


ただいま
制作中！

ぬりえは、『浄土宗新聞』、またはTwitter　Instagram などのSNSで
ハッシュタグ「#ぬりえで浄土宗」をつけてぜひ投稿してください！

ぬりえリーフレットのお知らせ

ぬりえリーフレットのご案内

今回のテーマ： 成道会
カラー面 お釈迦さまが悟りを開かれたことを記念して

行う行事「成道会」についてイラスト付でわ
かりやすく掲載。

ぬりえ面 ぬりえを楽しみながら、お釈迦さまのおさとり
について楽しく学ぶことができます。

11月26日（金）より
ダウンロード可能！

大好評！

ぬりえリーフレットは下記URL又はQRコードよりアクセスいただくか、「浄土宗　成道会」で検索！

https://jodo.or.jp/everyday/event/jyoudoue/

次回は「涅槃会」を公開予定！ 詳細は令和4年2月号に掲載予定です。

浄土宗では、大人もお子さまも楽しく学べる行事リーフレットをホームページに公開しています。
ご自坊や、保育園・幼稚園などの施設に設置したり、レクリエーションに使用したり、教化ツール
としても、ぜひご活用ください。

※デザインは画像より変更になることがあります。

花まつり（灌仏会）
https://jodo.or.jp/everyday/
event/kanbutsue/

お盆
https://jodo.or.jp/tips/obon1/

秋のお彼岸
https://jodo.or.jp/tips/higan1/

七五三
https://jodo.or.jp/everyday/
event/shichigosan/
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和合
「和合」お互いに心をひとつにし、協調しあっている状態。源智上人が師の法然上人の報恩謝徳のために造立した阿弥陀如来立像の胎内に
収められた造立願文に「自他善く和合すること偏に網の目に似たり」とあります。本誌の題字「和合」は造立願文から採りました。
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善導大師の
『観経疏』を読む� （第35回）

柴田泰山

善導大師像（大本山百萬遍知恩寺蔵）

はじめに

大乗経典を繙
ひもと

くと、冒頭で必ず釈尊の周りに多くの弟子

が集まってきて、釈尊の教えに耳を傾けている様子が描か

れています。この多くの仏弟子たちは、釈尊の存在を目の

前にして、ただただ言葉にできない感動をおぼえ、そして釈

尊に憧れ、釈尊を慕い、自らもいつかは釈尊のようになりた

いと思っていたことでしょう。釈尊の最初の弟子である五比

丘は、もともと釈尊とともに厳しい修行をした仲間でありまし

たが、釈尊が五比丘から離れ独りで静かに瞑想に入る修行

へと進んだことで、一度は釈尊と距離を置くこととなりました。

釈尊は覚りを得て、梵天勧請を経た後、自らの覚りを説き示

す相手としてこの五比丘を選び、彼らのもとに行くこととしまし

た。その途中、ウパカに出会います。ウパカは釈尊の人智を

絶した神 し々さを目の当たりにして会話をしますが、その場で

釈尊の弟子にはなりませんでした。その後、釈尊は五比丘

のもとへと行きます。五比丘は、「あのシッダールタがここに

戻ってきても、誰も彼とは口もきかず、相手にしないように」と

約束していました。しかし釈尊が五比丘のもとに近づいてく

ると、五比丘は誰からともなく釈尊を恭しく迎え入れる準備を

はじめました。

つまり五比丘はその声を聞く前から、釈尊に対して強い

畏敬の念をいだいていたのです。どうして、釈尊の説教を聞

く前から、五比丘は釈尊に畏敬の念をいだき得たのでしょう

か。個人的にはこれは極めて興味深く、また釈尊を解釈す
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善導大師の『観経疏』を読む（第35回）

る際の大きな問題であります。おそらく五比丘は、釈尊の姿が見える前から、その存在に気が付き、この世の

ものとは思えないほどの神 し々き存在が一歩一歩、こちらに近づいてきていることを、如実に肌で感じたこと

でしょう。そして遠くに釈尊の姿が見えた頃には、もう釈尊を出迎える準備をはじめていたことと思います。五

比丘がこのように釈尊の存在を感じとった理由こそ、釈尊が発する言葉以上のオーラであり、そのオーラが

遠く離れた五比丘へと伝わったのでしょう。このオーラこそ覚者の証であり、釈尊の神 し々さの本体であり、

釈尊が放つ光明であったと思われます。ウパカもこのオーラには気が付きますが、残念ながら釈尊の言葉を

信じることができなかったのかもしれません。五比丘は釈尊の声を聞く前に、このオーラを前にしてただただ

帰依するより他には何もできなかったものと思います。

この後も釈尊の周りに集った多くの弟子たちは、皆、このオーラを前にして、まるで稲妻に打たれたように、

全身に激しい衝撃をうけ、とにかく釈尊に付き従って生きていくことを決意したことでしょう。

今回は『観経』の「与大比丘衆千二百五十人倶。菩薩三万二千。文殊師利法王子。而為上首」という

経文の解釈を読み進めていきますが、ここに登場する「大比丘衆千二百五十人」や「菩薩三万二千」は、

皆一様に釈尊のオーラを前にして、そしてその声を直接に聞いて、心の底から釈尊に帰依していた人々であ

ります。すべての時代の仏教者たちが、「何とかしてこの目で釈尊の容姿と尊顔を拝見したい」と夢見たこ

とでしょう。釈尊に会えず、声を聞くことができない私たちからすれば、この仏弟子の存在は本当に羨ましい

限りであります。

【１： 仏弟子の区分】

四に「与大比丘衆」より、下「而為上首」に至る已来は、仏の徒衆を明す。
この衆の中に就いて、すなわち分って二とす。
一には声聞衆。二には菩薩衆なり。

【現代語訳】

第四に〔『観経』の経文の〕「与大比丘衆」から、「而為上首」までは、釈尊の弟子につい

て明らかにしている。

この〔釈尊の〕弟子について、〔次の〕二種類に分類することができる。

第一には「声聞衆」、第二には「菩薩衆」である。

ここで善導大師は仏弟子に、「声聞衆」と「菩薩衆」の二種類があることを説示しています。

【２： 声聞衆に関する説明】

声聞衆の中に就いて、すなわちその九有り。
初めに「与」と言うは、仏身、衆を兼ぬ、故に名づけて「与」とす。
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二には総大。三には相大。四には衆大。五には耆
ぎ

年
ねん

大。六には数大。七には尊宿大。
八には内有実徳大。九には果証大なり。

【現代語訳】

〔この第一の〕声聞衆について九項目がある。

第一に〔「与大比丘衆」の〕「与」とは、仏身が大衆を兼ねる〔という意味である〕。だから

「与」というのである。

〔「与大比丘衆」の「大」とは、〕第二に総じて偉大であること、第三には姿形がすぐれて

いるということ、第四にはその僧団が偉大であること、第五には法
ほうろう

臘が長いということ、

第六には数が多いということ、第七には長老〔にあたる者〕が偉大であること、第八には

内に秘めたる徳が偉大であること、第九には皆が阿羅漢果を得ているということである。

ここは「与大比丘衆」の「与」と「大」の二文字

を解釈した内容となっています。

「与」の解説で「仏身が大衆を兼ねる」とありま

すが、これは「釈尊が主となり、しかもその場の大

衆を兼ねている」という意味かと思われます。

「大」の解説では、仏弟子が偉大である理由が

八項目にわたって説示されています。

【３： 声聞衆に関する問答（その一）】

問うて曰く、一切の経の首
はじ

めに、皆これ等の声聞有って以て猶置とするは、何の所以か有る。
答えて曰く、これに別意有り。云

い か ん

何が別意なる。これ等の声聞、多くはこれ外道なりき。
『賢愚経』に説くがごとし。
優楼頻螺迦葉五百の弟子を領して、邪法を修事す。
伽耶迦葉二百五十の弟子を領して、邪法を修事す。
那提迦葉二百五十の弟子を領して、邪法を修事す。
総じて一千有り。皆仏化を受けて、羅漢道を得たり。
その二百五十とは、すなわちこれ舎利と目連との弟子なり。ともに一処に領して邪法を修事
す。また仏化を受けて、皆道果を得たり。
これ等の四衆を合して一処とす。故に千二百五十人有り。

【現代語訳】

問う。〔そうであるならば、ここで〕疑問がある。すべての経典の冒頭には皆、これら声聞

が説かれている〔ように、この『観経』でも〕このように説き示されていることは、どのよう

な理由があるのか。

答える。このことには特別な意味がある。それはどのような特別な意味かというと、これら

の声聞の多くは〔もともとは〕釈尊の弟子ではなかった。
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善導大師の『観経疏』を読む（第35回）

