番21号
TEL： 076-252-4644

備考
総本山知恩院布教師
大本山百萬遍知恩寺布教師

伝えたい
メッセージ

お念仏のみおしえだけではなく、現代では希
薄になりつつある、人のつながり（親子、家
族、友人等）の素晴らしさ、大切さを伝えてい
きたいです。

フリガナ ダイモン シュンジョウ

氏名 大門 俊正
生まれ 昭和22年

所属 善導寺　住職
福井教区福井組№20

連絡先
〒912-0024
福井県大野市錦町4‐11
TEL： 0779-66-2791

備考 総本山知恩院布教師
大本山清浄華院布教師

伝えたい
メッセージ

「念仏を修せんところは、貴賤を論ぜず、海人
漁人がとまやまでも、皆これ予が遺跡なるべ
し」との元祖さまのお言葉の通り、お念仏を
悦び称える方を一人でも増やすべく、どこへ
でも都合のつく限り寄せていただきます

フリガナ シズナガ シハン

氏名 静永 史範
生まれ 昭和25年

所属 徳永寺　住職
伊賀教区柘植組№36

連絡先
〒519-1402
三重県伊賀市柘植町2318番地
TEL： 0595-45-2250

備考 総本山知恩院布教師 ・ 大本山増上寺布教師

伝えたい
メッセージ

寺院以外の一般世間では、最近、仏教の存在
を感じられなくなったとの声をよく耳にしま
す。「お念仏からはじまる幸せ」という願いが
少しでも多くの人に共感できることをめざし
て布教に努めたいと思います。

フリガナ ヒエヌキ コウオン

氏名 稗貫 光遠
生まれ 昭和36年

所属 阿彌陀寺　住職
滋賀教区湖北組№17

連絡先
〒529-0322
滋賀県長浜市湖北町小今270番地
TEL： 0749-78-0697

備考 総本山知恩院布教師

伝えたい
メッセージ

「流れる水は腐らない」仏門の世界に入り、常
に自策自励しながら、前向きに歩んで来た体
験を通じて、救われて往く「実証の話」、「念仏
信仰」の悦びを伝えられるように心懸けてい
ます。

フリガナ セキ ショウケン

氏名 関　正見
生まれ 昭和42年

所属 正福寺　住職
滋賀教区神崎組№65

連絡先
〒529-1435
滋賀県東近江市五個荘伊野部町578番地
TEL： 0748-48-2425

備考 総本山知恩院布教師

伝えたい
メッセージ

お釈迦様のみ教え、法然上人のみ教えに基
づいた仏教的な暮らしの良さをお伝えでき
るように努力しています。

フリガナ サノ ジュンノウ

氏名 佐野 純雄
生まれ 昭和33年

所属 浄国寺　住職
福井教区若狭組№90

連絡先
〒919-2228
福井県大飯郡高浜町塩土1‐96
TEL： 0770-72-1869

備考 総本山知恩院布教師

伝えたい
メッセージ

法然上人のみ教えを、わかりやすくお伝えし
たいと心がけています。
また、今日の社会問題を仏教の視点で捉え
ること、更には、人権に関わる話も、法話の中
でお話しできればと思っています。

フリガナ イナオカ ジュンシ

氏名 稲岡 純史
生まれ 昭和37年

所属 西福寺　住職
滋賀教区愛知組№47

連絡先
〒527-0102
滋賀県東近江市平柳町1676番地
TEL： 0749-45-2987

備考 総本山知恩院布教師

伝えたい
メッセージ

釈迦出世の本懐、万機不益の本願念仏を、元
祖法然上人お導きのままストレートに伝えた
い。

フリガナ オクムラ ショウシン

氏名 奥村 照真
生まれ 昭和47年

所属 西誓寺　住職
滋賀教区蒲生第一組№82

連絡先
〒529-1522
滋賀県東近江市鋳物師町849番地
TEL： 0748-55-0803

備考 総本山知恩院布教師

伝えたい
メッセージ

布教とは熱伝導、熱い話を心がけておりま
す。

フリガナ ヨシミズ ショウゼン

氏名 吉水 正善
生まれ 昭和21年

所属 専安寺　住職
福井教区敦賀東組№55

連絡先
〒914-0801
福井県敦賀市松島26‐15
TEL： 0770-22-5509

備考 大本山清浄華院布教師

伝えたい
メッセージ

特任布教師制度について
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フリガナ タナカ ゲンエ

氏名 田中 玄恵
生まれ 昭和42年

所属 大雄寺　住職
岐阜教区高山組№81

連絡先
〒506-0855
岐阜県高山市愛宕町67番地
TEL： 0577-32-1463

備考
総本山知恩院布教師
大本山金戒光明寺布教師

伝えたい
メッセージ

飛騨高山の話なども交えて、楽しく、心に残
る法話を心がけています。

フリガナ タカタ コウジュン

氏名 高田 光順
生まれ 昭和49年

所属 西念寺　住職
石川教区能登組№32

連絡先

〒926-0852
石川県七尾市小島町リ部11番地　
宝幢寺気付
TEL： 0767-52-2796

備考 総本山知恩院布教師

伝えたい
メッセージ

元祖法然上人がご生涯かけてお示し下され
た選択本願念仏のみ教えを誠心誠意お取り
次ぎいたします。

フリガナ タケナカ ジュンユ

氏名 竹中 純瑜
生まれ 昭和42年

所属 正道院　住職
岐阜教区岐阜組№4

連絡先
〒500-8064
岐阜県岐阜市柳沢町9番地
TEL： 058-264-1346

備考 浄土宗人権同和啓発講師
総本山知恩院布教師

伝えたい
メッセージ

一般家庭に育った私が色んな仏様のお導き
を経て阿弥陀様のお救いに出会い、法然上
人のみ教えを学ばして頂き全ての人が往生
出来るお念仏の素晴らしさを一人でも多く
の方にお伝えしたいです。

フリガナ ウオヅ コウゲン

氏名 魚津 光彦
生まれ 昭和45年

所属 誓願寺　住職
石川教区浅野川組№25

連絡先
〒920-0831
石川県金沢市東山二丁目19番21号
TEL： 076-252-4644

備考
総本山知恩院布教師
大本山百萬遍知恩寺布教師

伝えたい
メッセージ

お念仏のみおしえだけではなく、現代では希
薄になりつつある、人のつながり（親子、家
族、友人等）の素晴らしさ、大切さを伝えてい
きたいです。

フリガナ ダイモン シュンジョウ

氏名 大門 俊正
生まれ 昭和22年

所属 善導寺　住職
福井教区福井組№20

連絡先
〒912-0024
福井県大野市錦町4‐11
TEL： 0779-66-2791

備考 総本山知恩院布教師
大本山清浄華院布教師

伝えたい
メッセージ

「念仏を修せんところは、貴賤を論ぜず、海人
漁人がとまやまでも、皆これ予が遺跡なるべ
し」との元祖さまのお言葉の通り、お念仏を
悦び称える方を一人でも増やすべく、どこへ
でも都合のつく限り寄せていただきます

フリガナ シズナガ シハン

氏名 静永 史範
生まれ 昭和25年

所属 徳永寺　住職
伊賀教区柘植組№36

連絡先
〒519-1402
三重県伊賀市柘植町2318番地
TEL： 0595-45-2250

備考 総本山知恩院布教師 ・ 大本山増上寺布教師

伝えたい
メッセージ

寺院以外の一般世間では、最近、仏教の存在
を感じられなくなったとの声をよく耳にしま
す。「お念仏からはじまる幸せ」という願いが
少しでも多くの人に共感できることをめざし
て布教に努めたいと思います。

フリガナ ヒエヌキ コウオン

氏名 稗貫 光遠
生まれ 昭和36年

所属 阿彌陀寺　住職
滋賀教区湖北組№17

連絡先
〒529-0322
滋賀県長浜市湖北町小今270番地
TEL： 0749-78-0697

備考 総本山知恩院布教師

伝えたい
メッセージ

「流れる水は腐らない」仏門の世界に入り、常
に自策自励しながら、前向きに歩んで来た体
験を通じて、救われて往く「実証の話」、「念仏
信仰」の悦びを伝えられるように心懸けてい
ます。

フリガナ セキ ショウケン

氏名 関　正見
生まれ 昭和42年

所属 正福寺　住職
滋賀教区神崎組№65

連絡先
〒529-1435
滋賀県東近江市五個荘伊野部町578番地
TEL： 0748-48-2425

備考 総本山知恩院布教師

伝えたい
メッセージ

お釈迦様のみ教え、法然上人のみ教えに基
づいた仏教的な暮らしの良さをお伝えでき
るように努力しています。

フリガナ サノ ジュンノウ

氏名 佐野 純雄
生まれ 昭和33年

所属 浄国寺　住職
福井教区若狭組№90

連絡先
〒919-2228
福井県大飯郡高浜町塩土1‐96
TEL： 0770-72-1869

備考 総本山知恩院布教師

伝えたい
メッセージ

法然上人のみ教えを、わかりやすくお伝えし
たいと心がけています。
また、今日の社会問題を仏教の視点で捉え
ること、更には、人権に関わる話も、法話の中
でお話しできればと思っています。

フリガナ イナオカ ジュンシ

氏名 稲岡 純史
生まれ 昭和37年

所属 西福寺　住職
滋賀教区愛知組№47

連絡先
〒527-0102
滋賀県東近江市平柳町1676番地
TEL： 0749-45-2987

備考 総本山知恩院布教師

伝えたい
メッセージ

釈迦出世の本懐、万機不益の本願念仏を、元
祖法然上人お導きのままストレートに伝えた
い。

フリガナ オクムラ ショウシン

氏名 奥村 照真
生まれ 昭和47年

所属 西誓寺　住職
滋賀教区蒲生第一組№82

連絡先
〒529-1522
滋賀県東近江市鋳物師町849番地
TEL： 0748-55-0803

備考 総本山知恩院布教師

伝えたい
メッセージ

布教とは熱伝導、熱い話を心がけておりま
す。

フリガナ ヨシミズ ショウゼン

氏名 吉水 正善
生まれ 昭和21年

所属 専安寺　住職
福井教区敦賀東組№55

連絡先
〒914-0801
福井県敦賀市松島26‐15
TEL： 0770-22-5509

備考 大本山清浄華院布教師

伝えたい
メッセージ
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フリガナ イノ シュウリュウ

氏名 井野 周隆
生まれ 昭和48年

所属 雲住寺　副住職
滋賀教区湖南組№392

連絡先
〒520-2134
滋賀県大津市瀬田2‐1‐8
TEL： 077-545-0234

備考 総本山知恩院布教師

伝えたい
メッセージ

「本願の宮仕え」として、一人でも多くの方
が、阿弥陀様のお救いに預かり、極楽往生を
果たせるようお念佛を勧めてまいりたい。

フリガナ ヒシダ シュンヤ

氏名 菱田 俊也
生まれ 昭和48年

所属 公安院　住職　
京都教区鴨川組№65

連絡先
〒606-8321
京都府京都市左京区岡崎東福の川町1番地
TEL： 075-771-1936

備考
総本山知恩院布教師
大本山百萬遍知恩寺布教師

伝えたい
メッセージ

この度特任布教師を拝命致しました、菱田俊
也と申します。
私が師事する先生のお言葉「常に聴衆の側に
立ち、わかる話を丁寧に」を大切にし、皆様に
お話させて頂けるように精進してまいります。

フリガナ ハスミ ショウカン

氏名 蓮見 昌寛
生まれ 昭和40年

所属 眞福寺　住職
滋賀教区甲賀組№247

連絡先
〒528-0032
滋賀県甲賀市水口町八坂6‐32
TEL： 0748-62-2818

備考
総本山知恩院布教師
大本山清浄華院布教師

伝えたい
メッセージ

法然上人がお遺し下さったお言葉を柱に、そ
の御心をわかりやすくお取り次ぎさせていた
だくことで、皆がお念仏生活の中に、苦しい
中にも小さな幸せを感じていけたらと考え
ております。合掌

フリガナ ヤスモト レイゲン

氏名 安本 霊彦
生まれ 昭和35年

所属 攝取院　住職
滋賀教区大津組№478

連絡先
〒520-0064
滋賀県大津市追分町10番1号
TEL： 077-522-1734

備考 総本山知恩院布教師

伝えたい
メッセージ

自信教人信　難中転更難　大悲伝普化　真
成報仏恩　　合掌十念

フリガナ カツダ リョウジュ

氏名 勝田 良樹
生まれ 昭和38年

所属 三縁寺　住職
京都教区鴨川組№80

連絡先
〒606-0024
京都府京都市左京区岩倉花園町606番地
TEL： 075-722-2948

備考 総本山知恩院布教師 ・
大本山清浄華院布教師 ・ 浄土宗教誨師

伝えたい
メッセージ

いま世間では僧侶としての自覚が問われて
おります。なかでも法話の力量不足が危惧さ
れます。祖師報恩の為お念佛篤信者増加に
向けて、祖師のみ教えを優しく解りやすくお
取次ぎさせて頂きます。

フリガナ イナオカ ケンジュン

氏名 稲岡 賢純
生まれ 昭和53年

所属 来迎院　住職
滋賀教区蒲生第二組№133

連絡先
〒527-0091
滋賀県東近江市小脇町1875番地
TEL： 0748-23-3927

備考 総本山知恩院布教師
大本山百萬遍知恩寺布教師

伝えたい
メッセージ

お檀家様にお念仏のありがたさを伝えるた
め布教の勉強を始めた私は内省の毎日。「時
は今ところ足もとそのことにうちこむ命とわ
のみ命」お念仏とともに今をしっかりと生き
ていきたいと思います。

フリガナ ヤマナカ リュウオウ

氏名 山中 隆央
生まれ 昭和38年

所属 光傳寺　住職
京都教区伏見組№289

連絡先
〒612-8026
京都府京都市伏見区桃山町伊賀57
TEL： 075-611-3451

備考 大本山百萬遍知恩寺布教師

伝えたい
メッセージ

わかりやすく、檀信徒さま方の日常に寄り添
えるお念仏法話を心がけています。

フリガナ ジョウヒラ ケンコウ

氏名 城平 賢宏
生まれ 昭和36年

所属 天然寺　住職
京都教区洛南組№300

連絡先
〒612-8477
京都府京都市伏見区下鳥羽中三町18番地
TEL： 075-611-5618

備考

伝えたい
メッセージ

「説法者に於いては、医王の想いを作せ、ま
た抜苦の想いを作すべし」の心構えの元、お
釈迦様のみ教え、法然上人のお念佛のみ教
えを聴衆の方々に、わかりやすくお話するよ
うに心がけています。