『賢愚経』①に説くとおりである。

優楼頻螺迦葉には五百人の弟子がいて邪法を実践し広めていた。

伽耶迦葉には二百五十人の弟子がいて邪法を実践し広めていた。

那提迦葉には二百五十人の弟子がいて邪法を実践し広めていた。

〔これら三師の弟子の数を合わせると〕合計で〔「千二百五十人」中の〕千人となる。彼ら

はすべて釈尊の教化を受け、阿羅漢となる方法を得たのである。

〔「千二百五十人」中の〕二百五十人とは、舎利弗と目連の弟子であり、彼らはともに同じ

場所にあって邪法を実践し広めていた。彼らもまた釈尊の教化を受け、阿羅漢となる方法

と阿羅漢果を得たのである。

これら四つのグループが一箇所に集まっていたので、千二百五十人となるのである。

ここは「千二百五十人倶」という経文の、「千

二百五十人」という仏弟子の数の構成に関する

内容となっております。

この質問の意味は、「どうして経典の冒頭で、

このように声聞の仏弟子の数が記載されている

のか」というものです。たとえば『阿弥陀経』にも

この「千二百五十人」という数字が説示されて

おり、私たちはついこの数字そのものの意味を考

えないないままに『観経』や『阿弥陀経』などを

読んでしまいます。しかし経典の一言一句は、そ

のまま経典のＤＮＡ情報のようなものであり、経典

解釈を行う際にはいかなる一文字であっても読

み飛ばすことなく、丁寧に解釈していかなければ

ならないことを、厳しく教えている問いかけにも感

じます。

この善導大師の答えの部分は、たとえば吉蔵の

『金剛般若経疏』に

千二百五十人者。仏初成道前度五人。

次度優楼頻螺迦葉摩訶迦葉得五百人。

次度那提迦葉伽耶迦葉兄弟二人各有

二百五十弟子。

合成千人。

次度舍利弗目連復得二百五十人。

合有一千二百五十五人。

今但挙其大敷取有名聞者。正云千二百五十

也。②

とあることから、既に前例がある説明と思われます。

【４： 声聞衆に関する問答（その二）】

問うて曰く、この衆の中にまた外道に非ざる者有り。
何が故ぞ総じて標する。
答えて曰く、『経』の中に説くがごとし。「この諸の外道、常に世尊に随いて、あひ捨離せず」と。

＊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『賢愚経』には該当箇所が見当たらない。『涅槃経』（大正蔵１２・５４０頁・中）あたりが対応しているとも思われる。
② 大正蔵３３・９６頁・下
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【５： 声聞衆に関する問答（その三）】

また問うて曰く、未
い ぶ か

審し、これ等の外道、常に仏後に随えるは、何に意かある。
答えて曰く、解するに二義有り。一には仏に就いて解し、二には外道に就いて解す。
仏に就いて解すとは、この諸の外道邪風久しく扇ぐこと、これ一生のみに非ず。真門に入る
といえども、気習なお在り。故に如来をして知覚して、外化せしめざらしむ。畏らくは衆生の
正見の根芽を損じ、悪業増長して、此世後生に果実を収めざらんことを。この因縁に為っ
て、摂して自ら近づかしめて、外益を聴

ゆる

したまわず。これすなわち仏に就いて解し竟んぬ。
次に外道に就いて解すとは、迦葉等意えらく、自らただ曠劫より久しく生死に沈み、六道に
循還す、苦しみ言うべからず。愚痴悪見にして、邪風に封執し、明師に値わずして、永く苦
海に流る。ただ宿縁を以て、たまたま慈尊に会うことを得ることあり。法沢、私し無ければ、
我
わ な み

曹、潤
にん

を蒙る。尋
つ

いで仏の恩徳を思うに、身を砕くの極り惘然たり。親しく霊儀に事
つか

えて、
しばらくも替るに由し無からしむることを致す。これすなわち外道に就いて解し竟んぬ。

然るに結集の家、外徳を簡
えら

び取る。故に異名有り。
これ外道なる者は多く、非ざる者は少なし。

【現代語訳】

問う。この〔四つのグループ、合計千二百五十人の〕大衆の中には、釈尊の教えを信奉し

ない者（外道）だけではなく、〔仏教を信奉する〕者もある。

〔では〕なぜ〔この経典の冒頭に、彼らも〕合計して〔その数を〕提示するのか。

答える。〔ある〕『経』③には「このさまざまな釈尊の教えを信奉しない者（外道）たちも、

常に釈尊に随従し、ともに距離を取ったり離れたりすることはない」と説かれている。

だからこそ釈尊の教えを確認するために仏弟子たちが参集した際には、〔今は仏弟子なが

らも、以前に〕釈尊の教えを信奉しなかった頃の功徳が姿形に現れた者たちをも〔その場

所に〕選び入れている。

それゆえ〔彼ら仏弟子についても、釈尊に出会う以前のことを意味する「外道」という〕

異なった名称があるのだ。

〔このことから〕釈尊の教えを信奉しない者（外道）は多く、そうではない〔最初から釈尊

を信奉する〕者たちは少なかったのである。

確かに釈尊時代、もともとは別の教えに帰依し

た者が、成道後の釈尊に出会い、そのオーラに触

れることで仏弟子になったケースは多かったことで

しょう。釈尊のオーラに触れるということは、その全

人格に接することであり、それこそが釈尊当時で

は覚りに接する唯一の方法でもありました。

③『観経疏伝通記』（『浄全』２・２３２頁・下）では『賢愚経』を指示しているが、明確な出典は不詳である。
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【現代語訳】

また問う。彼ら〔もとは〕釈尊の教えを信奉しなかった者（外道）が、常に釈尊の背後から

付き従って〔行動していた〕。〔彼らの行動には一体〕どのような意味があるのか。

答える。〔彼らの行動を〕解釈すると二義がある。第一に仏の側からの解釈であり、第二

に外道の側からの解釈である。

〔第一に〕仏の側からの解釈について〔述べる〕。このさまざまな外道たちが邪な教えを、

長い時間をかけて宣揚することは、この一生に限ったことではなく〔多生にわたるもので

ある〕。〔それゆえこの外道が〕真如の法門に帰依したとはいっても、以前に習得した邪教

がまだその身に染みついている。如来はこの〔彼ら外道が以前に習得した邪教がまだその

身に染みついている〕ことをよくよく知っており、〔彼ら外道に対して〕外での教化をさせ

なかった。〔このことは〕おそらく〔彼ら外道が教化する際に、つい以前に習得した邪教を

説き示し〕人々の正しい認識の根を断ち、〔あるいは〕芽を摘み取ってしまい、悪業が増長

し、この世でも後の世でも、〔釈尊の教えを受けながらも、覚りに到達するという〕結果を

収めることができない。このような因縁があるからこそ、〔仏は彼ら外道を〕自らの側にお

き、外に対して教化することを認めなかったのだ。以上は仏の側から見た解釈である。

次に〔第二に〕外道の側からの解釈について〔述べる〕。迦葉たちは〔次のように〕考え

た。「自身は〔これまで〕ただ〔ひとりで〕遠い過去から永い間にかけて生死〔輪廻の世

界〕に沈み込み、六道〔の中〕で〔幾度も生まれ変わり死に変わりを〕繰り返している。〔こ

の輪廻を繰り返す〕苦しみたるや、筆舌に尽くし難いものである。〔この我が身は〕愚か

で罪深く、悪しき認識〔と判断しかできず〕、邪な〔悪因縁のごとき〕風にとらわれ、執着

し、〔これまで〕尊き師に会うこともなく、永い間、〔輪廻という〕苦しみの海を漂流してき

た。ただ過去世から続く仏との因縁により、たまたま大慈悲が溢れる釈尊に出会い、〔釈

尊の教えたるこの〕法の恩恵には私利私欲がないから〔こそ〕、我々もその法の恩恵を受

けるのである。仏の恩恵と功徳をよくよく考えると、粉骨砕身の想いが極まり、ただ立ち尽

くすばかりである。〔我が身こそが〕親しく釈尊にお仕え申し上げ、誰にも交代するような

ことがないように〔しよう〕」と。以上は〔もとは〕外道の側から見た解釈である。

この問答は、当初から仏弟子ではなかった者た

ちが、いわゆる「常随の弟子」となった理由を考

えたものです。ここで善導大師は「仏の側から見

た解釈」と「もとは外道の側から見た解釈」という

二釈を提示しています。

特に着目すべきは、下線部に示した迦葉たちの

発言でしょう。これこそ、ある意味では仏弟子のあ

るべき姿かもしれません。
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【６： 声聞衆に関する問答（その四）】

また問うて曰く、これ等の尊宿を、云何が「衆所知識」と名づく。
答えて曰く、徳の高きを尊と曰い、耆年なるを宿と曰う。
一切の凡聖かの内徳の人に過ぎたるを知り、その外相の殊異なるを識る、故に「衆所知
識」と名づく。
上来九句の不同有りといえども、声聞衆を解し竟んぬ。

【現代語訳】

また問う。これら長老たちのことを、どうして「人々の間に広く知れ渡っている」というのか。

答える。功徳が高いことを「尊」といい、仏門に長く身を置いたことを「宿」という。

あらゆる凡夫も聖者も、彼ら〔長老たち〕の内面の功徳が人々より優れていることを知り、

〔また〕外面に現れた姿も人々とは大きく異なっていることをよく理解している。このこと

を「人々の間に広く知れ渡っている」というのである。

以上、〔先に挙げた、第一に仏身が大衆を兼ねること、第二に総じて偉大であること、第

三には姿形がすぐれているということ、第四にはその僧団が偉大であること、第五には法

臘が長いということ、第六には数が多いということ、第七には長老にあたる者が偉大であ

ること、第八には内に秘めたる徳が偉大であること、第九には皆が阿羅漢果を得ているこ

とという〕九種の相違があるが、声聞衆に関する説明を終えることとする。

【７： 菩薩衆に関する説明（その一）】

次に菩薩衆を解す。この衆の中に就いて、すなわちその七有り。
一には相を標し、二には数を標し、三には位を標し、四には果を標し、五には徳を標し、六
には別して文殊の高徳の位を顕し、七には総じて結す。