フリガナ トダ ショウジュ

氏名 登田 正樹
生まれ 昭和47年

所属 蓮乘寺　住職
京都教区伏見組№252

連絡先
〒612-0889
京都府京都市伏見区深草直違橋二丁目441
TEL： 075-641-5440

備考

伝えたい
メッセージ

明日を保証されていない私たちが安心して
生きる事が出来るのは、安心して死んでいけ
る救いが既に阿弥陀様によって与えられて
おり、お浄土へ往生させて頂ける信心信仰
の有難さに気付かせて頂く事。

フリガナ ハダ リュウヤ

氏名 羽田 龍也
生まれ 昭和48年

所属 大善寺　住職
京都教区伏見組№290

連絡先
〒612-8013
京都府京都市伏見区桃山町西町24番地
TEL： 075-611-4966

備考

伝えたい
メッセージ

宗教離れ、お寺離れが深刻化する中、お念仏
法話によって再び足をお寺に向けなおしても
らおうと。また、一人でも多くの心に綺麗な
花を咲かせたい。との目標を持ち、日々研鑽
いたしております。

フリガナ ワダ エモン

氏名 和田 恵聞
生まれ 昭和52年

所属 西遊寺　住職
京都教区八幡組№594

連絡先
〒614-8341
京都府八幡市橋本中ノ町46番地
TEL： 075-981-0317

備考 総本山知恩院布教師
大本山百萬遍知恩寺布教師

伝えたい
メッセージ

私は仏教のみ教えとは、今生きている人が、
より幸せに生きていくための、み教えである
と受け取っています。「わかりやすく」を心掛
け、参拝者が「来てよかった」と思っていただ
ける事を願い法話しています。

フリガナ カメヤマ セイシン

氏名 亀山 政臣
生まれ 昭和48年

所属 專称寺　住職
京都教区鴨川組№604

連絡先
〒601-1122
京都府京都市左京区静市野中町17番地
TEL： 075-741-3061

備考 総本山知恩院布教師
大本山百萬遍知恩寺布教師

伝えたい
メッセージ

佛教やお念佛の教えをわかりやすく伝えること
をモットーに、自分が得た気づきや悦びを基に
生きるためのヒントなどをお伝えしたいです。
佛まかせの身こそやすけれの安心の人生を。
携帯電話番号 090-1598-9947
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フリガナ イノ シュウリュウ

氏名 井野 周隆
生まれ 昭和48年

所属 雲住寺　副住職
滋賀教区湖南組№392

連絡先
〒520-2134
滋賀県大津市瀬田2‐1‐8
TEL： 077-545-0234

備考 総本山知恩院布教師

伝えたい
メッセージ

「本願の宮仕え」として、一人でも多くの方
が、阿弥陀様のお救いに預かり、極楽往生を
果たせるようお念佛を勧めてまいりたい。

フリガナ ヒシダ シュンヤ

氏名 菱田 俊也
生まれ 昭和48年

所属 公安院　住職　
京都教区鴨川組№65

連絡先
〒606-8321
京都府京都市左京区岡崎東福の川町1番地
TEL： 075-771-1936

備考
総本山知恩院布教師
大本山百萬遍知恩寺布教師

伝えたい
メッセージ

この度特任布教師を拝命致しました、菱田俊
也と申します。
私が師事する先生のお言葉「常に聴衆の側に
立ち、わかる話を丁寧に」を大切にし、皆様に
お話させて頂けるように精進してまいります。

フリガナ ハスミ ショウカン

氏名 蓮見 昌寛
生まれ 昭和40年

所属 眞福寺　住職
滋賀教区甲賀組№247

連絡先
〒528-0032
滋賀県甲賀市水口町八坂6‐32
TEL： 0748-62-2818

備考
総本山知恩院布教師
大本山清浄華院布教師

伝えたい
メッセージ

法然上人がお遺し下さったお言葉を柱に、そ
の御心をわかりやすくお取り次ぎさせていた
だくことで、皆がお念仏生活の中に、苦しい
中にも小さな幸せを感じていけたらと考え
ております。合掌

フリガナ ヤスモト レイゲン

氏名 安本 霊彦
生まれ 昭和35年

所属 攝取院　住職
滋賀教区大津組№478

連絡先
〒520-0064
滋賀県大津市追分町10番1号
TEL： 077-522-1734

備考 総本山知恩院布教師

伝えたい
メッセージ

自信教人信　難中転更難　大悲伝普化　真
成報仏恩　　合掌十念

フリガナ カツダ リョウジュ

氏名 勝田 良樹
生まれ 昭和38年

所属 三縁寺　住職
京都教区鴨川組№80

連絡先
〒606-0024
京都府京都市左京区岩倉花園町606番地
TEL： 075-722-2948

備考 総本山知恩院布教師 ・
大本山清浄華院布教師 ・ 浄土宗教誨師

伝えたい
メッセージ

いま世間では僧侶としての自覚が問われて
おります。なかでも法話の力量不足が危惧さ
れます。祖師報恩の為お念佛篤信者増加に
向けて、祖師のみ教えを優しく解りやすくお
取次ぎさせて頂きます。

フリガナ イナオカ ケンジュン

氏名 稲岡 賢純
生まれ 昭和53年

所属 来迎院　住職
滋賀教区蒲生第二組№133

連絡先
〒527-0091
滋賀県東近江市小脇町1875番地
TEL： 0748-23-3927

備考 総本山知恩院布教師
大本山百萬遍知恩寺布教師

伝えたい
メッセージ

お檀家様にお念仏のありがたさを伝えるた
め布教の勉強を始めた私は内省の毎日。「時
は今ところ足もとそのことにうちこむ命とわ
のみ命」お念仏とともに今をしっかりと生き
ていきたいと思います。

フリガナ ヤマナカ リュウオウ

氏名 山中 隆央
生まれ 昭和38年

所属 光傳寺　住職
京都教区伏見組№289

連絡先
〒612-8026
京都府京都市伏見区桃山町伊賀57
TEL： 075-611-3451

備考 大本山百萬遍知恩寺布教師

伝えたい
メッセージ

わかりやすく、檀信徒さま方の日常に寄り添
えるお念仏法話を心がけています。

フリガナ ジョウヒラ ケンコウ

氏名 城平 賢宏
生まれ 昭和36年

所属 天然寺　住職
京都教区洛南組№300

連絡先
〒612-8477
京都府京都市伏見区下鳥羽中三町18番地
TEL： 075-611-5618

備考

伝えたい
メッセージ

「説法者に於いては、医王の想いを作せ、ま
た抜苦の想いを作すべし」の心構えの元、お
釈迦様のみ教え、法然上人のお念佛のみ教
えを聴衆の方々に、わかりやすくお話するよ
うに心がけています。

フリガナ トダ ショウジュ

氏名 登田 正樹
生まれ 昭和47年

所属 蓮乘寺　住職
京都教区伏見組№252

連絡先
〒612-0889
京都府京都市伏見区深草直違橋二丁目441
TEL： 075-641-5440

備考

伝えたい
メッセージ

明日を保証されていない私たちが安心して
生きる事が出来るのは、安心して死んでいけ
る救いが既に阿弥陀様によって与えられて
おり、お浄土へ往生させて頂ける信心信仰
の有難さに気付かせて頂く事。

フリガナ ハダ リュウヤ

氏名 羽田 龍也
生まれ 昭和48年

所属 大善寺　住職
京都教区伏見組№290

連絡先
〒612-8013
京都府京都市伏見区桃山町西町24番地
TEL： 075-611-4966

備考

伝えたい
メッセージ

宗教離れ、お寺離れが深刻化する中、お念仏
法話によって再び足をお寺に向けなおしても
らおうと。また、一人でも多くの心に綺麗な
花を咲かせたい。との目標を持ち、日々研鑽
いたしております。

フリガナ ワダ エモン

氏名 和田 恵聞
生まれ 昭和52年

所属 西遊寺　住職
京都教区八幡組№594

連絡先
〒614-8341
京都府八幡市橋本中ノ町46番地
TEL： 075-981-0317

備考 総本山知恩院布教師
大本山百萬遍知恩寺布教師

伝えたい
メッセージ

私は仏教のみ教えとは、今生きている人が、
より幸せに生きていくための、み教えである
と受け取っています。「わかりやすく」を心掛
け、参拝者が「来てよかった」と思っていただ
ける事を願い法話しています。

フリガナ カメヤマ セイシン

氏名 亀山 政臣
生まれ 昭和48年

所属 專称寺　住職
京都教区鴨川組№604

連絡先
〒601-1122
京都府京都市左京区静市野中町17番地
TEL： 075-741-3061

備考 総本山知恩院布教師
大本山百萬遍知恩寺布教師

伝えたい
メッセージ

佛教やお念佛の教えをわかりやすく伝えること
をモットーに、自分が得た気づきや悦びを基に
生きるためのヒントなどをお伝えしたいです。
佛まかせの身こそやすけれの安心の人生を。
携帯電話番号 090-1598-9947

97和合　令和2年　4月号



フリガナ ナカムラ コウドウ

氏名 中村 宏道
生まれ 昭和26年

所属 花園寺　住職
奈良教区第三組№54

連絡先
〒632-0011
奈良県天理市石上町67
TEL： 0743-65-3770

備考 総本山知恩院布教師

伝えたい
メッセージ

フリガナ ヒロイ イッポウ

氏名 廣井 一法
生まれ 昭和36年

所属 蓮花寺　住職
奈良教区第六組№142

連絡先
〒634-0114
奈良県高市郡明日香村大字細川584番地
TEL： 0744-54-2566

備考 総本山知恩院布教師

伝えたい
メッセージ

同じ話を堂々と出来る布教師でありたい。

フリガナ タナカ ケンユウ

氏名 田中 賢祐
生まれ 昭和28年

所属 願生寺　住職
京都教区船桑組№520

連絡先

〒629-0321
京都府南丹市日吉町佐々江大石谷28番
安楽寺気付
TEL： 090-8366-1521

備考 総本山知恩院布教師

伝えたい
メッセージ

ただ往生極楽の為には南無阿弥陀佛と申し
て疑いなく往生するぞと思い取りて申す外
には別の仔細候わず。

フリガナ ノジマ ガクドウ

氏名 野島 学道
生まれ 昭和40年

所属 極楽寺　住職
奈良教区第四組№83

連絡先
〒633-0062
奈良県桜井市粟殿677番地
TEL： 0744-42-2030

備考

伝えたい
メッセージ

現代の信仰心の衰退、家族葬、墓じまいが多
くなっている時代において再び信仰（念仏）
を進めていく。　日常生活の中で役立つよう
な法話をわかりやすく説くことをのぞんでい
ます。

フリガナ ナカムラ コウワ

氏名 中村 晃和
生まれ 昭和23年

所属 西迎院　住職
奈良教区第十二組№304

連絡先
〒638-0041
奈良県吉野郡下市町下市564‐1
TEL： 0747-52-2236

備考

伝えたい
メッセージ

現代人の心からの仏法という真理の光が消
えたため自然破壊、人心の荒廃は極限に達し
た。今こそ仏法の大切さと阿弥陀仏、極楽浄
土の実在することを説き、大衆迎合に向う仏
教界にあって正法を流布したい。

フリガナ キソウ シンジョウ

氏名 喜早 信定
生まれ 昭和50年

所属 安養寺　住職
京都教区南城組№444

連絡先
〒610-0101
京都府城陽市平川指月83番地
TEL： 0774-52-0527

備考 総本山知恩院布教師

伝えたい
メッセージ

高齢化により死別の悲しみを抱える人が多
い現在にとり、往生極楽を願う浄土宗のお念
仏は、最も時代が求める教えであると言えま
す。私は布教において往生極楽のためのお
念仏を大切にしています。

特任布教師制度について
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フリガナ ナカムラ コウドウ

氏名 中村 宏道
生まれ 昭和26年

所属 花園寺　住職
奈良教区第三組№54

連絡先
〒632-0011
奈良県天理市石上町67
TEL： 0743-65-3770

備考 総本山知恩院布教師

伝えたい
メッセージ

フリガナ ヒロイ イッポウ

氏名 廣井 一法
生まれ 昭和36年

所属 蓮花寺　住職
奈良教区第六組№142

連絡先
〒634-0114
奈良県高市郡明日香村大字細川584番地
TEL： 0744-54-2566

備考 総本山知恩院布教師

伝えたい
メッセージ

同じ話を堂々と出来る布教師でありたい。

フリガナ タナカ ケンユウ

氏名 田中 賢祐
生まれ 昭和28年

所属 願生寺　住職
京都教区船桑組№520

連絡先

〒629-0321
京都府南丹市日吉町佐々江大石谷28番
安楽寺気付
TEL： 090-8366-1521

備考 総本山知恩院布教師

伝えたい
メッセージ

ただ往生極楽の為には南無阿弥陀佛と申し
て疑いなく往生するぞと思い取りて申す外
には別の仔細候わず。

フリガナ ノジマ ガクドウ

氏名 野島 学道
生まれ 昭和40年

所属 極楽寺　住職
奈良教区第四組№83

連絡先
〒633-0062
奈良県桜井市粟殿677番地
TEL： 0744-42-2030

備考

伝えたい
メッセージ

現代の信仰心の衰退、家族葬、墓じまいが多
くなっている時代において再び信仰（念仏）
を進めていく。　日常生活の中で役立つよう
な法話をわかりやすく説くことをのぞんでい
ます。

フリガナ ナカムラ コウワ

氏名 中村 晃和
生まれ 昭和23年

所属 西迎院　住職
奈良教区第十二組№304

連絡先
〒638-0041
奈良県吉野郡下市町下市564‐1
TEL： 0747-52-2236

備考

伝えたい
メッセージ

現代人の心からの仏法という真理の光が消
えたため自然破壊、人心の荒廃は極限に達し
た。今こそ仏法の大切さと阿弥陀仏、極楽浄
土の実在することを説き、大衆迎合に向う仏
教界にあって正法を流布したい。