【現代語訳】

次に菩薩衆について解釈する。この〔菩薩〕衆について七項目がある。

第一にその姿形を明かし、第二にその数を明かし、第三にその位を明かし、第四にその果

を明かし、第五にその徳を明かし、第六に特に文殊〔菩薩〕の徳が高いことを明かし、第

七に〔この菩薩衆について〕総括する。

次に菩薩衆の説明へと展開していきます。

ここは『観経』には説示されていない「衆所知

識」についての問答は、おそらく『阿弥陀経』を

念頭に置いたものと思われます。
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善導大師の『観経疏』を読む（第35回）

【８： 菩薩衆に関する説明（その二）】

またこれ等の菩薩、無量の行願を具して、一切功徳の法に安住し、十方に遊歩して、権方
便を行じ、仏法蔵に入って、彼岸を究竟す。無量の世界に、化して等覚を成ず。光明顕
曜にして、普く十方を照らし、無量の仏土、六種に震動す。縁に随って開示して、すなわち
法輪を転ず。法

ほ っ く

鼓を扣
たた

き、法剣を執り、法
ほうらい

雷を震
ふる

い、法
ほ う う

雨を雨
ふら

し、法
ほ っ せ

施を演
の

ぶ。常に法音
を以て、諸の世間を覚らしむ。邪網を掴

きゃく

裂
れつ

し、諸見を消滅し、諸の塵労を散じ、諸の欲
よく

塹
ぜん

を壊す。顕明清白にして、光く仏法を融し正化を宣流す。衆生を愍傷するに、いまだかつ
て慢

まん

恣
し

せず。平等の法を得て無量百千の三昧を具足す。一念の頃に周遍せずということ
無し。群生を荷負して、これを愛すること子のごとし。一切の善本、皆彼岸に度る。ことごとく
諸仏の無量の功徳を獲て、智慧開朗なること、思議すべからず。
七句の不同有りといえども、菩薩衆を解し竟んぬ。
上来二衆の不同有りといえども、広く化前序を明し竟んぬ。

【現代語訳】

またこれらの菩薩は計り知れない誓願と〔、その誓願を完成させるための〕修行をすべて

体得し、あらゆる功徳がその身に備わり、あらゆる世界にどこへでも赴いて、巧みな手立

てで人々を〔仏の教えへと〕導く。〔また自らは〕仏の境界に入って、覚りの境地を極め、

あらゆる世界において自らが仏として覚りを開いている姿を示すのである。〔その身から

は〕光明が放たれ、あらゆる世界は隈なく照らされる。〔さらに〕数限りない仏国土は大い

に揺れ動く。〔導くべき人々に対して、その〕縁にしたがって〔教えを〕開示し、〔真理の〕

教えを説き示し、法の太鼓を叩き、法の剣を手にし、法の雷鳴を轟かせ、法の雨を降り注

いで〔万物を潤し〕、法の施しを行き渡らせ、常に教えを示す声で世の人々を〔迷いから〕

目覚めさせる。邪な〔教えという〕網を引き裂き、世間の誤った考えを消し去り、様々な煩

悩を打ち払い、欲望という深い堀を埋め尽くす。〔菩薩たる者には〕一点の汚れもなく、

〔彼らが放つ〕光明は仏の教えをどこまでも行き届かせ、〔人々を〕正しく導く〔教えを〕

説き弘める。〔また菩薩は〕人々を憐み、いたわり、いまだかつて奢ったり、身勝手に振る

舞ったりしたことなど〔一度も〕なく、覚りの境地（平等法）を体得し、数限りない何百何千

の精神統一の境地（三昧）を完成させている。瞬く間に〔あらゆる仏の世界を〕巡拝し、多

くの人々を背負って、〔自らに〕重荷として〔課し〕、我が子のように慈しむ。〔菩薩がこの

ようして積み上げてきた〕善行の一つひとつは皆、覚りを開く正因となり、諸仏が〔具えて

いる〕計り知れない功徳を体得するのである。〔この菩薩の〕智慧が広々として明るい様

子は、人知を絶するものである。④

④ この菩薩に関する説明は、『無量寿経』序分に説示されている大乗衆菩薩に関する説明を行う部分を典拠とし
ている。詳細は『善導教学の研究』第３巻（２０２１／東京・山喜房佛書林）４２２頁～４２４頁を参照のこと。
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ここで善導大師は、『無量寿経』序分に説示さ

れている大乗菩薩の姿を、経典名を提示すること

なく詳細に論じています。この引用を通じて、第

一に大師自身が『無量寿経』を深く研究していた

こと、第二に大師は『無量寿経』序分所説の菩

薩と菩薩行の内容を以って理想的にしてあるべき

大乗菩薩の姿と理解していたこと、第三に大師は

「大乗」の内実を『無量寿経』を通じて理解して

いたこと、第四に大師にとって「大乗」とは『無量

寿経』の世界観であったこと、第五にこの『無量

寿経』序分の記述を通じて往生以後の往生人が

大乗菩薩となった際のあるべき姿を捉えていたで

あろうことが想定されます。つまり善導大師にとって

『無量寿経』という経典は、阿弥陀仏の本願と本

願成就を説示するとともに、この阿弥陀仏の本願

と本願成就こそがいわば完全にして究極なる大

乗菩薩道の完遂であり、『無量寿経』はこの完全

にして究極なる大乗菩薩道を説示する大乗経典

の究極的存在で、大師はそこに説示されている

大乗菩薩や法蔵菩薩、往生以後の菩薩の姿に

完全なる大乗菩薩道の修道過程とその完成形態

を読み取っていたものと考えられます。

〔このように第一に姿形、第二に数、第三に位、第四に果を、第五に徳を明かし、第六に文

殊菩薩の徳が高いこと、第七に総括という〕七項目の相違があるが、菩薩衆に関する解釈

を終えることとする。

以上、ここまで〔声聞衆と菩薩衆の〕二衆の相違があるが、広く化前序に関する説明を終

えることとする。
　　

【小結】

釈尊の弟子とは、前人未到の覚りを得て覚者となった釈尊に帰依し、その教えを求め、教えに従い、教

えのままに行動した人々のことであり、個々に釈尊の教えを理解し、それにしたがって行動した人々でありま

す。釈尊とその周囲にあった弟子たちの姿こそ、最初期の仏教の姿と言い得るでしょう。

釈尊の弟子には既にシュラマナ（沙門）として修行を実践したことが明らかな者がいる一方で、名前だ

けが残りその他の事跡はまったく明らかではない人 も々大勢います。しかしインド大陸内にあって釈尊の

言動が人々の心に強く訴え、多くの人 を々現実生活の苦しみから離脱させたことが、仏教が一宗教として

インド大陸にひろがっていった要因そのものなのです。釈尊の周囲に集まったのは、悩みをもった人、不運

な人、虐げられた人など、自らの人生の中にあってもがき苦しんでいた人々です。彼らはそれぞれに何らか

の機縁を得て釈尊と出会い、そして仲間になっていったのでしょう。彼ら一人ひとりがそれぞれに自らの運

命をにない、異なった感情のまま釈尊の言葉を受け止め、導かれていきました。彼ら一人ひとりの告白が、

今日、『仏弟子の告白』や『尼僧の告白』として収録されています。この二冊には、釈尊に導かれた人々の

「魂の苦悩」と「救いを求める熱烈な希望」、「釈尊の教えを受け、帰依し、心の安住を獲得した喜び」、

そして「次いで起こる心の静けさと人生の転換」が叙述されています。

釈尊のもとには様々な人々が人生の悩みを抱えたまま集まったことでしょう。これら自らが生存することそ
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善導大師の『観経疏』を読む（第35回）

のものを苦と思う人々に対し、釈尊はその苦の根本的な原因を自らが覚知するように諭し、そして苦から脱

却する方法を示しました。この釈尊の救済行為は単なる思い付きではなく、どこまでも釈尊自身の覚りを根

拠とした行為であり、その教えを受けた人々は自らの魂の苦悩から離れ、澄み切った心の安住を全身体的

に獲得しました。これこそが最初の仏教（=仏の教え）の姿であった思われます。

どうぞ釈尊の生涯、そしてその言葉と教えに興味をもっていただき、さまざまな資料などを読んでみてくだ

さい。そこには、釈尊があなたにだけ伝えようとする言葉が書かれているかもしれません。
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1.はじめに