フリガナ キソウ シンジョウ

氏名 喜早 信定
生まれ 昭和50年

所属 安養寺　住職
京都教区南城組№444

連絡先
〒610-0101
京都府城陽市平川指月83番地
TEL： 0774-52-0527

備考 総本山知恩院布教師

伝えたい
メッセージ

高齢化により死別の悲しみを抱える人が多
い現在にとり、往生極楽を願う浄土宗のお念
仏は、最も時代が求める教えであると言えま
す。私は布教において往生極楽のためのお
念仏を大切にしています。

フリガナ シオジ ゼンチョウ

氏名 塩路 善澄
生まれ 昭和25年

所属 正覚寺　住職
和歌山教区日高組№168

連絡先
〒649-1532
和歌山県日高郡印南町印南原5189
TEL： 0738-44-0851

備考 総本山知恩院布教師

伝えたい
メッセージ

著書『徳本上人御2百回忌記念、徳本行者―
郷土での足跡探訪記』（青山社）『徳本行者
を慕いて―郷土での足跡』（青山社）『いつも
ふたりづれ』（青山社）『今、しあわせですか』
（探求社出版）

フリガナ アシマ コウジュン

氏名 葭間 弘淳
生まれ 昭和42年

所属 稱念寺　住職　
大阪教区大江組№41

連絡先

〒543-0076
大阪府大阪市天王寺区下寺町
1丁目1番19号
TEL： 06-6772-3737

備考
総本山知恩院布教師
大本山百萬遍知恩寺布教師

伝えたい
メッセージ

わかりやすく親しみやすく、心に響く法話を
心がけています。

フリガナ フクイ ジョウドウ

氏名 福井 浄堂
生まれ 昭和32年

所属 善福寺　住職
和歌山教区日方組№44

連絡先
〒641-0014
和歌山県和歌山市毛見1219番地
TEL： 073-444-3442

備考 総本山知恩院布教師

伝えたい
メッセージ

凡夫の私達が導かれていくのは念佛より他
にありません。自分自身の至らなさ愚かさを
見つめ気づかせて頂き念佛往生をさせて頂
く喜びを精一杯伝え続けていきたいと思い
ます。

フリガナ エノモト リョウジ

氏名 榎本 了示
生まれ 昭和32年

所属 来迎寺　住職
和歌山教区西牟婁組№190

連絡先
〒649-2211
和歌山県西牟婁郡白浜町1977番地
TEL： 0739-43-2861

備考
総本山知恩院布教師
大本山百萬遍知恩寺布教師

伝えたい
メッセージ

「井の中の蛙大海を知らず」まさに煩悩の囲
いの中に生きる衆生の姿そのものです。「さ
れど空の高さを知る」と続きます。井戸の奥
底にも阿弥陀さまのお慈悲の光は照らして
下さっています。

フリガナ フカダ シンセイ

氏名 深田 真正
生まれ 昭和49年

所属 大福寺　住職
大阪教区西清堀組№107

連絡先

〒543-0001
大阪府大阪市天王寺区上本町
四丁目1番15号
TEL： 06-6761-0748

備考 総本山知恩院布教師

伝えたい
メッセージ

自分自身が心より感謝の思いを持ち阿弥陀
様の大慈悲、法然上人のお念仏のみ教えを
お伝えさせて頂きたい。

フリガナ カツベ ショウユウ

氏名 勝部 正雄
生まれ 昭和18年

所属 佛眼寺　住職
奈良教区第十二組№307

連絡先
〒638-0831
奈良県吉野郡大淀町佐名伝363
TEL： 0747-52-2005

備考

伝えたい
メッセージ

口には経をよみ、身には仏を礼拝すれども心
には思わじことのみおもわれて、一時もとど
まる事なし。しかれば我らが身をもって、いか
でか生死をはなるべき。かなしきかなや。こ
の心ありて称名ありき。

99和合　令和2年　4月号



フリガナ ミヤガワ コウメイ

氏名 宮川 孝明
生まれ 昭和47年

所属 清伝寺　住職
大阪教区河北組№247

連絡先
〒573-1171
大阪府枚方市三栗1‐5‐14
TEL： 072-857-7148

備考
総本山知恩院布教師
大本山百萬遍知恩寺布教師

伝えたい
メッセージ

「お念仏は悦び」「お念仏は希望」
お念仏を申すことでいただける悦びと希望
を、それにふさわしい明るさと尊さのうちに
お伝えしたいと思っております。

フリガナ ミヤヂ ショウソク

氏名 宮地 正則
生まれ 昭和25年

所属 秋玄寺　住職
大阪教区第一河南組№285

連絡先
〒572-0806
大阪府寝屋川市高宮二丁目8番18号
TEL： 072-821-4795

備考

伝えたい
メッセージ

今の時代、煩悩（欲望・怒り・愚痴）が跋扈し、
人々は不安な日々を過ごしております。それ
は、心の拠所が無い事によります。今こそお
念仏をお称えして阿弥陀仏と共に歩むこと
が求められています。

フリガナ ヨシイ リュウショウ

氏名 芳井 隆昇
生まれ 昭和40年

所属 阿弥陀寺　住職　
大阪教区東摂組№190

連絡先
〒569-1015
大阪府高槻市成合中の町5番5号
TEL： 072-688-2454

備考
総本山知恩院布教師
大本山百萬遍知恩寺布教師

伝えたい
メッセージ

家庭に　お念仏のみ光を

フリガナ コウノ シンゲン

氏名 河野 真元
生まれ 昭和46年

所属 妙楽寺　副住職
大阪教区第一河南組№270

連絡先
〒570-0012
大阪府守口市大久保町四丁目25番8号
TEL： 06-6901-5985

備考 総本山知恩院布教師

伝えたい
メッセージ

通仏教や法然上人の御教えを聴衆に少しで
も深くお伝えできるように平易な言葉や例
え話を用いることを心掛けています。多くの
方と仏教の素晴らしさ・お念仏の有難さを共
感・共有していきたいです。

フリガナ トコズミ テツヤ

氏名 常住 哲也
生まれ 昭和47年

所属 安楽寺　住職
大阪教区泉北組№368

連絡先
〒595-0063
大阪府泉大津市本町4番14号
TEL： 0725-32-2298

備考
総本山知恩院布教師
大本山百萬遍知恩寺布教師

伝えたい
メッセージ

近年、未曽有の災害や犯罪などが頻繁に起こ
り不安は増すばかりです。私はそんな出来事
を、どのように捉え、前向きに生きていくかお
念仏のみ教えを通じてお伝えすることを第
一に心掛けています。

フリガナ カリヤス タクヤ

氏名 苅安 卓也
生まれ 昭和48年

所属 法藏院　住職
大阪教区東清堀組№128

連絡先
〒543-0017
大阪府大阪市天王寺区城南寺町7番4号
TEL： 06-6764-0933

備考
総本山知恩院布教師
大本山金戒光明寺布教師

伝えたい
メッセージ

ひとりでも多くの方に往生を遂げていただけ
るように精一杯念仏をお勧めいたします。合掌
法話ブログ「法の藏」http://hounokura.
houzouin.net

フリガナ アカシ ワジョウ

氏名 明石 和成
生まれ 昭和27年

所属 済鱗寺　住職
兵庫教区神戸組№8

連絡先
〒652-0813
兵庫県神戸市兵庫区兵庫町2‐1‐38
TEL： 078-671-1175

備考
総本山知恩院布教師
宗教教誨師

伝えたい
メッセージ

播磨社会復帰促進センター所属宗教教誨師
として刑務所収容者に話を聞いたり、法然上
人のみ教えをできるだけわかりやすく話をす
るように心がけています。

フリガナ ウラカミ ハクリュウ

氏名 浦上 博隆
生まれ 昭和28年

所属 常楽寺　住職
兵庫教区武崎組№42

連絡先
〒660-0867
兵庫県尼崎市寺町1
TEL： 06-6411-9089

備考 総本山知恩院布教師

伝えたい
メッセージ

浄土教諸師の理解と元祖様のお言葉によっ
て、所求・所帰・去行をお伝えする。
現代人にとって身近な話題からお念仏のみ
教えを説く。

フリガナ サカグチ ユウゲン

氏名 阪口 祐彦
生まれ 昭和34年

所属 正覚寺　住職
大阪教区泉北組№396

連絡先
〒596-0054
大阪府岸和田市宮本町27番8号
TEL： 072-422-3427

備考 総本山知恩院布教師

伝えたい
メッセージ

難しいことをやさしく、わかりやすく、おもし
ろく、お念仏とともに感動を以て伝えたいと
思っています。

フリガナ クサカベ ケンシ

氏名 日下部 謙旨
生まれ 昭和38年

所属 慶光寺　住職　
兵庫教区灘組№36

連絡先
〒657-0066
兵庫県神戸市灘区篠原中町1‐5‐8
TEL： 078-881-1889

備考 総本山知恩院・大本山増上寺・ 
大本山金戒光明寺・大本山清浄華院 各布教師

伝えたい
メッセージ

「仏教離れ」の現実を見据えつつ、井上ひ
さしの「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…」の言葉を
目標に精進いたします。

フリガナ シバタ ガショウ

氏名 柴田 雅章
生まれ 昭和35年

所属 光明寺　住職
兵庫教区武崎組№46

連絡先
〒660-0893
兵庫県尼崎市西難波町五丁目9番20号
TEL： 06-6401-2561

備考
総本山知恩院布教師
大本山百萬遍知恩寺布教師

伝えたい
メッセージ

最近は尺八を用いる法話を中心にお話をさ
せていただいております。
ユーチューブで『尺八法話』を検索してみて
ください。

フリガナ サクラザワ コウショウ

氏名 櫻澤 宏尚
生まれ 昭和48年

所属 浄福寺　副住職
大阪教区泉北組№381

連絡先
〒595-0023
大阪府泉大津市豊中町2丁目12番17号
TEL： 0725-32-2917

備考
総本山知恩院布教師
大本山百萬遍知恩寺布教師

伝えたい
メッセージ

格差社会、少子高齢化、大災害など不安が絶
えない現代での念仏者としてのふさわしい
生き方とは何か。明るく仲良く正しく生きる
こととは何か。仏教・お念仏のみ教えを通じ
てお伝えしたい。

特任布教師制度について

特任布教師紹介 （R2.4.1～R4.3.31）
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フリガナ ミヤガワ コウメイ

氏名 宮川 孝明
生まれ 昭和47年

所属 清伝寺　住職
大阪教区河北組№247

連絡先
〒573-1171
大阪府枚方市三栗1‐5‐14
TEL： 072-857-7148

備考
総本山知恩院布教師
大本山百萬遍知恩寺布教師

伝えたい
メッセージ

「お念仏は悦び」「お念仏は希望」
お念仏を申すことでいただける悦びと希望
を、それにふさわしい明るさと尊さのうちに
お伝えしたいと思っております。

フリガナ ミヤヂ ショウソク

氏名 宮地 正則
生まれ 昭和25年

所属 秋玄寺　住職
大阪教区第一河南組№285

連絡先
〒572-0806
大阪府寝屋川市高宮二丁目8番18号
TEL： 072-821-4795

備考

伝えたい
メッセージ

今の時代、煩悩（欲望・怒り・愚痴）が跋扈し、
人々は不安な日々を過ごしております。それ
は、心の拠所が無い事によります。今こそお
念仏をお称えして阿弥陀仏と共に歩むこと
が求められています。

フリガナ ヨシイ リュウショウ

氏名 芳井 隆昇
生まれ 昭和40年

所属 阿弥陀寺　住職　
大阪教区東摂組№190

連絡先
〒569-1015
大阪府高槻市成合中の町5番5号
TEL： 072-688-2454

備考
総本山知恩院布教師
大本山百萬遍知恩寺布教師

伝えたい
メッセージ

家庭に　お念仏のみ光を

フリガナ コウノ シンゲン

氏名 河野 真元
生まれ 昭和46年

所属 妙楽寺　副住職
大阪教区第一河南組№270

連絡先
〒570-0012
大阪府守口市大久保町四丁目25番8号
TEL： 06-6901-5985

備考 総本山知恩院布教師

伝えたい
メッセージ

通仏教や法然上人の御教えを聴衆に少しで
も深くお伝えできるように平易な言葉や例
え話を用いることを心掛けています。多くの
方と仏教の素晴らしさ・お念仏の有難さを共
感・共有していきたいです。

フリガナ トコズミ テツヤ

氏名 常住 哲也
生まれ 昭和47年

所属 安楽寺　住職
大阪教区泉北組№368

連絡先
〒595-0063
大阪府泉大津市本町4番14号
TEL： 0725-32-2298

備考
総本山知恩院布教師
大本山百萬遍知恩寺布教師

伝えたい
メッセージ

近年、未曽有の災害や犯罪などが頻繁に起こ
り不安は増すばかりです。私はそんな出来事
を、どのように捉え、前向きに生きていくかお
念仏のみ教えを通じてお伝えすることを第
一に心掛けています。

フリガナ カリヤス タクヤ

氏名 苅安 卓也
生まれ 昭和48年

所属 法藏院　住職
大阪教区東清堀組№128

連絡先
〒543-0017
大阪府大阪市天王寺区城南寺町7番4号
TEL： 06-6764-0933

備考
総本山知恩院布教師
大本山金戒光明寺布教師

伝えたい
メッセージ

ひとりでも多くの方に往生を遂げていただけ
るように精一杯念仏をお勧めいたします。合掌
法話ブログ「法の藏」http://hounokura.
houzouin.net

フリガナ アカシ ワジョウ

氏名 明石 和成
生まれ 昭和27年

所属 済鱗寺　住職
兵庫教区神戸組№8

連絡先
〒652-0813
兵庫県神戸市兵庫区兵庫町2‐1‐38
TEL： 078-671-1175

備考
総本山知恩院布教師
宗教教誨師

伝えたい
メッセージ

播磨社会復帰促進センター所属宗教教誨師
として刑務所収容者に話を聞いたり、法然上
人のみ教えをできるだけわかりやすく話をす
るように心がけています。

フリガナ ウラカミ ハクリュウ

氏名 浦上 博隆
生まれ 昭和28年

所属 常楽寺　住職
兵庫教区武崎組№42

連絡先
〒660-0867
兵庫県尼崎市寺町1
TEL： 06-6411-9089

備考 総本山知恩院布教師

伝えたい
メッセージ

浄土教諸師の理解と元祖様のお言葉によっ
て、所求・所帰・去行をお伝えする。
現代人にとって身近な話題からお念仏のみ
教えを説く。

フリガナ サカグチ ユウゲン

氏名 阪口 祐彦
生まれ 昭和34年

所属 正覚寺　住職
大阪教区泉北組№396

連絡先
〒596-0054
大阪府岸和田市宮本町27番8号
TEL： 072-422-3427

備考 総本山知恩院布教師

伝えたい
メッセージ

難しいことをやさしく、わかりやすく、おもし
ろく、お念仏とともに感動を以て伝えたいと
思っています。

フリガナ クサカベ ケンシ

氏名 日下部 謙旨
生まれ 昭和38年

所属 慶光寺　住職　
兵庫教区灘組№36

連絡先
〒657-0066
兵庫県神戸市灘区篠原中町1‐5‐8
TEL： 078-881-1889

備考 総本山知恩院・大本山増上寺・ 
大本山金戒光明寺・大本山清浄華院 各布教師

伝えたい
メッセージ

「仏教離れ」の現実を見据えつつ、井上ひ
さしの「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…」の言葉を
目標に精進いたします。