２０１８年に別々の姓で婚姻届を役所に出して

不受理とされた東京都内の３組の事実婚カップル

が、夫婦同姓を求める規定は「法の下の平等」

を保障する憲法第１４条と「婚姻の自由」を定め

た２４条に反するとして、家事審判を申し立てた

裁判について、２０２１年６月２３日、最高裁大法廷

は、家事裁判の決定で、夫婦同姓を定めた民法

などの規定は憲法に違反しないと判断しました。

この裁判の判事構成員は１５人で、そのうち１１人

が合憲とし、４人が違憲と判断しました。合憲判

断の多数意見は「２０１５年大法廷判決以降の社

会の変化や国民の意識の変化といった諸事情を

踏まえても、合憲の判断を変更すべきものとは認

められない。この種の制度のあり方は国会で論じ

られ判断されるべき事柄に他ならない」というもの

でした。今回は、この最高裁判決から選択的夫

婦別姓について考えてみたいと思います。

2.最高裁判決　～判事の意見は～

新聞報道などによると、違憲と判断した４人の

判事のうち、三浦守裁判官は、同姓規定は、夫

婦で姓を統一しない結婚の成立を法律で否定

するもので、婚姻に対する「直接的な制約であ

る」と明言し「間接的な制約で、婚姻自体の制

約ではない」とした合憲派の意見を否定しまし

た。また、結婚で姓を変えるのは圧倒的に女性

が多い現実と、女性の就業率の上昇、共働き世

帯の増加といった社会情勢の変化を重ね合わ

せ、「女性に与える不利益」の深刻化を指摘しま

した。また、１９９６年に法制審議会が選択的夫

婦別姓の導入を答申してから２５年という歳月に

触れ「四半世紀が経過する中、国会では具体的

な検討や議論がほとんど行われてこなかった」と

断じました。

さらに、宮崎裕子裁判官と宇賀克也裁判官は、

夫婦同姓の規定はアイデンティティの喪失を求

め、夫婦の一方のみに負担を負わせ続ける制度

だと指摘し「婚姻についての当事者の意思決定

を抑圧し、婚姻の自由を妨げる不当な国家介入

に当たる」と憲法第２４条違反を強調しました。ま

た、女子差別撤廃条約に基づき、国連が２０１６

年に、夫婦同姓制度を改めるよう求める３度目の

勧告を出した事実も、違憲状態の「有力な根拠

「選択的夫婦別姓」
～最高裁判決から考える～
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た、女子差別撤廃条約に基づき、国連が２０１６

年に、夫婦同姓制度を改めるよう求める３度目の

勧告を出した事実も、違憲状態の「有力な根拠

「選択的夫婦別姓」
～最高裁判決から考える～

12 和合　令和3年　11月号

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。

鷹家 誠治（たかいえ・せいじ）
1973年から勤務した民間企業で１０年間にわたって人権啓発を
担当。現在は、大阪府内の市役所で非常勤嘱託職員として人権啓
発に携わっている。

★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。

の一つ」と現状を強い言葉で批判しました。

そして、弁護士出身の草野耕一裁判官は、選

択的夫婦別姓を導入することで向上する国民の

福利は、制度導入で減少する福利よりも大きいこ

とは明白である。にもかかわらず導入しないこと

は、あまりにも個人の尊厳をないがしろにする」と

指摘しました。

一方、合憲と判断した、深山卓也裁判官、岡

村和美裁判官、長嶺安政裁判官の３氏も、共同

の補足意見として「選択的夫婦別姓制度の方

が、合理性があるという意見も理解できる」とした

うえで「国会での真剣な議論を期待する」と述べ

ています。

3.選挙を通じて「夫婦同姓の強要」を
	 なくしていく

今回の最高裁決定は、原告敗訴となりました

（私は違憲だと思っています）が、決して、選択

的夫婦別姓までが否定されたわけではないと考

えています。

最高裁は「この種の制度のあり方は国会で判

断されるべきだ」との考えを示しました。これは、

夫婦同姓は憲法違反とまでは言えないものの、国

会が民法を改正して、夫婦は同姓か別姓かを自

由に選べるという制度に変えても何の問題もない

し、国民の多くが望んでいるのなら、国会が世論

を受けて、選択的夫婦別姓を導入すればよいと

言っているのだと推測します。加えて、最高裁は、

世論と国会のねじれについて、国会に対して「もっ

と世論に耳を傾けて、立法機関としての責任を果

たしなさい」と促しているようにも聞こえます。

国会議員は唯一の立法機関の一員として、こ

の最高裁の決定を真摯に受け止めてもらいたい

と思います。そして、夫婦同姓を強要されて苦し

んでいる人びとを救うために、一日も早く民法を改

正して夫婦別姓を選べるようにする重大な役割

を担っているということを強く自覚してほしいと思

います。

先人たちが、苦難の道を辿りながら勝ち取って

きた「参政権」と同じように、選択的夫婦別姓も、

国民が勝ち取るべき権利に他なりません。

もうすぐ、第４９回衆議院議員総選挙が行われ

ます（この原稿が掲載される頃には、終わってい

るかもしれませんが）。私は、選択的夫婦別姓導

入を最も実現してくれそうな政党と候補者に一票

を投じ、国際的にみても非常識な「夫婦同姓の

強要」をなくしていきたいと考えています。

また、同時に行われる「最高裁判所裁判官国

民審査」では、この裁判で合憲と判断した裁判

官に不適格の「×」を記載し違憲の意思を示した

いと思っています。

おとなの学び研究会 鷹家 誠治23
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人生の
� 勝利者となれ

戦場において千の千倍の人に勝利するにしても、自分自身という一人に勝利
するならば、その人は戦場において最高の勝利者である。

『ダンマパダ』第 103偈

釈尊のことば

令和という新時代になった今でも多くの人々は、こ
の現世において何らかの成功を収めることを望んでい
ます。彼らが富、名誉、権力といったものを求めて熾
烈な競争を行う舞台はまさしく現代の戦場であり、釈
尊が生きた時代の戦場と本質的には何ら変わりがあ
りません。そして戦場には必ず勝者と敗者がいます。
少数の勝者たちが栄光に包まれ煌びやかな生活を送
る一方で、敗者とされた大多数の人々は、その陰で
慎ましく暮らすことを余儀なくされています。
それでは我々は、現世で富や名声を得ることを人

生の目的とし、ただそのような成功を目指していれ
ばいいのでしょうか。決してそうではありません。
なぜなら老い、病、そして死という人生の苦しみは、
大富豪や権力者にも、等しく訪れるものだからです。
かつて栄華を誇った者でも永遠に繁栄することはな
く、死の苦しみから逃れられる人間もいません。例
えば、秦の始皇帝が持てる力のすべてを注いで宮殿
のごとき巨大な陵墓を築き、不死の妙薬を探し求め
たのも、死後の世界への不安に駆られての行動でし
た。しかしながら、始皇帝のように不死を願ったり、
現世での繁栄を死後に持ち込もうとするのは、いず

れ訪れる苦しみから目を背けているだけであり、根
本的な解決にはなりません。釈尊はこのことをよく
理解していました。釈尊は苦しみの原因は老いや病
や死そのものではなく、それらを恐れいずれ滅する
肉体にしがみつく我々の心、すなわち執着であるこ
とを菩提樹の下でさとります。そしてそのような執
着を断ち苦しみから逃れる方法として仏教が生まれ
たことは、皆さんもご存知の通りです。
つまり仏教における人生の勝者とは、自分自身の

弱い心に打ち克ってさとりを開いた、釈尊のような
人物を指すと言えます。しかしながら実際に厳しい
修行を成し遂げ現世でさとりを開くことは、並大抵
のことではありません。若き日の法然上人もまた、
膨大な経典の学習に明け暮れながらも、自らがさと
りを得て救われることに確信を持てずにいました。
「私のような心の弱い凡夫であっても救われる教え
はないものか」と上人が悩みぬいた末に、たどり着
いたのが専修念仏の教えです。お念仏による救済と
いう会い難い教えに出会い、心の弱さに挫けずにそ
の教えを信じ抜くこと、これこそが我々凡夫にとっ
ての勝利と言えるでしょう。

【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　渡邉眞儀
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。

生きている間はお念仏を称えてその功徳が積もり、命尽きたならばお浄土に参らせていただきます。「いずれにしても
この身にはあれこれと思い悩むことなどないのだ」と思ったならば、生きるにも死ぬにもなにごとにも思い悩むことなど
なくなるのです。

【つねに仰られける御詞（『法然上人のご法語②』349頁、聖典6・283頁）】

関連する経典・ご法語

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〉毎月一言
20
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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（日）
 ～25（土） 知恩院

諸経費
¥180,000伝宗伝戒

増上寺道場
12.7（火）
 ～27（月） 増上寺

※知恩院道場の登嶺日は12月4日（土）、増上寺道場は12月6日（月）です。

璽書伝授
知恩院道場

11.19（金）
 ～25（木） 知恩院 冥加料

¥50,000
諸経費

¥90,000
璽書伝授
増上寺道場

10.25（月）
 ～31（日） 増上寺

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

別開五重相伝 9.9（木）
 ～15（水） 知恩院 諸経費

¥80,000

●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）

R4.2.15（火）
 ～18（金） 増上寺 お知らせに

記載

法式教師研修会 10.22（金） 宗務庁（京都） 無

●詠唱関係

詠唱指導者
養成講座

11.15（月）
 ～17（水） 清浄華院 無

中央詠唱教司研修会
（詠唱教司検定試験併修）

11.30（火）
 ～12.2（木）百萬遍知恩寺 お知らせに

記載

詠唱指導普及委員
研修会 （春期） 5.27（木） WEB研修

無詠唱指導
普及委員
研修会 （秋期）

東 10.13（水）～14（木） 増上寺

西 10.12（火）～13（水）百萬遍知恩寺

●布教師養成講座

初級　前期 6.7（月）
 ～11（金） 光明寺

冥加料
￥3,000

各期
諸経費

￥35,000

　　　中期 11.29（月）
 ～12.3（金） 光明寺

　　　後期 R4.2.7（月）
 ～11（金） 光明寺

中級　前期 10.4（月）
 ～8（金） 善導寺

　　　中期 12.6（月）
 ～10（金） 善導寺

　　　後期 R4.2.21（月）
 ～25（金） 善導寺

上級　前期 10.11（月）
 ～15（金）教化研修会館

　　　中期 R4.1.17（月）
 ～21（金）教化研修会館

　　　後期 R4.3.7（月）
 ～11（金）教化研修会館

五重相伝研修講座 未定 愚鈍院
（宮城教区14番）

冥加料
￥5,000

道場名・行事名 期日 会所 必要経費

●講習会関係

第117回教学高等講習
会（夏安居道場併修）

6.29（火）
 ～7.2（金）

知恩院
WEB

無

第118回教学高等
講習会

R4.2.14（月）
 ～17（木） WEB

第494回教化高等講習
会（冬安居道場併修）

R4.2.1（火）
 ～3（木） 知恩院

総合学術大会 9.9（木）
 ～10（金） WEB

●教師検定試験 8.25（水）
 ～27（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 R4.2.17（木）
 ～3.2（水） 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 R4.2.14（月）
 ～2.27（日） 金戒光明寺