フリガナ シバタ ガショウ

氏名 柴田 雅章
生まれ 昭和35年

所属 光明寺　住職
兵庫教区武崎組№46

連絡先
〒660-0893
兵庫県尼崎市西難波町五丁目9番20号
TEL： 06-6401-2561

備考
総本山知恩院布教師
大本山百萬遍知恩寺布教師

伝えたい
メッセージ

最近は尺八を用いる法話を中心にお話をさ
せていただいております。
ユーチューブで『尺八法話』を検索してみて
ください。

フリガナ サクラザワ コウショウ

氏名 櫻澤 宏尚
生まれ 昭和48年

所属 浄福寺　副住職
大阪教区泉北組№381

連絡先
〒595-0023
大阪府泉大津市豊中町2丁目12番17号
TEL： 0725-32-2917

備考
総本山知恩院布教師
大本山百萬遍知恩寺布教師

伝えたい
メッセージ

格差社会、少子高齢化、大災害など不安が絶
えない現代での念仏者としてのふさわしい
生き方とは何か。明るく仲良く正しく生きる
こととは何か。仏教・お念仏のみ教えを通じ
てお伝えしたい。
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フリガナ キタムラ セイト

氏名 北村 誠人
生まれ 昭和35年

所属 龍吟寺　住職
鳥取教区因幡組№18

連絡先
〒680-0156
鳥取県鳥取市国府町中郷12番地
TEL： 0857-30-3173

備考

伝えたい
メッセージ

阿弥陀様の救い、法然上人様のみ教えを知
り自身がお念佛への信仰心を深める事で、
心の安心につながっていく事を、お伝えでき
ればと思います。

フリガナ ウチダ コウヘイ

氏名 内田 広平
生まれ 昭和37年

所属 信楽寺　住職
出雲教区松江組№34

連絡先
〒690-0052
島根県松江市竪町88番地
TEL： 0852-21-1589

備考 大本山増上寺布教師

伝えたい
メッセージ

いたずらに歳、経験だけは重ねて参りました
が、浅学非才の身を感じております。法然上
人のお念仏のみ教えを正しく、丁寧に説いて
いきたいと思っております。

フリガナ フクタ シンヤ

氏名 福田 真也
生まれ 昭和63年

所属 光明寺　住職
鳥取教区因幡組№11

連絡先
〒680-1413
鳥取県鳥取市野坂120番地
TEL： 0857-23-8209

備考
総本山知恩院布教師
大本山金戒光明寺布教師

伝えたい
メッセージ

この度特任布教師に就任させていただきま
した鳥取教区光明寺の福田真也と申します。
もとよりその器ではございませんが、精一杯
お念仏のみ教えをお取り次ぎさせて頂く所
存です。

フリガナ ヨネムラ ショウカン

氏名 米村 昭寛
生まれ 昭和51年

所属 大善寺　住職
鳥取教区因幡組№21

連絡先
〒689-1201
鳥取県鳥取市用瀬町用瀬922番地
TEL： 0858-87-2125

備考
総本山知恩院布教師 ・ 大本山増上寺布教師   
 ・ 大本山金戒光明寺布教師

伝えたい
メッセージ

無上甚深の教えにすでに遇っていながら、中
身を知らないのは勿体ないことです。法を伝
え、多くの方に信じる喜びを共有していただ
きたく存じます。

フリガナ ミカミ リョウキ

氏名 三上 良紀
生まれ 昭和41年

所属 藤長寺　住職
石見教区江津組№33

連絡先
〒699-4221
島根県江津市桜江町市山349番地
TEL： 0855-92-0120

備考

伝えたい
メッセージ

法然上人の一法一行の往生浄土のみ教えを
自身の経験を踏まえお伝えし、檀信徒の皆様
へ「所求・所帰・去行」の信仰生活をお勧め出
来たらと思います。　合掌

フリガナ コイズミ ケイテン

氏名 小泉 慶典
生まれ 昭和42年

所属 光明寺　住職　
兵庫教区三木組№130

連絡先
〒673-0433
兵庫県三木市福井1‐4‐5
TEL： 0794-82-0781

備考
総本山知恩院布教師
大本山金戒光明寺布教師

伝えたい
メッセージ

元祖法然上人の御教えを正しく受け取り、
正しくお伝えすることに努めてまいります。

特任布教師制度について

特任布教師紹介 （R2.4.1～R4.3.31）
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フリガナ キタムラ セイト

氏名 北村 誠人
生まれ 昭和35年

所属 龍吟寺　住職
鳥取教区因幡組№18

連絡先
〒680-0156
鳥取県鳥取市国府町中郷12番地
TEL： 0857-30-3173

備考

伝えたい
メッセージ

阿弥陀様の救い、法然上人様のみ教えを知
り自身がお念佛への信仰心を深める事で、
心の安心につながっていく事を、お伝えでき
ればと思います。

フリガナ ウチダ コウヘイ

氏名 内田 広平
生まれ 昭和37年

所属 信楽寺　住職
出雲教区松江組№34

連絡先
〒690-0052
島根県松江市竪町88番地
TEL： 0852-21-1589

備考 大本山増上寺布教師

伝えたい
メッセージ

いたずらに歳、経験だけは重ねて参りました
が、浅学非才の身を感じております。法然上
人のお念仏のみ教えを正しく、丁寧に説いて
いきたいと思っております。

フリガナ フクタ シンヤ

氏名 福田 真也
生まれ 昭和63年

所属 光明寺　住職
鳥取教区因幡組№11

連絡先
〒680-1413
鳥取県鳥取市野坂120番地
TEL： 0857-23-8209

備考
総本山知恩院布教師
大本山金戒光明寺布教師

伝えたい
メッセージ

この度特任布教師に就任させていただきま
した鳥取教区光明寺の福田真也と申します。
もとよりその器ではございませんが、精一杯
お念仏のみ教えをお取り次ぎさせて頂く所
存です。

フリガナ ヨネムラ ショウカン

氏名 米村 昭寛
生まれ 昭和51年

所属 大善寺　住職
鳥取教区因幡組№21

連絡先
〒689-1201
鳥取県鳥取市用瀬町用瀬922番地
TEL： 0858-87-2125

備考
総本山知恩院布教師 ・ 大本山増上寺布教師   
 ・ 大本山金戒光明寺布教師

伝えたい
メッセージ

無上甚深の教えにすでに遇っていながら、中
身を知らないのは勿体ないことです。法を伝
え、多くの方に信じる喜びを共有していただ
きたく存じます。

フリガナ ミカミ リョウキ

氏名 三上 良紀
生まれ 昭和41年

所属 藤長寺　住職
石見教区江津組№33

連絡先
〒699-4221
島根県江津市桜江町市山349番地
TEL： 0855-92-0120

備考

伝えたい
メッセージ

法然上人の一法一行の往生浄土のみ教えを
自身の経験を踏まえお伝えし、檀信徒の皆様
へ「所求・所帰・去行」の信仰生活をお勧め出
来たらと思います。　合掌

フリガナ コイズミ ケイテン

氏名 小泉 慶典
生まれ 昭和42年

所属 光明寺　住職　
兵庫教区三木組№130

連絡先
〒673-0433
兵庫県三木市福井1‐4‐5
TEL： 0794-82-0781

備考
総本山知恩院布教師
大本山金戒光明寺布教師

伝えたい
メッセージ

元祖法然上人の御教えを正しく受け取り、
正しくお伝えすることに努めてまいります。

フリガナ ウルマ シンコウ

氏名 漆間 信宏
生まれ 昭和53年

所属 長興寺　住職
岡山教区美作組№12

連絡先

〒709-3602
岡山県久米郡久米南町里方808番地
淨土院気付
TEL： 086-728-2364

備考 総本山知恩院布教師

伝えたい
メッセージ

嬉しい時も悲しい時も、阿弥陀如来様におす
がりしてお念仏申す人が増えたらいいなと
思っています。極楽浄土からの目線を感じつ
つ一声一声お念仏を大切にしています。私は
下戸です。

フリガナ サハラ ショウヤ

氏名 佐原 昌也
生まれ 昭和28年

所属 宝積寺　住職
広島教区南部組№45

連絡先
〒737-2601
広島県呉市川尻町原山一丁目15番6号
TEL： 0823-87-2196

備考 総本山知恩院布教師

伝えたい
メッセージ

普通一般、和尚さんの話はかたくて難しいと
いうのが定着しているので、なるべく聴聞さ
れる方々にわかり易い話をするのをモットー
にしています。（寺の紹介はインターネットで
呉宝積寺で検索して下さい）

フリガナ ヤスダ ユウテツ

氏名 安田 勇哲
生まれ 昭和57年

所属 泰安寺　住職
岡山教区美作組№1

連絡先
〒708-0045
岡山県津山市西寺町12番地
TEL： 0868-23-8141

備考 総本山知恩院布教師

伝えたい
メッセージ

法話と聞くと身構えがちですが、法事や葬
儀の場で、数分でも自分の言葉で「法を伝え
る」という事が重要だと考えます。「死ぬまで
布教」という気持ちを忘れずに精進していき
たいと思います。

フリガナ ベップ イチドウ

氏名 別府 一道
生まれ 昭和40年

所属 法然寺　住職
広島教区南部組№36

連絡先
〒722-2411
広島県尾道市瀬戸田町瀬戸田44番地
TEL： 0845-27-0049

備考

伝えたい
メッセージ

スクリーンとプロジェクターを持参し、絵や
写真を見ていただきながらお話させて頂い
ています。わかりやすく興味をもっていただ
けるようなお話が目標です。

フリガナ クワハラ コウジュ

氏名 桑原 弘樹
生まれ 昭和56年

所属 浄慶院　副住職
山口教区周東第二組№22

連絡先
〒742-0003
山口県柳井市片野西2237番地
TEL： 0820-22-3530

備考

伝えたい
メッセージ

この度、ご推挙により特任布教師を拝命いた
しました。浅学非才の身ではございますが、
与えられたお役目を精一杯努めさせて頂き
ます。よろしくお願い申し上げます。合掌

フリガナ ヤマネ スウトク

氏名 山根 崇徳
生まれ 昭和53年

所属 暁音寺　住職
石見教区益田組№47

連絡先
〒698-0017
島根県益田市七尾町7番17号
TEL： 0856-22-3615

備考

伝えたい
メッセージ

阿弥陀様・お念仏・宗祖法然上人の御教えを、
自らの体験を基にお取次ぎさせて頂き、浄土
宗の御教えの中で、どの様に生活を営み、ど
の様に仏事等に臨むべきかお伝えできれば
と思っております。
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フリガナ ウエノ チュウショウ

氏名 上野 忠昭
生まれ 昭和31年

所属 浄願寺　副住職
南海教区香川組№13

連絡先
〒760-0017
香川県高松市番町2丁目5番10号
TEL： 087-822-3672

備考 総本山知恩院布教師

伝えたい
メッセージ

法然上人の説かれたお念仏のみ教えに、今
の自分の力の及ぶかぎり真正面に向き合
い、みなさんに伝えていきたいと考えていま
す。

フリガナ サトウ カシン

氏名 佐藤 嘉辰
生まれ 昭和44年

所属 正福寺　住職
南海教区高知組№47

連絡先
〒787-0028
高知県四万十市中村山手通51番地
TEL： 090-3030-1018

備考 総本山知恩院布教師

伝えたい
メッセージ

わかり易くて困ることはない。布教の先達か
ら頂いた教えを心に込め、腹に据えてのお取
り次ぎを心掛けております。お念佛にご縁の
ない方が心から南無阿弥陀佛とお称え頂く
ことを願っております。

フリガナ ヨシオカ ユウジ

氏名 吉岡 雄慈
生まれ 昭和51年

所属 東善寺　住職
山口教区長西組№120

連絡先
〒759-3803
山口県長門市三隅下第3648番地
TEL： 0837-43-0062

備考

伝えたい
メッセージ

聖名十念　何分にも未熟者で御迷惑をおか
け致しますが、念佛弘通のため精一杯努め
ます。どうぞ宜しくお願い申し上げます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　合掌

フリガナ ササキ タイドウ

氏名 佐々木 諦道
生まれ 昭和34年

所属 浄泉寺　住職
南海教区香川組№18

連絡先
〒769-0210
香川県綾歌郡宇多津町1424
TEL： 0877-49-0182

備考 総本山知恩院布教師

伝えたい
メッセージ

あと4年後の令和6年は、宗祖法然上人御開
宗850年という記念すべき年です。法然上
人の御生涯（主に前半生）たどりながら、浄土
宗のみ教えを、わかり易くお伝えする所存で
す。

フリガナ ムネヒサ リョウゲン

氏名 棟久 了玄
生まれ 昭和24年

所属 誓重寺　住職
愛媛教区松山組№17

連絡先
〒791-8011
愛媛県松山市吉藤5丁目22番20号
TEL： 089-924-1918

備考 総本山知恩院布教師

伝えたい
メッセージ

43歳で脱サラし、妻の実家の寺に入った変わ
り種。平成27年腰痛で歩行困難となり脊柱
管狭窄症、頚椎の手術を行い復活。法話にも
自分の体験談として「お念仏に生かされてい
る喜び」を語る。