第3期道場

10.6（水）
 ～10.12（火） 増上寺

10.18（月）
 ～10.24（日） 金戒光明寺

入行面談 6.4（金）、5（土）
 18（金）、19（土） WEB 無

●助教師養成講座

第1期 R4.2.15（火）
 ～28（月） 光明寺 諸経費

¥90,000

第2期 9.2（木）
 ～8（水） 知恩院 諸経費

¥40,000

●宗門子弟教養講座 7.27（火）
 ～29（木） 知恩院 諸経費　

¥26,000

●教師研修講座（少僧都研修講座）

A期 （Ⅰ・Ⅱ） 8.28（土）
 ～31（火） WEB

無

B期 （Ⅰ・Ⅱ） R4.3.10（木）
 ～13（日） 大正大学

A期-Ⅰ R4.1.15（土）
 ～16（日）

教化研修会館
WEB

A期 -Ⅱ 11.13（土）
 ～14（日）

B期 -Ⅰ 6.12（土）
 ～13（日）

B期 -Ⅱ R4.2.5（土）
 ～6（日）

●寺庭婦人若葉研修会
未定 未定 未定

変更日程

変更日程

変更日程

変更日程

変更

変更

令和3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場合があります。

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

中止

中止

中止

中止

中止
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令和3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場合があります。

行事名 日程 会所 必要経費

●教師研修会　※詳細は22～25頁
第30回 4.12（月）～13（火） 教化研修会館

※WEB併修第31回 6.14（月）～15（火）
第32回 9.6（月）～7（火） 教化研修会館
第33回 10.6（水）～7（木）東北地区 仙都会館（宮城県仙台市）
第34回 11.8（月）～9（火）北陸地区 長善寺（新潟教区新潟組№43）
第35回 R4.2.9（水）～10（木） 教化研修会館

●実践講座（『選択集』編）　※詳細は36・37頁　
第14回 5.6（木） 規模縮小

教化研修会館
※WEB併修

第15回 9.13（月）
第16回 R4.1.31（月）
第17回 R4.3.14（月）

●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30・31・33頁　
第13回 5.10（月）  規模縮小

教化研修会館
※WEB併修

第14回 9.15（水）
第15回 12.20（月）
第16回 R4.2.24（木）

●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30・32・33頁　
第1回 5.11（火） 規模縮小

教化研修会館
※WEB併修

第2回 9.16（木）
第3回 12.21（火）
第4回 R4.2.25（金）

●実践講座（法式編）　
第1回 5.31（月）　 延期 規模縮小

教化研修会館
※WEB併修

第2回 6.27（日）
第3回 7.20（火）
第4回 9.8（水）
第5回 10.20（水）

●実践講座（寺院運営編）　　
第1回 6.23（水） 規模縮小 教化研修会館

※WEB併修第2回 7.7（水）

●実践講座（ともいき編）
第1回 調整中 教化研修会館

●実践講座（阿弥陀仏編）　※詳細は34・35頁
第4回 6.9（水） 規模縮小

教化研修会館
※WEB併修

第5回 9.14（火）
第6回 11.16（火）
第7回 R4.2.8（火）

●実践講座（授戒会編）
第2回 5.17（月） 規模縮小

教化研修会館
※WEB併修第3回 8.30（月）

第4回 10.4（月）

●実践講座 その他
必要に応じ企画実施

終 了
終 了

終 了
終 了

終 了

終 了

終 了
終 了

終 了
終 了

終 了
終 了

終 了
終 了

終 了
終 了

終 了

終 了

終 了
終 了

終 了
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11
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

※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。11月 開催行事

第34回教師研修会  
於：長善寺（新潟教区№43）

教師研修講座A期Ⅱ  
於：教化研修会館／WEB

璽書伝授道場
於：知恩院

実践講座（阿弥陀仏編⑥） 
於：教化研修会館

パネルシアター実演者養成研修会【関東第2回】 
於：浄土宗宗務庁（東京）

中央詠唱教司研修会（詠唱教司検定試験併修） 
於：百萬遍知恩寺　～12/2

布教師養成講座（初級中期） 
於：光明寺　～12/3

璽書伝授道場
於：知恩院　～11/25

詠唱指導者養成講座　於：清浄華院

パネルシアター実演者養成研修会【関西第2回】
於：教化研修会館
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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

12

伝宗伝戒知恩院道場　於：知恩院

伝宗伝戒知恩院道場　於：知恩院

伝宗伝戒知恩院道場　於：知恩院

伝宗伝戒増上寺道場　於：増上寺　～12/27

伝宗伝戒増上寺道場　於：増上寺

伝宗伝戒増上寺道場　於：増上寺

実践講座
（『御法語』編⑮）  
於：教化研修会館

実践講座（布教編③）  
於：教化研修会館

伝宗伝戒増上寺道場　
於：増上寺

伝宗伝戒知恩院道場
於：知恩院　～12/25

布教師養成講座（初級中期） 
於：光明寺　11/29～

中央詠唱教司研修会（詠唱教司検定試験併修） 
於：百萬遍知恩寺　11/30～

※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。12月 開催行事

布教師養成講座中級中期　於：善導寺
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27 28 29 30 30 1 2
月 火 水 木 金 土 日

3 4 5 6 7 8 9
月 火 水 木 金 土 日

10 11 12 13 14 15 16
月 火 水 木 金 土 日

17 18 19 20 21 22 23
月 火 水 木 金 土 日

24 25 26 27 28 29 30
月 火 水 木 金 土 日

31 1 2 3 4 5 6
月 火 水 木 金 土 日

1

教師研修講座A期 -Ⅰ  
於：教化研修会館/WEB

※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。1月 開催行事

実践講座（『選択集』編⑯）
於：教化研修会館
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31 1 2 3 4 5 6
月 火 水 木 金 土 日

7 8 9 10 11 12 13
月 火 水 木 金 土 日

14 15 16 17 18 19 20
月 火 水 木 金 土 日

21 22 23 24 25 26 27
月 火 水 木 金 土 日

28 1 2 3 4 5 6
月 火 水 木 金 土 日

2 ※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。2月 開催行事

第494回教化高等講習会（冬安居道場併修）
於：知恩院

布教師養成講座（初級後期）
於：光明寺

第118回教学高等講習会（WEB開催）

教師養成道場 第2期道場　於：金戒光明寺　～2/27

教師養成道場 第2期道場　於：金戒光明寺

布教師養成講座（中級後期）　於：善導寺

助教師養成講座 第1期　於：光明寺　～2/28

助教師養成講座 第1期　於：光明寺

助教師養成講座 第1期　於：光明寺

教師養成道場 第１期道場　於：百萬遍知恩寺　～3/2

教師養成道場 第１期道場　於：百萬遍知恩寺

教師養成道場 第１期道場　於：百萬遍知恩寺

教師研修講座 B期 -Ⅱ
於：教化研修会館/WEB
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教化研修会館HP開設

　教化研修会館で開催する行事を閲覧できるWEBサイトです。
　主に教化研修会館で開催する教師研修会及び実践講座の講座情報が閲覧できます。
　また講座情報のほか、教師研修会及び実践講座の申し込みがWEBより可能となります。
　今後は、HPの公開を通して、教化研修会館の情報を積極的に伝えてまいりますので、何卒
ふるってご利用いただきますようお願いいたします。

公開URL▶https://jodo.kenshu-kaikan.jp/

教化研修会館HPとは？

教化研修会館HP開設

今後の予定

•人権センター及び図書室の情報が
閲覧できます。

•動画配信のコーナーを設置。
•研修会館の講習会に限らず、教学部

の各種講習会の情報及び申し込み
ができます。

問合先  浄土宗教化研修本部	 〒605 -0062 京都市東山区林下町４１６
TEL０７５-７４４-０３６０　FAX０７５-７４４-０３６３
Eメール kenshu-honbu@jodo.or.jp

▲スマホ版
　トップページ

▲PC版
　トップページ

◀実践講座
　申込フォーム

21和合　令和3年　11月号



令和３年度 教師研修会令和３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1056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。
　また、当面の間WEBも併修いたします。WEB開催につきましては、最新の和合でご確
認ください。（地方開催除く）

● 開催日

● 基本日程（源光院）

第30回 4月12日（月）～13日（火） 於：教化研修会館（源光院）※WEB併修
※申込締切を4月5日（月）まで延長いたします。

第31回 6月14日（月）～15日（火） 於：教化研修会館（源光院）※WEB併修

第32回 9月6日（月）～7日（火） 於：教化研修会館（源光院）※WEB開催

第33回 10月6日（水）～7日（木）
※地方開催（東北地方）

於：仙都会館
（〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央2-2-10）

第34回 11月8日（月）～9日（火）
※地方開催（北陸地方）

於：長善寺（新潟教区新潟組№43）

第35回 令和4年2月9日（水）～10日（木） 於：教化研修会館（源光院）

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

第1日目 第2日目
朝の勤行（任意）

9：00 ④「現代住職学」 〔90分〕

11：15 受付 10：30 休憩

11：40 開会式 10：45 ⑤「法式・別時」 〔90分〕

12：00 ①「仏教学」 〔90分〕 12：15 休憩

13：30 休憩 13：15 ⑥「実践僧侶論」 〔90分〕

13：45 ②「宗学」 〔90分〕 14：45 休憩

15：15 休憩 15：00 ⑦「社会貢献」 〔90分〕

15：30 ③「伝道」 〔90分〕 16：30 閉会式

17：00 第1日目　終了 16：45 解散

終 了

終 了

終 了

終 了
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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
令和3年度は、引き続き、教化研修会館での昼食・宿泊は受付ておりません。
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。

※教師研修会を修了後、現在まで、規定改正の施行日（平成31年4月1日）までに教階を進（新）叙任を受けて 
　いる場合は、次の教階進叙任要件には適用されませんのでご留意ください。

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

※現在コロナウイルス感染症対策の為、受講人数を制限しております。

● 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30回 中御門敬教 工藤量導 井野周隆 戸松義晴 田中勝道 今岡達雄

第31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32回 勝崎裕彦 柴田泰山 井野周隆 戸松義晴 田中勝道 今岡達雄

第33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34回 齊藤舜健 工藤量導 井野周隆 戸松義晴 大澤亮我 今岡達雄

第35回 齊藤舜健 柴田泰山 井野周隆 戸松義晴 田中勝道 今岡達雄

23和合　令和3年　11月号



「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 ： 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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「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
員としての法令遵守（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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令和3年度 実践講座（予定）
ご好評につき延べ3875名の方々にご受講、ご研鑽いただいております。
令和3年度は、31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  5月 11日（火） 「他力往生」「機教相応」「特留此経」 布教実演：郡嶋泰威
第2回  9月 16日（木） 「無上功徳」「念仏付属」「助正分別」 布教実演：日下部匡信
第3回  12月 21日（火） 「安心起行」「至誠心」「深心」 布教実演：調整中
第4回   令和4年2月25日（金） 「廻向発願心」「二河白道」「無比法楽」 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2年目は後編第二～後編第一を中心に、『元祖大師御法語』を読み解きます。

第13回  5月 10日（月） 「他力往生」「機教相応」「特留此経」
第14回  9月 15日（水） 「無上功徳」「念仏付属」「助正分別」
第15回  12月 20日（月） 「安心起行」「至誠心」「深心」
第16回   令和4年2月24日（木） 「廻向発願心」「二河白道」「無比法楽」

『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14回  5月 6日（木）
第15回  9月 13日（月）
第16回   令和4年 1月31日（月）
第17回   令和4年 3月14日（月）

法式編では、第一線で活躍されている法式教師を講師にお招きし、本宗教師が必要とする知識・作法
を学び、日常の法務の現場で実践いただける内容にて、年5回開講します。

第1回  5月 31日（月） 「悉曇（梵習字）」 講師： 清水秀浩
第2回  6月 27日（日） 「晋山式・落慶式」 講師： 橋本知之 

第3回  7月 20日（火） 「日常勤行式」 講師： 當間浩昭
第4回  9月 8日（水） 「葬儀式」 講師： 熊井康雄
第5回  10月 20日（水） 「今更聞けない浄土宗の知っておきたいこと」 講師： 大澤亮我

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

第七章「光明ただ念仏の行者を摂する篇」
第八章「三心篇」
　　　　　　　　　　を中心に読み解きます。

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5回開催

※5ヵ年計画第4年目

※5ヵ年計画第4年目
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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4回  6月 9日（水）「三輩段」
第5回  9月 14日（火）「三毒五悪段・流通分～特留此経」
第6回  11月 16日（火）「『観経』厭離穢土・欣求浄土」
第7回   令和4年2月8日（火）「『観経』光明摂取」

本講座は、浄土宗における円頓戒の歴史や思想を理解し、法話や法儀といった現場での活用方法を習
得するとともに、全講座を受講することで、授戒会の開筵を目指すために必要な知識や実践について学
ぶことを目的に開設する講座です。
全６回の教義、法儀、布教の講義及び実習を効果的にプログラム編成することで、全講義を通じて総合
的な戒の理解と戒を説くための実践について学びます。
第2回   5月 17日（月）教義②「円頓戒の歴史と思想」 講師：齊藤隆信
第3回   8月 30日（月）法話①「勧誡の組み立て」 講師：齊藤隆信、柴田泰山、池上良慶
第4回   10月 4日（月）法話②「いかに戒を伝えるか」 講師：後藤真法

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 　　調整中
第2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  6月 23日（水）「寺院の会計管理①」
第2回  7月 7日（水）「寺院の会計管理②」
第3回 　　調整中

第1回   　　調整中　　
第2回   　　調整中　　

講師：齊藤隆信、柴田泰山、後藤真法、
　　　池上良慶、熊井康雄、大澤亮我

講師：浄土宗総合研究所主任研究員　齊藤舜健
　　　　　　総合研究所　　研究員　井野周隆

阿弥陀仏編　年4回開催

授戒会編　年3回開催

その他　年2回開催

ともいき編　年2回開催

寺院運営編　年3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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今後の実践講座について（お知らせ）

　教化研修本部では、開催する実践講座について、新型コロナウイルス

感染症の拡大状況に合わせて、開催延期、日程短縮、会館での受講者の

人数制限などの感染予防対策を行う一方で、多くの受講者に参加いただ

くことを目的として、遠隔講義システム（Zoom）を使用した講義を行っ

ています（一部、実習を行う内容の講座を除く）。

　よって、今後も引き続き、受講者の皆さま及び講師の健康と安全に配

慮し、遠隔講義システム（Zoom）を使用した講義を中心に開催し、教化

研修会館での受講については制限を設けることといたしました。

　つきましては、各講座への教化研修会館での受講を予定しておられま

した皆さまにはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願い

いたします。

　なお、感染状況により、やむをえず講座を延期することがあります。

変更の際のご案内は『和合』のほか、ホームページ等でいたしますので、

ご了承ください。 
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Zoomを使用した遠隔講義システム実施のご案内

　令和2年9月より、教化研修会館で開催される実践講座（一部を除く）はZoom
を用いてリアルタイムでの配信を行い、ご自坊にいながらの受講が可能です。（こ
れまでどおり研修会館での受講も可能、ただし定員があります。）これにより「新
型コロナウイルス」の影響により研修会の受講を見合わせる方や距離的・時間的
な制約があった方も研鑽を積めることができる環境を整えることになりました。
是非ご参加くださいますようよろしくお願いいたします。
　なお、遠隔講義システム実施に伴い、下記に注意事項を掲載いたしますので、
ご留意くださいますようお願い申しあげます。
　

遠隔講義システム実施上の注意事項について　

１. 実践講座で使用する遠隔講義システムについて
　実践講座はZoomを利用して実施いたします。Zoomで受講をされる方は、
あらかじめZoomのHPよりZoomのダウンロードをお願いいたします。
　当講座は、長時間の想定であり、受講者の皆様の目の負担を少しでも軽減
するため、PCからの講義参加を推奨しております。

２. Zoomでの参加方法について
遠隔講義での受講を希望された方には、後日、教化研修本部から送付される
案内状に「ミーティングID」及び「パスワード」が掲載されておりますので、
掲載されている「ミーティングID」及び「パスワード」を入力し、実践講座に
ご参加ください。
※「ミーティングID」及び「パスワード」を他者、SNS等へ公開することは固
く禁じます。

３. 遠隔講義受講時の注意事項について
　受講中、講師の講義の妨げにならないよう、音声をミュート（消音）にして
参加ください。
　また、その他、誹謗中傷のようなチャット及び「画面共有」の使用などは固
く禁じます。

４. 講義内容の録音・録画について
　講師及び実践講座担当者に無断で講義内容を録音・録画することはできま
せん。また、配布された資料やテキストにも著作権があり、権利者に無断で
SNS等に掲載することは著作権侵害にあたり、処罰されたり損害賠償請求を
受けたりすることがありますので、十分注意してください。
※当面の間は、案内の他にZoomのダウンロード及び参加の手順書を添付し
送付いたします。
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実践講座『御法語』編と布教編
連携企画のご案内

「本宗の教師は布教伝道を行うものとする」
（布教伝道規程第2条）

　平成30年度より浄土宗教化研修会館（源光院）では、実践講座『御法語』編にて「法然上人の
お言葉�─元祖大師御法語─」（総本山知恩院布教師会発刊）をテキストに、『御法語』を正しく
読み解く講座を連続開講しております。
　また、平成28年度より実践講座（布教編）においては、法話の構成・組み立て方・季節の話材
紹介や実演布教を通して、年中行事法話や通夜・年忌法要における法話についてご研鑽いただ
く機会を設けてまいりました。
　令和元年度からは、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15回） ―