フリガナ マツモト シュンコウ

氏名 松本 俊孝
生まれ 昭和49年

所属 広雲寺　住職
山口教区長東第一組№94

連絡先
〒758-0032
山口県萩市大字北古萩町9番地
TEL： 0838-22-9078

備考

伝えたい
メッセージ

お念仏のみ教えがあますところなく説かれ
ている、法然上人の御法語を通して、浄土宗
の教えをお取り次ぎさせて頂ければと思い
ます。

フリガナ マツオ ゼンジュ

氏名 松尾 善樹
生まれ 昭和35年

所属 浄土寺　住職
福岡教区東筑組№44

連絡先

〒804-0062
福岡県北九州市戸畑区浅生三丁目
10番21号
TEL： 093-871-1713

備考 総本山知恩院布教師 ・ 大本山善導寺布教師

伝えたい
メッセージ

開宗850年に向けて、法然上人の浄土宗開
宗の背景と意義を再確認し、愚者の自覚の
大切さや凡入報土の有難さ、そしてお念仏
の喜びを共にわかちあいたい。

フリガナ テラザキ タイシ

氏名 寺﨑 太志
生まれ 昭和60年

所属 見性寺　住職　
福岡教区儺座組№179

連絡先
〒838-0039
福岡県朝倉市桑原1026番地
TEL： 0946-22-6551

備考 大本山善導寺布教師

伝えたい
メッセージ

誰にでも身近に感じてもらえる様な日常の
話を中心に、お念仏のみ教えを分かり易くお
取り次ぎしたいと心掛けています。

フリガナ モトハラ シンドウ

氏名 本原 信道
生まれ 昭和31年

所属 来迎寺　住職
福岡教区小倉組№17

連絡先
〒822-1401
福岡県田川郡香春町採銅所6015番地
TEL： 0947-32-3028

備考
総本山知恩院布教師
大本山善導寺布教師

伝えたい
メッセージ

最近の御寺様は、お参りが減ったと心を痛め
ておられます。でもこの現状から未来の世代
へと、お念仏が継承されねばなりません。そ
の為には、まずは「わかりやすく」「共感共鳴」
を得る法話に微力を尽くしたく存じます。

フリガナ ノトハラ セイシ

氏名 能登原 靖史
生まれ 昭和40年

所属 円宗寺　住職
福岡教区鞍手組№88

連絡先
〒807-1308
福岡県鞍手郡鞍手町八尋582
TEL： 0949-42-0646

備考

伝えたい
メッセージ

フリガナ ウエダ コウシュン

氏名 上田 光俊
生まれ 昭和40年

所属 浄國寺　住職
佐賀教区南里組№21

連絡先
〒840-0005
佐賀県佐賀市蓮池町蓮池282番地
TEL： 0952-97-0118

備考
総本山知恩院布教師
大本山善導寺布教師

伝えたい
メッセージ

お寺と檀信徒の皆さまがお念佛の内に家庭
的な雰囲気になっていかれる様な明るい話
が中心です。

フリガナ タカハシ コウブン

氏名 髙橋 宏文
生まれ 昭和35年

所属 榮養寺　住職
愛媛教区松山組№31

連絡先
〒799-3114
愛媛県伊予市灘町52
TEL： 089-982-0813

備考 総本山知恩院布教師

伝えたい
メッセージ

もとより浅学非才の身でありますが、法然上
人の専修念佛の心、阿弥陀如来のお慈悲の
救いについて誠心誠意お伝えさせていただ
きたく思います。合掌

特任布教師制度について

特任布教師紹介 （R2.4.1～R4.3.31）
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フリガナ ウエノ チュウショウ

氏名 上野 忠昭
生まれ 昭和31年

所属 浄願寺　副住職
南海教区香川組№13

連絡先
〒760-0017
香川県高松市番町2丁目5番10号
TEL： 087-822-3672

備考 総本山知恩院布教師

伝えたい
メッセージ

法然上人の説かれたお念仏のみ教えに、今
の自分の力の及ぶかぎり真正面に向き合
い、みなさんに伝えていきたいと考えていま
す。

フリガナ サトウ カシン

氏名 佐藤 嘉辰
生まれ 昭和44年

所属 正福寺　住職
南海教区高知組№47

連絡先
〒787-0028
高知県四万十市中村山手通51番地
TEL： 090-3030-1018

備考 総本山知恩院布教師

伝えたい
メッセージ

わかり易くて困ることはない。布教の先達か
ら頂いた教えを心に込め、腹に据えてのお取
り次ぎを心掛けております。お念佛にご縁の
ない方が心から南無阿弥陀佛とお称え頂く
ことを願っております。

フリガナ ヨシオカ ユウジ

氏名 吉岡 雄慈
生まれ 昭和51年

所属 東善寺　住職
山口教区長西組№120

連絡先
〒759-3803
山口県長門市三隅下第3648番地
TEL： 0837-43-0062

備考

伝えたい
メッセージ

聖名十念　何分にも未熟者で御迷惑をおか
け致しますが、念佛弘通のため精一杯努め
ます。どうぞ宜しくお願い申し上げます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　合掌

フリガナ ササキ タイドウ

氏名 佐々木 諦道
生まれ 昭和34年

所属 浄泉寺　住職
南海教区香川組№18

連絡先
〒769-0210
香川県綾歌郡宇多津町1424
TEL： 0877-49-0182

備考 総本山知恩院布教師

伝えたい
メッセージ

あと4年後の令和6年は、宗祖法然上人御開
宗850年という記念すべき年です。法然上
人の御生涯（主に前半生）たどりながら、浄土
宗のみ教えを、わかり易くお伝えする所存で
す。

フリガナ ムネヒサ リョウゲン

氏名 棟久 了玄
生まれ 昭和24年

所属 誓重寺　住職
愛媛教区松山組№17

連絡先
〒791-8011
愛媛県松山市吉藤5丁目22番20号
TEL： 089-924-1918

備考 総本山知恩院布教師

伝えたい
メッセージ

43歳で脱サラし、妻の実家の寺に入った変わ
り種。平成27年腰痛で歩行困難となり脊柱
管狭窄症、頚椎の手術を行い復活。法話にも
自分の体験談として「お念仏に生かされてい
る喜び」を語る。

フリガナ マツモト シュンコウ

氏名 松本 俊孝
生まれ 昭和49年

所属 広雲寺　住職
山口教区長東第一組№94

連絡先
〒758-0032
山口県萩市大字北古萩町9番地
TEL： 0838-22-9078

備考

伝えたい
メッセージ

お念仏のみ教えがあますところなく説かれ
ている、法然上人の御法語を通して、浄土宗
の教えをお取り次ぎさせて頂ければと思い
ます。

フリガナ マツオ ゼンジュ

氏名 松尾 善樹
生まれ 昭和35年

所属 浄土寺　住職
福岡教区東筑組№44

連絡先

〒804-0062
福岡県北九州市戸畑区浅生三丁目
10番21号
TEL： 093-871-1713

備考 総本山知恩院布教師 ・ 大本山善導寺布教師

伝えたい
メッセージ

開宗850年に向けて、法然上人の浄土宗開
宗の背景と意義を再確認し、愚者の自覚の
大切さや凡入報土の有難さ、そしてお念仏
の喜びを共にわかちあいたい。

フリガナ テラザキ タイシ

氏名 寺﨑 太志
生まれ 昭和60年

所属 見性寺　住職　
福岡教区儺座組№179

連絡先
〒838-0039
福岡県朝倉市桑原1026番地
TEL： 0946-22-6551

備考 大本山善導寺布教師

伝えたい
メッセージ

誰にでも身近に感じてもらえる様な日常の
話を中心に、お念仏のみ教えを分かり易くお
取り次ぎしたいと心掛けています。

フリガナ モトハラ シンドウ

氏名 本原 信道
生まれ 昭和31年

所属 来迎寺　住職
福岡教区小倉組№17

連絡先
〒822-1401
福岡県田川郡香春町採銅所6015番地
TEL： 0947-32-3028

備考
総本山知恩院布教師
大本山善導寺布教師

伝えたい
メッセージ

最近の御寺様は、お参りが減ったと心を痛め
ておられます。でもこの現状から未来の世代
へと、お念仏が継承されねばなりません。そ
の為には、まずは「わかりやすく」「共感共鳴」
を得る法話に微力を尽くしたく存じます。

フリガナ ノトハラ セイシ

氏名 能登原 靖史
生まれ 昭和40年

所属 円宗寺　住職
福岡教区鞍手組№88

連絡先
〒807-1308
福岡県鞍手郡鞍手町八尋582
TEL： 0949-42-0646

備考

伝えたい
メッセージ

フリガナ ウエダ コウシュン

氏名 上田 光俊
生まれ 昭和40年

所属 浄國寺　住職
佐賀教区南里組№21

連絡先
〒840-0005
佐賀県佐賀市蓮池町蓮池282番地
TEL： 0952-97-0118

備考
総本山知恩院布教師
大本山善導寺布教師

伝えたい
メッセージ

お寺と檀信徒の皆さまがお念佛の内に家庭
的な雰囲気になっていかれる様な明るい話
が中心です。

フリガナ タカハシ コウブン

氏名 髙橋 宏文
生まれ 昭和35年

所属 榮養寺　住職
愛媛教区松山組№31

連絡先
〒799-3114
愛媛県伊予市灘町52
TEL： 089-982-0813

備考 総本山知恩院布教師

伝えたい
メッセージ

もとより浅学非才の身でありますが、法然上
人の専修念佛の心、阿弥陀如来のお慈悲の
救いについて誠心誠意お伝えさせていただ
きたく思います。合掌
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フリガナ スギマチ ショウシュン

氏名 杉町 尚俊
生まれ 昭和45年

所属 岩松院　住職
佐賀教区鹿島組№82

連絡先
〒849-1315
佐賀県鹿島市大字三河内乙1188番地
TEL： 0954-62-2617

備考
総本山知恩院布教師
大本山善導寺布教師

伝えたい
メッセージ

フリガナ カネコ コウシ

氏名 金子 孝司
生まれ 昭和36年

所属 大悲寺　住職　
長崎教区長崎組№15

連絡先
〒850-0047
長崎県長崎市銭座町4番59号　聖徳寺気付
TEL： 095-844-0054

備考

総本山知恩院布教師
大本山増上寺布教師
大本山金戒光明寺布教師
大本山善導寺布教師

伝えたい
メッセージ

法然上人の尊い御教えを精一杯お伝えさせ
ていただきたいと存じます。

フリガナ エジマ ホウシュン

氏名 江島 法俊
生まれ 昭和51年

所属 無量院　副住職
佐賀教区鹿島組№75

連絡先
〒849-1302
佐賀県鹿島市大字井手1525番地
TEL： 0954-63-4450

備考
総本山知恩院布教師
大本山善導寺布教師

伝えたい
メッセージ

念仏弘通の為、精進致します。勝縁を賜れば
幸いです。　合掌

フリガナ ヒノ ケイイツ

氏名 日野 恵一
生まれ 昭和50年

所属 浄林寺　住職
佐賀教区鹿島組№86

連絡先
〒849-1311
佐賀県鹿島市大字高津原862番地
TEL： 0954-62-3607

備考 総本山知恩院布教師
大本山善導寺布教師

伝えたい
メッセージ

布教を通して、少しでも仏教のすばらしさ、法
然上人の教えの尊さを伝えられるよう、難し
い言葉を使わず、なるべく平易にわかりやす
く相手にお伝えできるよう、日々精進してお
ります。

フリガナ マツノ ズイコウ

氏名 松野 瑞光
生まれ 昭和54年

所属 法源寺　住職
長崎教区大諫組№31

連絡先
〒859-3605
長崎県東彼杵郡川棚町百津郷714番地
TEL： 0956-82-2433

備考

伝えたい
メッセージ

•浄土宗南米ブラジル開教区にて教えて頂 
　いたこと。
•長崎教区に戻り、お檀家様との触れ合い 
　の中で教えて頂いたこと。
•浄土宗青年会をとおして教えて頂いたこ 
　と等です。

フリガナ ソウダ クウゼン

氏名 早田 空善
生まれ 昭和29年

所属 光明寺　住職　
佐賀教区東部組№37

連絡先
〒842-0034
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町箱川2318番地
TEL： 0952-52-2443

備考

伝えたい
メッセージ

檀信徒の皆さまに阿弥陀仏の本願他力のお
念仏の有難さ貴さを布教を通して説かせて
頂き、一人でも多くのお念仏を喜べる人がふ
える事を願って布教道に精進したいと思って
居ります。

フリガナ カバヤシ リョウウン

氏名 香林 亮運
生まれ 昭和62年

所属 浄土寺　副住職
長崎教区平戸組№45

連絡先
〒859-4744
長崎県松浦市星鹿町岳崎免1861
TEL： 0956-75-0353

備考

伝えたい
メッセージ

「草木は光を浴びて育つが、人は言葉を浴び
て育つ」
相手が温かくなるような言葉を心掛けて布
教に励みます。

フリガナ ヤマモト コウテン

氏名 山本 幸典
生まれ 昭和35年

所属 大信寺　住職
熊本教区第二組№36

連絡先
〒868-0037
熊本県人吉市南泉田町152番地
TEL： 0966-22-3414

備考
総本山知恩院布教師
大本山善導寺布教師

伝えたい
メッセージ

歳ばかり重ねて来ましたが、まだまだ浅学非
才の身です。ただ「伝道の本質は己れの日常
生活の姿にある」を忘れずに日々精進してい
く気持ちは持ち続けたいと思っております。

フリガナ オオニシ ブンショウ

氏名 大西 文生
生まれ 昭和46年

所属 法樹寺　副住職　
長崎教区平戸組№44

連絡先
〒859-5366
長崎県平戸市宝亀町1456
TEL： 0950-28-0314

備考
総本山知恩院布教師
大本山善導寺布教師

伝えたい
メッセージ

フリガナ ナガメ シンジ

氏名 永目 眞爾
生まれ 昭和49年

所属 往生院　副住職
熊本教区第一組№1

連絡先
〒860-0082
熊本県熊本市西区池田1‐2‐50
TEL： 096-353-4006

備考
総本山知恩院布教師
大本山善導寺布教師

伝えたい
メッセージ

二祖様ゆかりの寺院。法然上人から聖光上
人へと受けつがれた口称念佛のみ教えを
しっかりと伝えていきたいと思います。

フリガナ タカサカ シンガ

氏名 髙坂 真我
生まれ 昭和49年

所属 大蓮寺　副住職
熊本教区第三組№64

連絡先
〒863-1212
熊本県天草市河浦町宮野河内427番地
TEL： 0969-78-0034

備考
総本山知恩院布教師
大本山善導寺布教師

伝えたい
メッセージ

出来るだけ簡潔で分かりやすく、お伝えする
事を心掛けています。精一杯、勤めさせて頂
きます。

フリガナ エザキ コウドウ

氏名 江崎 浩道
生まれ 昭和51年

所属 光明寺　所属教師
長崎教区島原組№36

連絡先
〒859-2304
長崎県南島原市北有馬町丁250番地
TEL： 0957-84-2117

備考

伝えたい
メッセージ

特任布教師制度について
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フリガナ スギマチ ショウシュン