「安心起行」「至誠心」「深心」
　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。
　布教編とのタイアップにより檀信徒はじめ一般社会へ伝えるべき法然上人のお言葉、込められ
た心を正しく受け止め、次に続く布教編へと繋ぎます。
　法然上人の教えを正しく伝えるためにはまず、教えを正しく受け止める必要があります。この
機会に、共に『元祖大師御法語』法然上人の御言葉に込められた心を読み解きましょう。

令和3年 12月20日（月）
午後零時55分 から 4時30分 まで

12：30 受付

12：55 資料の確認及び
講師紹介等

13：00 講義①

14：00 休憩

14：15 講義②

15：15 休憩

15：30 講義③

16：30 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

後篇8「安心起行」
おおよそ仏教においては、いかなる得道をもとめるにも心と行の二
つがそろってなければいけません。極楽往生も然り。善導大師は浄
土往生の心行具足を安心起行と名付けられました。安心起行につ
いて学びます。

後篇9「至誠心」
浄土往生については、三心具足は必須とされます。三心とは至
誠心・深心・廻向発願心。至誠心は、裏表のない真実の心とされま
す。至誠心について学びます。

後篇10「深心」
三心の深心について学びます。深心とは、阿弥陀仏の本願を信

じる深い心、自己を罪悪生死の凡夫と知る二種から成り立ちます。
浄土往生については、何より本願を深く信ずる心が重要です。深心
について学びます。

連携企画
規模縮小
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実践講座
― 布教編（第3回） ―

「安心起行」「至誠心」「深心」
　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。

令和3年 12月21日（火）
午後零時55分 から 5時 まで

12：30 受付

12：55 資料の確認及び
講師紹介等

13：00 講義①

14：30 休憩

14：45 講義② 

15：45 休憩

16：00 講義③ 

17：00 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員  

 安
や す な が

永 宏
こ う し

史 （福岡教区 生往寺 住職）

総本山知恩院布教師会顧問 中
な か む ら

村 晃
こ う わ

和 （奈良教区 西迎院 住職）

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  

 安
や す い

井 隆
りゅうしゅう

秀 （静岡教区 養命寺 住職）

連携企画

【講義①】 安永宏史
　法話は一人でも多くの方に、阿弥陀さまを信じてお念仏を称えていた
だくことを目的とします。ここを『説法式要』には「ついに念仏安心に落
居するを一座の本意とす」と示されています。そのようにたとえ法事の短
い一座であっても、分かりやすい譬え話や情に訴える因縁話を用いてみ
教えの核心を伝え、最後には「安心起行」に落着できるように心がけて
おきます。
　そこで今回は聞き手に共感を覚えていただく「因縁話」とは何か。そ
して「讃題について離れてまたついて、花が咲いたらそれでおしまい」と
いわれるように、法話の花をどのように咲かせて閉じるのか、実例と話材
を挙げて解説をします。

【講義② 実演布教】 中村晃和

【講義③ 実演布教】 安井隆秀

規模縮小

● 講義概要● 時間割
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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、Eメール又はHP「講
習会申込フォーム」にてお申し込みください。

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

本宗教師

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

会館受講	50名（先着順）
※感染症の拡大状況により変更する場合があ
ります。
Zoom受講	300名（先着順）

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

〈会館受講〉
◦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。

〈オンラインZoom受講〉
◦Zoomログイン時の参加名は必ず僧籍登録
された名（僧名・漢字）でお願いいたします。
僧名以外で参加（ログイン）された方の参加
は許可いたしません。

　例：○（許可）	：「浄土	法道」
　　 ×（不許可）：「○○寺」、「じょうど　ほうどう」、
	 　　　　　　　「Jodo	Norimichi」、「iPhone」
◦肖像権、著作権等の理由から、講義の録画・
録音、ログインID・パスワードの他者への伝
達、申込者以外の視聴、資料の複製・転載・譲
渡を禁止いたします。

●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
ちでない方は当日までにご準備下さい。（一冊
税込500円）
テキストのご購入をご希望の方は総本山知恩
院（TEL	075 -531 -2111）までご連絡下さい。

● 『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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令和3年 11月16日（火）
午後零時25分 から 5時 まで

日 時

講 師 総合研究所主任研究員 齊
さ い と う

藤 舜
しゅんけん

健 （出雲教区 西方寺 住職）

実践講座
― 阿弥陀仏編（第6回） ―

「『観経』厭離穢土・欣求浄土」
　本講座では、浄土三部経に基づいて、阿弥陀仏が、どのような願いをもって修行されて、お念仏
申す者を極楽へと迎え取る仏となられたのかを学びます。
　また、阿弥陀仏がどのようなお姿・存在なのか（所帰）、阿弥陀仏が衆生（我々）を迎えるために建
立された西方極楽浄土がどのような世界であるのか（所求）を学び、極楽浄土へ生まれ往くために
は阿弥陀仏が本願に選択された称名念仏によらなければならないこと（去行）を確信するための
講座です。
　浄土三部経のポイントを踏まえ、実演布教師より実践・活用できる法話を講説いただきます。

12：00 受付

12：25 資料の確認及び
講師紹介等

12：30 講義① （90分）

14：00 休憩

14：15 講義② （90分）

15：45 休憩

16：00 講義③ （60分）

17：00 閉講式

● 時間割

実演
布教師 総合研究所研究員 井

い の

野 周
しゅうりゅう

隆 （滋賀教区 雲住寺 副住職）

規模縮小

● 講義概要

【講義①】【講義②】　齊藤舜健
『観経』の序分には、韋提希が浄土への往生を願っ
た経緯が示されます。
今回の講義では、韋提希が発した「厭離穢土・欣
求浄土」の心（厭欣心）を中心として、正宗分へと導く
「教我思惟、教我正受」の訴え、定散二善といった序
分の所説を解説し、私たちにとっての意義を考えます。

【講義③】　井野周隆
本講義では、韋提希夫人の「ただ願わくは世尊、我
が為に広く憂悩なき処を説きたまえ、我れまさに往生す
べし」の言葉を讃題に挙げ、娑婆世界の苦悩につい
て触れ、「厭欣心」を中心に実演いたします。
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● 令和3年度 実践講座阿弥陀仏編　開講予定

回数 開催日 講題

第7回 令和4年2月8日（火） 『観経』 光明摂取

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

〈会館受講〉
◦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。

〈オンラインZoom受講〉
◦Zoomログイン時の参加名は必ず僧籍登録
された名（僧名・漢字）でお願いいたします。
僧名以外で参加（ログイン）された方の参加
は許可いたしません。

　例：○（許可）	：「浄土	法道」
　　 ×（不許可）：「○○寺」、「じょうど　ほうどう」、
	 　　　　　　　「Jodo	Norimichi」、「iPhone」
◦肖像権、著作権等の理由から、講義の録画・
録音、ログインID・パスワードの他者への伝
達、申込者以外の視聴、資料の複製・転載・譲
渡を禁止いたします。

●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、Eメール又はHP「講
習会申込フォーム」にてお申し込みください。

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

本宗教師

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

会館受講	50名（先着順）
※感染症の拡大状況により変更する場合があ
ります。
Zoom受講	300名（先着順）
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実践講座
―『選択集』編（第16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、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
12：30 受付 15：15 休憩

12：55 資料の確認及び
講師紹介等 15：30 講義3

13：00 講義1 16：30 閉講式

14：00 休憩

14：15 講義2

令和4年 1月31日（月）
午後零時55分 から 4時30分 まで

規模縮小
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●注意事項  ........................................................

〈会館受講〉
◦公共交通機関をご利用ください（受講者の
駐車スペースはありません）。

◦道衣（改良服）または洋式道衣（伝道服）、袈
裟、数珠着用のこと。

◦感染症予防にご協力ください（感染拡大状況に
より会館受講を取りやめる場合があります。）。

〈オンラインZoom受講〉
◦Zoomログイン時の参加名は必ず僧籍登録
された名（僧名・漢字）でお願いいたします。
僧名以外で参加（ログイン）された方の参加
は許可いたしません。

　例：○（許可）	：「浄土	法道」
　　 ×（不許可）：「○○寺」、「じょうど　ほうどう」、
	 　　　　　　　「Jodo	Norimichi」、「iPhone」
◦肖像権、著作権等の理由から、講義の録画・
録音、ログインID・パスワードの他者への伝
達、申込者以外の視聴、資料の複製・転載・譲
渡を禁止いたします。

●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、Eメール又はHP「講
習会申込フォーム」にてお申し込み下さい。

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

本宗教師

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

会館受講	50名（先着順）
※感染症の拡大状況により変更する場合があ
ります。
Zoom受講	300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。
·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3年度 実践講座『選択集』編　開講予定

回数 開催日

第17回 令和4年3月14日（月）
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教師研修（少僧都研修）講座
日 程