氏名 杉町 尚俊
生まれ 昭和45年

所属 岩松院　住職
佐賀教区鹿島組№82

連絡先
〒849-1315
佐賀県鹿島市大字三河内乙1188番地
TEL： 0954-62-2617

備考
総本山知恩院布教師
大本山善導寺布教師

伝えたい
メッセージ

フリガナ カネコ コウシ

氏名 金子 孝司
生まれ 昭和36年

所属 大悲寺　住職　
長崎教区長崎組№15

連絡先
〒850-0047
長崎県長崎市銭座町4番59号　聖徳寺気付
TEL： 095-844-0054

備考

総本山知恩院布教師
大本山増上寺布教師
大本山金戒光明寺布教師
大本山善導寺布教師

伝えたい
メッセージ

法然上人の尊い御教えを精一杯お伝えさせ
ていただきたいと存じます。

フリガナ エジマ ホウシュン

氏名 江島 法俊
生まれ 昭和51年

所属 無量院　副住職
佐賀教区鹿島組№75

連絡先
〒849-1302
佐賀県鹿島市大字井手1525番地
TEL： 0954-63-4450

備考
総本山知恩院布教師
大本山善導寺布教師

伝えたい
メッセージ

念仏弘通の為、精進致します。勝縁を賜れば
幸いです。　合掌

フリガナ ヒノ ケイイツ

氏名 日野 恵一
生まれ 昭和50年

所属 浄林寺　住職
佐賀教区鹿島組№86

連絡先
〒849-1311
佐賀県鹿島市大字高津原862番地
TEL： 0954-62-3607

備考 総本山知恩院布教師
大本山善導寺布教師

伝えたい
メッセージ

布教を通して、少しでも仏教のすばらしさ、法
然上人の教えの尊さを伝えられるよう、難し
い言葉を使わず、なるべく平易にわかりやす
く相手にお伝えできるよう、日々精進してお
ります。

フリガナ マツノ ズイコウ

氏名 松野 瑞光
生まれ 昭和54年

所属 法源寺　住職
長崎教区大諫組№31

連絡先
〒859-3605
長崎県東彼杵郡川棚町百津郷714番地
TEL： 0956-82-2433

備考

伝えたい
メッセージ

•浄土宗南米ブラジル開教区にて教えて頂 
　いたこと。
•長崎教区に戻り、お檀家様との触れ合い 
　の中で教えて頂いたこと。
•浄土宗青年会をとおして教えて頂いたこ 
　と等です。

フリガナ ソウダ クウゼン

氏名 早田 空善
生まれ 昭和29年

所属 光明寺　住職　
佐賀教区東部組№37

連絡先
〒842-0034
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町箱川2318番地
TEL： 0952-52-2443

備考

伝えたい
メッセージ

檀信徒の皆さまに阿弥陀仏の本願他力のお
念仏の有難さ貴さを布教を通して説かせて
頂き、一人でも多くのお念仏を喜べる人がふ
える事を願って布教道に精進したいと思って
居ります。

フリガナ カバヤシ リョウウン

氏名 香林 亮運
生まれ 昭和62年

所属 浄土寺　副住職
長崎教区平戸組№45

連絡先
〒859-4744
長崎県松浦市星鹿町岳崎免1861
TEL： 0956-75-0353

備考

伝えたい
メッセージ

「草木は光を浴びて育つが、人は言葉を浴び
て育つ」
相手が温かくなるような言葉を心掛けて布
教に励みます。

フリガナ ヤマモト コウテン

氏名 山本 幸典
生まれ 昭和35年

所属 大信寺　住職
熊本教区第二組№36

連絡先
〒868-0037
熊本県人吉市南泉田町152番地
TEL： 0966-22-3414

備考
総本山知恩院布教師
大本山善導寺布教師

伝えたい
メッセージ

歳ばかり重ねて来ましたが、まだまだ浅学非
才の身です。ただ「伝道の本質は己れの日常
生活の姿にある」を忘れずに日々精進してい
く気持ちは持ち続けたいと思っております。

フリガナ オオニシ ブンショウ

氏名 大西 文生
生まれ 昭和46年

所属 法樹寺　副住職　
長崎教区平戸組№44

連絡先
〒859-5366
長崎県平戸市宝亀町1456
TEL： 0950-28-0314

備考
総本山知恩院布教師
大本山善導寺布教師

伝えたい
メッセージ

フリガナ ナガメ シンジ

氏名 永目 眞爾
生まれ 昭和49年

所属 往生院　副住職
熊本教区第一組№1

連絡先
〒860-0082
熊本県熊本市西区池田1‐2‐50
TEL： 096-353-4006

備考
総本山知恩院布教師
大本山善導寺布教師

伝えたい
メッセージ

二祖様ゆかりの寺院。法然上人から聖光上
人へと受けつがれた口称念佛のみ教えを
しっかりと伝えていきたいと思います。

フリガナ タカサカ シンガ

氏名 髙坂 真我
生まれ 昭和49年

所属 大蓮寺　副住職
熊本教区第三組№64

連絡先
〒863-1212
熊本県天草市河浦町宮野河内427番地
TEL： 0969-78-0034

備考
総本山知恩院布教師
大本山善導寺布教師

伝えたい
メッセージ

出来るだけ簡潔で分かりやすく、お伝えする
事を心掛けています。精一杯、勤めさせて頂
きます。

フリガナ エザキ コウドウ

氏名 江崎 浩道
生まれ 昭和51年

所属 光明寺　所属教師
長崎教区島原組№36

連絡先
〒859-2304
長崎県南島原市北有馬町丁250番地
TEL： 0957-84-2117

備考

伝えたい
メッセージ
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フリガナ アベ ショウドウ

氏名 阿部 昌道
生まれ 昭和47年

所属 安養寺　副住職
大分教区第三組№32

連絡先
〒870-0819
大分県大分市王子新町7‐1
TEL： 097-543-1522

備考
総本山知恩院布教師
大本山善導寺布教師

伝えたい
メッセージ

参詣者がお念仏申す方になっていただける
ように願っています。

フリガナ ヤヒロ コウジュ

氏名 八尋 光樹
生まれ 昭和48年

所属 専修寺　副住職
三州教区宮崎組№5

連絡先
〒889-1111
宮崎県日向市美々津町3563
TEL： 0982-58-0205

備考 大本山善導寺布教師

伝えたい
メッセージ

法然上人がお示し下さったお念佛のみ教え
を、分かり易くお取り次ぎさせて頂ければと
存じます。

フリガナ ツルヤマ コウキョウ

氏名 鶴山 恒教
生まれ 昭和44年

所属 蓮華寺　住職
大分教区第二組№17

連絡先
〒873-0401
大分県国東市武蔵町池ノ内1512番地
TEL： 0978-68-0039

備考
総本山知恩院布教師
大本山善導寺布教師

伝えたい
メッセージ

師父の影響を受けて布教道を歩んでいま
す。寺離れ宗教離れが色濃くなりつつある昨
今、自らも信行双修につとめ、仏祖のために、
念仏興隆のために、微力な活動をしていま
す。宜しくお願いします。

フリガナ サカイ シンヤ

氏名 酒井 真也
生まれ 昭和45年

所属 常念寺　住職
三州教区宮崎組№3

連絡先
〒882-0024
宮崎県延岡市大武町27番地1
TEL： 0982-32-4863

備考 大本山善導寺布教師

伝えたい
メッセージ

フリガナ イワサキ ネンユウ

氏名 岩﨑 念唯
生まれ 昭和31年

所属 自然寺　住職
三州教区宮崎組№58

連絡先
〒880-0925
宮崎県宮崎市本郷北方2739番地2
TEL： 0985-64-5464

備考

伝えたい
メッセージ

フリガナ ヤスヒロ リュウシ

氏名 安廣 隆之
生まれ 昭和33年

所属 円應寺　住職
大分教区第一組№1

連絡先
〒871-0075
大分県中津市961番地
TEL： 0979-22-3509

備考
総本山知恩院布教師
大本山善導寺布教師

伝えたい
メッセージ

祖父は私に「らしくあれ」ということばを残し
てくれました。らしくあるために、お念仏申し
ながら、自分を見つめ直すということをお伝
えしてきたいと思います。

特任布教師制度について

特任布教師紹介 （R2.4.1～R4.3.31）
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フリガナ アベ ショウドウ

氏名 阿部 昌道
生まれ 昭和47年

所属 安養寺　副住職
大分教区第三組№32

連絡先
〒870-0819
大分県大分市王子新町7‐1
TEL： 097-543-1522

備考
総本山知恩院布教師
大本山善導寺布教師

伝えたい
メッセージ

参詣者がお念仏申す方になっていただける
ように願っています。

フリガナ ヤヒロ コウジュ

氏名 八尋 光樹
生まれ 昭和48年

所属 専修寺　副住職
三州教区宮崎組№5

連絡先
〒889-1111
宮崎県日向市美々津町3563
TEL： 0982-58-0205

備考 大本山善導寺布教師

伝えたい
メッセージ

法然上人がお示し下さったお念佛のみ教え
を、分かり易くお取り次ぎさせて頂ければと
存じます。

フリガナ ツルヤマ コウキョウ

氏名 鶴山 恒教
生まれ 昭和44年

所属 蓮華寺　住職
大分教区第二組№17

連絡先
〒873-0401
大分県国東市武蔵町池ノ内1512番地
TEL： 0978-68-0039

備考
総本山知恩院布教師
大本山善導寺布教師

伝えたい
メッセージ

師父の影響を受けて布教道を歩んでいま
す。寺離れ宗教離れが色濃くなりつつある昨
今、自らも信行双修につとめ、仏祖のために、
念仏興隆のために、微力な活動をしていま
す。宜しくお願いします。

フリガナ サカイ シンヤ

氏名 酒井 真也
生まれ 昭和45年

所属 常念寺　住職
三州教区宮崎組№3

連絡先
〒882-0024
宮崎県延岡市大武町27番地1
TEL： 0982-32-4863

備考 大本山善導寺布教師

伝えたい
メッセージ

フリガナ イワサキ ネンユウ

氏名 岩﨑 念唯
生まれ 昭和31年

所属 自然寺　住職
三州教区宮崎組№58

連絡先
〒880-0925
宮崎県宮崎市本郷北方2739番地2
TEL： 0985-64-5464

備考

伝えたい
メッセージ

フリガナ ヤスヒロ リュウシ

氏名 安廣 隆之
生まれ 昭和33年

所属 円應寺　住職
大分教区第一組№1

連絡先
〒871-0075
大分県中津市961番地
TEL： 0979-22-3509

備考
総本山知恩院布教師
大本山善導寺布教師

伝えたい
メッセージ

祖父は私に「らしくあれ」ということばを残し
てくれました。らしくあるために、お念仏申し
ながら、自分を見つめ直すということをお伝
えしてきたいと思います。

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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常任布教師制度について

【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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五重相伝会を開筵される方へ（お知らせ） 

 

 

価格：１，０００円（税込）   

：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 

 

次頁へつづく→
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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！ 

114 和合　令和2年　4月号



教
学
部
か
ら
の
お
知
ら
せ
（
P. 

114
）
／   

総
合
研
究
所
か
ら
の
お
知
ら
せ
（
P. 

115
）

 

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２０回 令和２年５月１２日（火）１０：００～１２：００

第２１回 令和２年６月２日（火）１０：００～１２：００

※コロナウイルス感染拡大を受けて中止となる場合がございます。お手数ですが事前に

浄土宗総合研究所のホームページ（ ）にてご確認ください。

■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

■ 令和２年度 サラナ親子教室インストラクター養成講座のご案内 

今年度も、おてつぎ運動の教化事業のひとつである「サラナ親子教室」の更なる充実を図るため、

「サラナ親子教室インストラクター養成講座」を下記の日程で開催することとなりました。 
今回開催する第 1 課程は、基本理念や教室運営全体に関するものが主な内容です。 
皆さまのご参加をお待ちしております。 

 
【 期 日 】：令和 2 年 6 月 15 日（月）～16 日（火） 
【 会 場 】：総本山知恩院 和順会館 大広間 
【 参加費 】：3,000 円 
【 内 容 】：「おてつぎ運動の理念とサラナ親子教室」「親子の現状と子育て支援の要点」 

「知恩院サラナ親子教室の見学」 
   ※小さなお子さま連れでも参加可能です。お気軽にご相談ください。 

 

■ 第 54回 おてつぎこども奉仕団 申込み受付開始 

毎年全国のご寺院より多数のお申込みをいただき誠にありがとうございます。本年も 4 月 1 日か

ら受付を開始いたします。以下の日程により、各ブロック 150 名の定員にて開催いたします。 
お念仏のみ教えに触れるこの機会は、子どもたちにとって夏休みの良い思い出になるだけでなく、

各ご寺院にも意義ある教化活動のひとつとしてお役立ていただけるものと考えております。 
申込みや行事内容など詳細に関してご不明な点がございましたらおてつぎ運動本部までお問い

合わせください。一人でも多くのご参加をお待ちしております。 
【申込受付】 2020 年 4 月 1 日（月）9 時 30 分から ※事前の受付は行っておりません 
【開催日程】 全 9 ブロック開催（各ブロック 2 泊 3 日の行程） 
        前半：①7 月 26 日～28 日 ②7 月 28 日～30 日 ③7 月 30 日～8 月 1 日 

④8 月 1 日～3 日    ⑤8 月 3 日～5 日 
             後半：⑥8 月 18 日～20 日 ⑦8 月 20 日～22 日 ⑧8 月 22 日～24 日 

⑨8 月 24 日～26 日 
【 定 員 】 各ブロック 150 名 
【 対 象 】 小学校 4 年生～中学校 3 年生 

※住職・保護者の許可がある場合は小学校 3 年生も可 
【 参加費 】 無料 
【申込方法】 各教区教務所を通じてお申込みください。 

※教区事務の都合により直接お申込みいただける場合があります。 
 

【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（昇降口：庫裏玄関）

知恩院山内 月光殿（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。

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

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

令和2・3年度課程

総本山知恩院　『法式指導所』
自ら信じ 人をして 信ぜしむる

自信教人信の精神の下に
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1課程で、本年度は１年目の課程となります。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。

受講申し込み、受講希望者紹介　受付中

※初回受講日は令和2年5月上旬を予定しておりますが、今般の新型コロナウイルス 
　感染症の影響により変更となる可能性がございます。ご了承ください。

●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

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

改良服、数珠、朱扇、袈裟、白衣等如常

新着
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総本山知恩院布教師検定試験

期 日

場 所

令和2年 6月23日（火） から 25日（木）　※登嶺は令和2年6月22日（月）

総本山知恩院

●受験資格  ........................................................

30歳以上で輔教以上の教階を有する者。
「総本山知恩院おてつぎ運動」に、50口以上加
入している者。

●受験定員  ........................................................

9名

●検定種目  ........................................................

①布教活動の実歴（履歴書による）
②文書伝道（市販A4サイズ縦書きの400字詰
め原稿用紙5枚）
高座、講演以外の未発表の内容で、直筆の
もの。（プリンタ等不可）
テーマを表示。
念仏弘通を目的とした内容で寺報等への
掲載を想定したもの。

③高座説教　15分　（讃題、法説、譬喩、因縁、
合釈の基本を順守したもの）
④講演　15分　（讃題は不要、通佛教的な法話
も可）

●出願方法  ........................................................

①所定の申請書・履歴書を、係に請求してくだ
さい。
②申請書、履歴書、文書伝道をまとめて、係に
お送りください。

●出願締切  ........................................................

令和2年4月30日必着。
ただし、定員に達した場合、締め切り前でも出
願申込み受付を終了します。

●出願・資料請求（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

●備　考  ...........................................................

1、	受験者は6月22日午後4時までに登嶺して
下さい。また、検定中は籠山とし、外出や中
途下山は認めません。

2、	受験冥加料は5万円です。受験票受領後に
現金書留で係に送り下さい。

3、	合格者は総本山知恩院布教師に任命され、
知恩院布教師会に入会するものとします。

4、	同時期に教学高等講習会（安居道場）が行わ
れていますので、合わせて聴講されること
をお勧めします。

総本山知恩院布教師検定試験を実施致します。総本山知恩院布教師を志される方は、下記の
要領で出願をして下さい。

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。 

 
 

※４月の念仏行脚は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止いたします。  
 

【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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【申込および問合先】
大本山金戒光明寺布教師会事務局　事務局・北村隆彦
〒661-0035　兵庫県尼崎市武庫之荘4-4-10　法輪寺
TEL 06-6431-2695　FAX 06-6431-2796　Eメール ryugen@kit.hi-ho.ne.jp

大本山金戒光明寺布教師会
《令和2年度 公開研修会のご案内》

●開催日 令和2年6月2日(火)
●時　間 受付:14時30分～　　講義:15時～17時30分(予定)
●会　場 大本山金戒光明寺
●対　象 本宗教師、寺族
●受講料 2,000円(当日徴収します)
●申　込 教区・寺院番号・寺院名・氏名・連絡先住所・電話番号を明記のうえ、ハ
　　　　　　ガキ・FAX・Eメールのいずれかにて下記事務局までお申し込みください。
●申込締切　5月26日(火)必着　　　  　
 

●講師　落語家・桂 文三先生
●内容　実演、対談、質疑応答(予定)

【プロフィール】
 1967年、大阪府柏原市生まれ。1991年、五代目桂文枝に入門、
「つく枝」を名乗る。2009年に五代目桂文三を襲名。2000年 
「第37回なにわ芸術祭」落語部門新人賞。2010年繁昌亭大賞
奨励賞。2016年繁昌亭大賞。出囃子は「助六上がり」。よしもと
クリエイティブ・エージェンシー所属。

僧侶にとって、法話は必須。

でもその法話は、法然上人の御教えの素晴らしさを

伝えきれているでしょうか？

聴き手の心に響いているでしょうか？

お念仏につながっているでしょうか？

話芸のプロ中のプロのお話に触れ

私たちに足りないものは何か、考えてみたいと思います。

聴き手の心をひきつける

ぶんざ
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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  ........................................................

5月開催　4月27日（月）
7月開催　6月30日（水）

●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2年 5月 6日（水） 午前9時 から 

 8日（金） 午後6時 まで

令和2年 7月 7日（火） 午前9時 から 

 9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　加藤 宜敬
二級法式教師　林　 陽宏

●講　師

次頁へつづく→

新着
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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	令和2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（テキスト・資料代として）

良忠上人『決答授手印疑問抄』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。
　2020年度からは『決答授手印疑問抄』（『決答抄』）の講読講座を年6回、下記の通り開催いたします。
　『決答抄』は、聖光上人の『末代念仏授手印』について在阿が抱いた疑問に対して良忠上人が答
えたもので、五重伝書の四重・証を明かす書と位置づけられています。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待ちしております。
　なお、分量の関係で次年度以降も『決答抄』の講読を継続予定となっています。

期 日

場 所 大本山光明寺

第1回　講義　2020年 4月21日（火） 15時 から 17時 まで
第2回　講読 5月19日（火） 15時 から 17時 まで
第3回　講読 6月16日（火） 15時 から 17時 まで
第4回　講読 10月20日（火） 予定
第5回　講読 12月  8日（火） 予定
第6回　講読　2021年 2月  2日（火） 予定

※随時お知らせいたします。

第1回　講義
「良忠上人撰『決答授手印疑問抄』を 
　　　　　　　　　　めぐる一考察」
	 記主禅師研究所主任研究員／大正大学教授	

　林田 康順
第2回～　講読

「良忠上人撰『決答授手印疑問抄』講読」
	 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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令和2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 浄土宗保育協会

中央
・

全国

全国大会
8月27日

（札幌市）
ロイトン札幌

中央研修会
5月21日～22日

（京都市）
浄土宗宗務庁（京都）

全国研修会
5月27日

東京教区№127善光寺

全国研修会
8月29日～30日

（東海地区）
ホテルリソル岐阜

代表者
・

指導者

総合研修会
2月予定

代表者研修会
11月5日～6日 

大本山百萬遍知恩寺

第27回の施設職員の為の
帰敬式
令和3年2月6日～7日

【保育・社福合同】
尾張教区№15建中寺

北海道地区

北海道第二教区
8月26日 

（札幌市）
ロイトン札幌

北海道第二教区
6月4日～5日

東組№3大然寺
未定

東北地区

宮城教区
9月29日 

（仙台市）
江陽グランドホテル

福島教区
5月26日～27日

（いわき市） 未定

関東地区

東京教区
6月24日

大本山増上寺

千葉教区
6月2日～3日

（成田市）
成田ヒルトンホテル

長野教区
6月20日～21日

東海地区

尾張教区
6月2日

（名古屋市）
ホテル名古屋ガーデンパレ
ス

三河教区
6月24日～25日

（豊橋市）
ロワジールホテル豊橋

未定

岐阜教区
8月29日～30日

【保育全研、保育・児童地区
研合同】
ホテルリソル岐阜

北陸地区

福井教区
6月13日

（あわら市）
あわら温泉清風荘

石川教区
9月10日～11日

（七尾市）
和倉温泉　あえの風

未定

近畿地区

京都教区
6月1日

（京都市）
ホテルオークラ京都

未定 未定

中四国地区

愛媛教区
10月8日

（松山市）
ネストホテル

南海教区
10月27日～28日

（高松市） 未定

九州地区

福岡教区
10月5日

（北九州市）
ステーションホテル小倉

熊本教区
10月21日

（熊本市）
ANAクラウンプラザホテル 
熊本ニュースカイ

佐賀教区
6月27日～28日

（嬉野市）
大正屋

※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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浄土宗児童教化連盟 浄土宗保護司会 浄土宗教誨師会 浄土宗民生・児童委員協議会

中央
・

全国

全国研修会
9月7日～8日

（関東地区）
大本山増上寺

中央研修会
12月8日～9日

【保護・教誨合同】
浄土宗宗務庁（京都）

中央研修会
10月22日～23日

（橿原市）
THE KASHIHARA

代表者
・

指導者

指導者講習会　
令和3年2月4日～5日

（京都市）
教化研修会館

全国保護司研修会
6月11日～12日

【保護・教誨・民児地区研合同】
ANAクラウンプラザ 
ホテル熊本

未定

北海道地区 未定 未定 未定 未定

東北地区

秋田教区
11月25日

未定

青森教区
9月7日

（青森市内） 未定

関東地区

東京教区
9月7日～8日

大本山増上寺

未定 未定 未定

東海地区

岐阜教区
8月29日～30日

【保育全研、保育・児童地区
研合同】
ホテルリソル岐阜

未定 未定 未定

北陸地区

新潟教区

未定 未定 未定

近畿地区

滋賀教区
10月7日

（草津市）
ホテルボストンプラザ草津

未定

滋賀教区 奈良教区

中四国地区

広島教区

未定 未定 未定

九州地区

福岡教区
10月22日

大本山善導寺

熊本教区　6月11日～12日
【保護・教誨・民児合同】
ANAクラウンプラザホテル熊本
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●申込先（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

令和2年度 浄土宗寺庭婦人会

心のケア支援プロジェクト
第1回研修会

第2回研修会

日 時

日 時

場 所

場 所

令和2年 6月29日（月）午前11時 から

令和2年 9月15日（火）午前11時 から

浄土宗宗務庁（京都）3階講堂
〒605-0062 京都市東山区林下町400-8

大本山増上寺
〒105-0011 東京都港区芝公園4-7-35

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

2 ,000円

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

令和2年6月22日（月）　
（教区会長経由でお申込みください）

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

2 ,000円

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

令和2年9月8日（火）
（教区会長経由でお申込みください）

講題：「仏教的ケアのまなざし」
講師： 吉水 岳彦

社会慈業委員会	ひとさじの会	
臨床仏教研究所研究員
大正大学非常勤講師、淑徳大学兼任講師
東京教区光照寺住職

講題：「仏教的ケアのまなざし」
講師： 吉水 岳彦

社会慈業委員会	ひとさじの会	
臨床仏教研究所研究員
大正大学非常勤講師、淑徳大学兼任講師
東京教区光照寺住職

●講題・講師

●講題・講師

新着
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●対　象  ...........................................................

浄土宗寺庭婦人会会員

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

3 ,000円

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

寺庭婦人袈裟、念珠、寺庭婦人ハンドブック、
筆記用具等

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

各自でお手配ください。

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

申込用紙に必要事項をご記入の上、参加費を
教区一括で振込用紙にてお申し込みください。

●締　切  ...........................................................

令和2年4月24日（金）

●申込先（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

第52回浄土宗寺庭婦人会中央研修会
日 時

場 所

令和2年 5月 21日（木） 午後1時 から
 22日（金） 正午 まで

受付：令和2年 5月 21日（木）正午から　於：浄土宗宗務庁（京都）3階講堂前

浄土宗宗務庁（京都）3階講堂
〒605-0062 京都府京都市東山区林下町400-8　　 

TEL 075-525-2200　FAX 075-531-5105

「仏像について ～その制作と保存修復～」

彫刻家・仏師	
奈良教区正楽寺住職	 吉水 快聞

「人生100年時代の健康を考える 
　　　　　　―健康長寿をめざして―」

京都女子大学教務部長	
家政学部食物栄養学科教授	
	 中山 玲子

「みんなで楽しむ人形劇・紙芝居 
　　　　　―やっぱり笑顔が一番！―」

浄土宗劇団ひとり	
滋賀教区浄観寺所属	 山添 真寛

●講題・講師
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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 
〒170－8470 東京都豊島区西巣鴨 3-20-1 
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 

表現学部 

表現文化学科

臨床心理学科 

仏教学部 

仏教学科 

地域創生学部 

地域創生学科 

心理社会学部 

 歴史学科 

人間科学科 

社会共生学部

社会創造型学部群 探究実証型学部群

公共政策学科

社会福祉学科

128 和合　令和2年　4月号



宗
立
宗
門
校
か
ら
の
案
内

現役大学生でも少僧都の取得が可能 

［僧階-少僧都 教階-輔教 学階-得業］ 

最短２年で取得が可能 

Web学習システムを導入 

在宅での科目最終試験受験が可能 

実践道場を夏に加え、冬にも開講 

※実践道場は8泊9日（２回） + 2泊3日（1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「2020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 2年間となり、最長 6年間在籍することが可能です。 

 

② 2年間で 60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 2年間で、510,500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［3 年以上在籍する場合］は、継続料（年間 12,000 円）、学友会費（年間 2,000 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、4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（少僧都）

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 4 年制大学在籍者

または卒業者で入学年度に満 20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 2 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（8月下旬）と春休み期間 

（2月中旬）に開講予定 

※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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『Web 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 2

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 4年の在籍が必要です 

次頁へつづく→
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1年目
2年目
以降 種別 日程

（開講日程は予定であり、変更する場合があります）

法然上人の生涯と思想 法然の生涯と思想 2 SR 必
春期
春夜間

冬期

6/6午後,6/7終日
5/27,6/3,10,17,24
11/21,22,23午前

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 春期 5/30午後,5/31終日 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 夏期 8/6終日,8/7午前 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 春期 6/6午後,6/7終日 2

選択集講読２ 2 SR 必 夏期 8/7午後,8/8 2

浄土学研究 2 SR 選 夏期 8/3,4,5午後

浄土宗学研究 2 SR 選 夏期 8/3,4,5午前

三部経特講 1 S 選

選択集特講 1 S 選

法然の法語特講 1 S 選 冬期 1/9終日,1/10午前

三巻書特講 1 S 選

円頓戒特講 1 S 選

論註特講 1 S 選 冬期 12/13,19,20午後

観経疏特講 1 S 選 冬期 12/13,19,20午前

安楽集特講 1 S 選 冬期 1/10午後,1/11終日

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
春期
冬期
冬夜間

5/30午後,31終日
11/21,22,23午後

11/25,12/2,9,16,23
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 夏期 8/6,7,8午後

仏教学研究（大乗・チベット） 2 SR 選 春期 6/27午後,6/28終日

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 集中Ⅰ 4/25午後,4/26終日 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
夏期
集中Ⅴ

7/23午後,7/24終日
1/23午後,1/24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 夏期 7/25午後,7/26終日 2

詠唱 詠唱 2 S 必 夏期 8/1,2,3終日 2

伝道Ⅱ 2 仏教伝道学Ⅱ 2 T・S 必 夏期 8/4午後,8/5終日 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

　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

-

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

開講年次
・履修方法

必修・
選択別

スクーリング日程
（2020年度）

修得
単位

備　　　考

-

-

2020年度 休　講

2020年度 休　講

2020年度 休　講

2020年度 休　講

-

6

-

仏
教
学
に
関
す
る
科
目

6

-

-

-

浄
土
学
に
関
す
る
科
目

12

浄土教の思想と展開
（三部経、選択集、
　三巻書、円頓戒等） 12

　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

集中Ⅱ
集中Ⅵ

8/24～9/1（8泊9日）
2/13～2/21（8泊9日）

現
代
社
会
と
教
団
に
関
す
る
科
目

6

-

開講日程調整中

　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
-

《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。

　合計14単位を履修すること

法式（上級）

集中Ⅱ
集中Ⅵ

8/24～9/1（8泊9日）
2/13～2/21（8泊9日）

集中Ⅲ 10/3～10/5（2泊3日）

僧
侶
の
実
践
に
関
す
る
科
目

法式（初級）

12
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B5213 浄土学研究 2 SR - 夏期 8/3,4/,5午後 9,000

B5214 浄土宗学研究 2 SR - 夏期 8/3,4/,5午前 9,000

B5545 三部経特講 1 S - 4,500

B5546 選択集特講 1 S 4,500

B5547 法然の法語特講 1 S - 冬期 1/9終日,1/10午前 4,500

B5548 三巻書特講 1 S - 4,500

B5549 円頓戒特講 1 S - 4,500

B5550 論註特講 1 S - 冬期 12/13,19,20午後 4,500

B5551 観経疏特講 1 S - 冬期 12/13,19,20午前 4,500

B5552 安楽集特講 1 S - 冬期 1/10午後,1/11終日 4,500

B5401 法然門下の思想 4 T 18,000 - -

B5107
日本仏教史
（仏教伝来～平安）

2 T 9,000 - -

B5108
日本仏教史
（鎌倉以降）

2 T 9,000 - -

B5231
仏教学研究
（初期・部派）

2 SR - 夏期 8/6,7,8午後 9,000

B5232
仏教学研究
（大乗・チベット）

2 SR - 春期 6/27午後,6/28終日 9,000

B5430 大乗仏教思想史 4 T 18,000 - -

B5109 中国仏教史 4 T 18,000 - -

B5110 インド仏教史 2 T 9,000 - -

B5434 天台教学 4 T 18,000 - -

B5532 仏教と福祉 2 T 9,000 - -

B5113 宗教学 2 T 9,000 - -

B5554 仏教看護 2 T 9,000 - -

僧侶の実践に
関する科目

2 B5555 仏教伝道学Ⅱ 2 T・S 2 4,500 夏期 8/4午後,8/5終日 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

82,500

105,000

◆最短修業年限：１年（最長在籍期間：３年）

4

僧階・教階・学階

　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

118,500

150,000

　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

◆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） スクーリング受講日数（科目数）

　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。

少僧都・得業

【留意事項】

◆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。

【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）科目

ｺｰﾄﾞ

本　　　学　　　基　　　準

科　　目　　名

2020年度 休　講

2020年度 休　講

2020年度 休　講

2020年度 休　講

宗教学、社会福祉学、
臨床心理学などの概論
科目

伝道Ⅱ

履修費
（円）

12

4

【入学資格】
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

日程

仏教学に
関する科目

備考

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）

仏教の受容と展開

仏教史

各宗の概要等

宗　　　定　　　基　　　準

科　　　　　目　　　　　名

6

修得
単位

種別
開講
単位

　　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、92円切手貼付）

宛先

法然門下の思想

スクーリング（2020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。

12日間（7科目）

10日間（6科目）

　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。

「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

履修
方法

浄土学に
関する科目

6

現代社会と教
団に関する科

目

教階の新授与の申請資格を得ることができます。

「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
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■	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27回 令和2年 4月13日～14日

第27回 令和2年 6月29日～30日

第28回 令和2年 8月31日～9月1日

第29回
（石見） 令和2年 11月26日～27日

第30回 令和2年 12月22日～23日

第31回
（関東） 令和3年 2月24日～25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
（源光院）	 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用紙

キ
リ
ト
リ
線

※諸般の事情により中止
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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7月20日（月） 開催 申込 昼食 宿泊 テキスト購入

『御法語』編 （第9回）

令和2年6月9日（水） 開催 申込 昼食 宿泊

法式編 （第2回）

質問事項

令和2年7月21日（火） 開催 申込 昼食 宿泊

布教編 （第1回）

令和2年6月15日（月） 開催 申込 昼食 宿泊

ともいき編 （第1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。

	璽書伝授道場

	中央法式講習会

	詠唱指導者養成講座

	中央詠唱教司研修会（併修：詠唱教司検定試験）

	布教師養成講座

	第115回教学高等講習会（夏安居道場併修）

	第116回教学高等講習会

	第485回教化高等講習会（冬安居道場併修）

	教師検定試験

	教師養成道場（第１期）

	助教師養成講座（第１期）

	助教師養成講座（第2期）

	宗門子弟教養講座

	少僧都研修講座（A期・B期）

	寺庭婦人若葉研修会

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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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

一般研究発表を希望される方は、タイトルを記載してください。　　　　プロジェクター使用　有  ・  無

タイトル：

ポスターセッションを希望される方は、発表者名（個人・組織）、タイトルを記載してください。

発表者名：

タイトル：

パネル発表に応募する方（浄土宗教師）は、パネルタイトルを記載してFAX・郵送にてお申し込みの上、下
記①～⑦をEメールにてお知らせください。　　　　※どちらか片方だけでは応募は完了致しません。

パネルタイトル：

①申込者名、②パネルタイトル、③概要（200 ～400字）、④パネリスト氏名（浄土宗教師の場合は所属寺院名）・所属・
役割（発表者、コメンテーター、コーディネーター等）、⑤発表順、⑥各発表タイトル、⑦プロジェクター利用の有無

FAX
075-531-5105

総合学術大会受講申込書

申込・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

●発表申込締切：令和2年6月1日（月） ●受講申込締切：令和2年8月17日（月）
　※締切は厳守でお願いします。

発表申込の方は、発表方法を選択の上、プログラムに掲載する所属をご記入ください。

一般研究発表 所属（学校名・組織名）

例：○○大学／○○研究所　　※記入がない場合は教区・寺院名を掲載

ポスターセッション

パネル発表
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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。
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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。

仏教読本
刊行からおよそ50 年、全面改訂
しました。インドから中国、そして
宗祖法然上人にいたる仏教の変
遷をまとめました。
高校生用のテキストですが、「若い
世代への伝え方」のエッセンスが
込められていますので、教師の皆
さまにこそおすすめの一冊です。

新版檀信徒宝典  読んでわかる浄土宗

900円
四六判 ・ 330頁

浄土宗の教えや、宗祖法然上人の
ご生涯をはじめ、檀信徒の皆さまが
疑問に感じやすい作法やお仏壇の
祀り方なども、イラストや写真ととも
に解説しています。

800円
B5判 ・ 128頁　監修/浄土宗宗立宗門校教育振興会

法然さま  二十三のお歌
こころにふれる 教えに親しむ

420円　B6判 ・ 124頁　著/伊藤真宏

お歌で感じる 法然さまの 
教えとこころ
ご好評いただいた「なむブックス 
法然上人のお歌」をリニューア
ル！法然上人のお歌をエッセイで
味わえる一冊。上人のご生涯や、
それぞれのお歌の背景について
の章が加わり、そのお人柄や想
いにふれることができます。

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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教師研鑽書籍（教学）
浄土宗を、仏教をわかりやすく、そして詳細に解説。
初学の方から、研鑽を積まれた方まで、どなたにも
ご活用いただけます。

【現代語訳】
浄土三部経

【現代語訳】
法然上人行状絵図

選択集講座

円頓戒講説

法然上人絵伝講座 法然上人行実

1,400円
四六判 ・ 268頁　編／浄土宗総合研究所

1,667円
四六判 ・ 552頁　編／浄土宗総合研究所

4,800円
A5判 ・ 532頁
著／藤堂恭俊

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

4,000円
A5判 ・ 332頁
著／玉山成元 
　　宇高良哲

2,600円
A5判・182頁
著／梶村昇

阿弥陀如来の深い慈悲と、衆生
の平等救済を説く『浄土三部経』
を、わかりやすく現代語化。法話
や掲示伝道などにもご活用いた
だける寺院必携の書籍です。

国宝『法然上人行状絵図』（総本
山知恩院蔵）を、臨場感豊かに現
代語化。私たち教師の理想であ
る宗祖のお姿を、そしてそのみ教
えをより詳細に知ることのできる
座右に置きたい一冊です。

難解ともされる浄土宗の根本聖
典を、法然上人のご法語をふん
だんに引用しながら、1 章段ずつ
丁寧にわかりやすく解説。

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。

宗祖のご生涯の主要な場面を、
挿絵とともに解説。美術的見地か
らの解釈も加え、これまでにない
理解が得られる一冊。

『法然上人行状絵図』などの法然
上人伝記と、『玉葉』『吾妻鏡』な
どを対照し、法然上人のご生涯
の事跡を整理。

※全て税別価格です。

取 扱 本

法然上人のご生涯を訪ねて
―『四十八巻伝』をてがかりに―

2,273円
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

増上寺布教師会が、12 年かけて法然上人の足跡を辿った参拝旅行記。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
える一冊です。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。

取 扱 本
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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 B 6 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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『浄土宗毎日のおつとめ』『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、行事等の刷込み  承ります！
●『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）
に加え、
●『浄土宗毎日のおつとめ』（250円）
にもご寺院名、行事などの箔押し刷りが可能に
なりました。
　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

ご注文は右記をご確認いただき、別紙「刷込み専用
FAX台紙」にてお申し込みください。

１ 商品の選択
刷込みを希望される商品と部数をご指定ください。

２ 刷込み箇所の指定
片面（表面・裏面）、または両面の刷込みが可能です。
いずれかを選択してください。

３ 文字色の選択
刷込む文字の色を下記から選択してください。

（商品により選べる文字の色が異なります）

４ 刷込み内容
刷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。

刷込み箇所 色 刷込み料金
1～100部 101～200部 201～300部 301～400部 401～500部

『浄土宗�
� 毎日のおつとめ』

片面
黒・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』

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。

刷込み料金表 別途ご注文数に応じた商品の本体料金がかかります。

経本の種類 文字の色
浄土宗毎日のおつとめ 黒・金・銀
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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〒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

おせがき

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「法然上人のお歌」と題し、上人が詠
まれたお歌と現代語訳だけでなく、そのお歌を
詠まれた背景をわかりやすく解説しています。

◦この人を訪ねて 
ともいきインタビュー
樹木のチカラで�
世界を豊かに�美しく�平和に�
樹木医 後藤瑞穂さん

◦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【花まつり】

2020
春号
No.106

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』2月号に『かるな』春号、本号に行事シリーズ「おせがき」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。

おせがき

お知らせ 『かるな』夏号の納品日が5月下旬から 4月下旬に変更になりました。
※納品時期変更に伴い、定期購読いただいているお寺さまへの発送時期も早まりますので、予めご了承ください。

2020
Spring

春号
No.106

樹木のチカラで
世界を豊かに 美しく 平和に   

樹木医　後藤瑞穂さん

オール・シングス・
マスト・パス⑯

［他人事は自分事］
イラストレーター みうらじゅんさん

みうらじゅんの
最終回

一筆一筆心をこめて

仏像なぞり描き⑤
［ みかえり阿弥陀］



表 裏

なむちゃんグッズ 新商品

車や自転車のライトが当たると 
キラっと反射するキーホルダー
です。
暗い夜道で子どもやお年寄り
の存在を知らせます。
春の交通安全週間に合わせて、
その他年中行事にお配りくだ
さい。

10個セットだとお得！！
10個セット価格

実物大
（円の直径は6.5センチです）

素材/ポリ塩化ビニール

単品： 290円（税別）

カバンなどにつけて、
お子さまやお年寄りの
安全を守りましょう！

2,480円（税別）

なむちゃん

交通安全キーホルダー



他にもなむちゃんグッズ多数あります！
※全て税別価格です。

なむちゃんの微笑ましいイラスト入りボールペ
ン。かわいいだけでなく、書きやすいよう機能
性にもこだわりました。書き味の良いPILOT
社製のAcroball。

1本　144円
10本セット　1,343円 
個包装

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　個包装

人気のポケットティッシュ。
お子さまのポケットにいつも
なむちゃんを。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付き。

1枚　330円
10枚セット 2 ,980円 
個包装

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
り外しも可能。卒園・入園式、子ども
修養会などのプレゼントに最適です！

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 
個包装

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 
個包装

かわいいなむちゃんといつも一緒に。ボール
チェーンがついているので、カバンにつけた
り、キーホルダーとして使うことができます。
ぜひ子ども会などでご活用ください。

1個　370円 
10個セット　3,241円
大きさ/8cm（キーチェーン除く）　個包装

ぬいぐるみ

ポケットティッシュ

ミニタオル

鉛筆

マスコットキーチェーン

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 
個包装

トートバッグ

〒105-0011　東京都港区芝公園4-7-4　明照会館3階
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ご購入合計金額1,000円（税込）以内であれば－

※日時指定・代金引換不可
※ネコポスの規定サイズの都合上、一部ご利用いただけない商品もございます。

浄土宗出版のホームページでは、5月11日よりネコポスの運用を開始いたします。
それ以前にご希望の場合は、お電話・FAX・郵送でご注文の上、
「ネコポス発送希望」とお伝えください。

送料が安い！
通常、宅急便でのお届けの場合、
660円（5月11日以降770円）の送料がかかりますが、
ネコポスなら全国一律389円！

※送料改定の詳細については、別紙「送料改定のご案内」をご確認ください。
※価格は税込です。

お届けまでの時間が早い！
原則出荷日の翌日にお届け！

※一部翌日に届かない地域もございます。

受け取りも楽 ！々
ドライバーの手渡しではなく、ポスト投函のため
不在時も受け取り可能！

ヤマト運輸のネコポス発送が
可能となりました！

〒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