場 所

A期 ＡⅠ 佛教大学 令和3年 8月 28日（土） 午前9時 から
     29日（日） 午後3時30分 まで

 ＡⅡ 佛教大学 令和3年 8月 30日（月） 午前10時30分 から
     31日（火） 午後6時 まで 終了

 ＡⅡ 教化研修会館（源光院・WEB） 令和3年 11月 13日（土） 午前9時 から
     14日（日） 午後3時30分 まで

 ＡⅠ 教化研修会館（源光院・WEB） 令和4年 1月 15日（土） 午前10時30分 から
     16日（日） 午後6時 まで

B期 ＢⅠ 教化研修会館（源光院・WEB） 令和3年 6月 12日（土） 午前10時30分 から
     13日（日） 午後6時 まで 終了

 ＢⅡ 教化研修会館（源光院・WEB） 令和4年 2月 5日（土） 午前10時30分 から
     6日（日） 午後6時 まで

 ＢⅠ 大正大学 令和4年 3月 10日（木） 午前9時 から
     11日（金） 午後3時30分 まで

 ＢⅡ 大正大学 令和4年 3月 12日（土） 午前10時30分 から
     13日（日） 午後6時 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

※教化研修会館（源光院）での開催時はWEB受講を併用いたします。

終了
WEB受講に変更となりました

WEB受講に変更となりました
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次頁へつづく→

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

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

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

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

●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

ＡⅠ 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

ＡⅡ 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

BⅠ 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

BⅡ
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
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ＡⅠ・ＢⅠ ＡⅡ・ＢⅡ
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。

●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。

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

（４）研修形式は通学研修（スクーリング制）です。
（５）受講者は、2日間を通して科目ごとに定めら

れた講義全コマを受講しなければ、試験を
受けることはできません。

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

（７）本講座の受講者は、受講後4年以内に全期を

修了しなければなりません。
　　※令和2年度中止の講座がありましたので、

該当する方の修了年限を延長いたします。
（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）自家用車での来場は一切禁止します。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。
（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。
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●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。

●僧階「少僧都」進級並びに学階「得業」授与  ..

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

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

（３）本講座修了による僧階「少僧都」進叙任
者は、学階新授与申請を提出することに
より、学階「得業」を取得することができ
ます。また、功績点については、僧階「少
僧都」へ進叙任と同時に、功績点50点に
達するよう相当分の点数が付加されます
（※叙任時に功績点50点以上を有してい
る者への功績点付加はありません）。

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

Ａ期

	•	Ａ-Ⅰ・Ⅱ　佛教大学
令和3年7月28日（水） 締め切りました

	•	Ａ-Ⅱ　教化研修会館（源光院・WEB）
令和3年10月13日（水） 締め切りました

	•	Ａ-Ⅰ　教化研修会館（源光院・WEB）
	 令和3年12月15日（水）
Ｂ期
	•Ｂ-Ⅰ　教化研修会館（源光院・WEB）
令和3年5月12日（水） 締め切りました

	•	Ｂ-Ⅱ　教化研修会館（源光院・WEB）
	 令和4年1月5日（水）
	•	Ｂ-Ⅰ・Ⅱ　大正大学
	 令和4年2月10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

●備　考  ...........................................................

新型コロナウイルス感染症の今後の感染状況
により、オンライン講座となる可能性もござ
います。
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助教師養成講座
日 程

場 所

第1期　令和4年 2月15日（火） から 2月28日（月） まで

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1期　本宗宗徒（義務教育を修了した18歳
以上の宗徒）

	 ※事前に僧籍登録を済ませたうえで、
　ご申請ください。

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

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  ........................................................

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1期　令和4年1月17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  ........................................................

※申請後、速やかにつぎの口座へ90 ,000円お
振込みください。

※入行許可後に入行辞退された場合、既納の
道場冥加は返金できない場合がありますの
でご了承願います。

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

（１）受講開始後4年以内に全期を修了しなけ
ればなりません。

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

（３）受講期間中は原則として道場からの外出
を許可しません。

（４）自家用車での登嶺は一切禁止します（送
迎は除く）。

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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（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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中央詠唱教司研修会
（詠唱教司検定試験併修）

日 時

場 所

令和3年 11月 30日（火） 午前10時 から
 12月 2日（木） 午後5時 まで

大本山百萬遍知恩寺
〒606-8225 京都府京都市左京区田中門前町103番地の27　　TEL 075-781-9171 

●日　程　※研修会受講のみ対象者は、令和4年度より変更となる新検定科目が研修内容です。

研修会受講のみ 研修会受講・検定試験受験
11月30日（火）

9：30 受付
10：00 開講式
10：30 全体講習
12：00 昼食
13：00 級別講習（適宜休憩） 13：00 級別講習（適宜休憩）
16：30 第1日終了予定

12月1日（水）
9：00 級別講習（適宜休憩） 9：00 級別講習（適宜休憩）

12：00 昼食
13：00 級別講習（適宜休憩） 13：00 級別講習（適宜休憩）
16：30 終了 ・ 解散予定 16：30 第2日終了予定

12月2日（木）
9：00 筆記試験
9：30 実技試験

12：00 昼食
13：00 実技試験  終了者から順次解散予定

●受講対象  ........................................................
二級詠唱教司、三級詠唱教司、一級詠唱講司で
進級を希望する者

●申込方法  ........................................................
中央詠唱教司研修会受講申請書に必要事項を
記入のうえ、組長・教区長進達の上浄土宗教学
部に提出してください。

●申込締切  ........................................................
令和3年11月12日（金）必着

●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

新型コロナウイルス感染症の影響により地区詠唱教司研修会が未受講の方への特例措置について
詠唱教司検定試験は【中央】-【地区】-【中央】の順に詠唱教司研修会を受講することで受験できます。
しかしながら、新型コロナウイルス感染症の蔓延により各種研修会が中止を余儀なくされる中、進級を
希望される方で既に1回目の【中央】研修会を受講しながら【地区】研修会を受講することが不可能で
あった方々を対象に、次のとおり特例措置を講じます。
令和3年度に限り、【中央】-【中央】-【地区（令和4年度以降）】の順に研修会を経ることを認める。
※特例措置を活用して進級を希望する者は、中央詠唱教司研修会に併修される検定試験に合格しなければ

ならない。
※特例措置にて進級する者の認定日は、令和4年度以降に開催される地区詠唱教司研修会の修了日とする。

なお、検定試験合格後に地区研修会を受講までの年数には制限を設けない。
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●検定課題曲　※10月号掲載内容に誤りがございましたこと、お詫びいたしますとともに、太字にて訂正いたします。

●受験資格  ............................................................
一級	 平成30年3月31日以前に二級詠唱教司
	 に認定された者
二級	 　　　　〃
	 三級詠唱教司に認定された者
三級	 　　　　〃
	 一級詠唱講司に認定された者
※経験年数のほか、現級認定後に、中央詠唱教司
研修会を1回以上修了した後に地区詠唱教司
研修会を1回以上修了することが必要となり、
以上の要件を満たした方は、今般の中央詠唱
教司研修会を受講の後、最終日に併修される
詠唱教司検定試験の受験が可能となります。

※一級詠唱教司に認定される者は、次の各号に掲
げる認定要件を6項目以上具備しなければな
らない。
①本宗の教旨および目的を熟知し、優秀なこと。
②吉水講の信条を体解し、優秀なこと。
③適正な詠唱教授法が行え、その指導が優秀なこと。
④適正な詠唱のお唱えおよび舞の実演が行え、
優秀なこと。

⑤適正な法式の作法及び行儀が行え、優秀なこと。
⑥普及委員を4年以上経験していること。
⑦詠唱の発展に関して、特に功労があること。

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

■研修会受講のみの方
　昼食代　　　　　　		2 ,000円（2日分）
■研修会受講・検定試験受験の方
三級詠唱教司課程	 28 ,000円
二級詠唱教司課程	 28 ,000円
一級詠唱教司課程	 38 ,000円

　◎内訳
　　①検定冥加料	 5，000円
　　②認定冥加料	 三級10，000円

二級20，000円
一級30，000円

　　③袈裟冥加料（三級のみ）	10，000円
　　④昼食代（3日分）	 3 ,000円

※上記金額を、申込後速やかに次の口座へお振
り込みください。

●注意事項  ........................................................
①十分にご準備のうえ、研修会に臨まれますよ
うお願いいたします。

②当日は鈴鉦、詠歌集、和讃集、詠唱マニュアル
等の販売は行いませんのであらかじめご用意
ください。

③所属寺院が一宗課金等滞納の場合は申請書を
受理いたしません。

④自家用車での登嶺は禁止します（送迎は除く）。
⑤宿泊については、各自で手配してください。
⑥身体的な理由で椅子を使用する場合、または
特に申告しておかなければならないことがあ
る場合は、申請書の所定の欄に記入してくだ
さい。

⑦新型コロナウイルス感染症の感染状況により、
中止（または延期）や一部変更が生じる可能性
がございますこと、ご留意ください。

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

階級 必須
／選択

唱／舞
／指揮 曲目（検定受験者） 曲目（研修会のみ受講者）

三級

必須 唱
①五重和讃　　　　　　④柴の戸の御詠歌
②いけらば念仏和讃　　⑤往生院の御詠歌
③三宝和讃

①鎌倉光明寺の御詠歌　④増上寺和讃
②蓮華寺の御詠歌　　　⑤善導寺和讃
③知恩院和讃

指揮 ①月かげの御詠歌　　　②十夜和讃 ①月かげの御詠歌　　　②光明摂取和讃

選択 舞または
唱

①御忌和讃（1・4番）　　③源空寺の御詠歌
②知恩院和讃（1・5番）

①源空寺の御詠歌　　　③黒谷和讃
②花まつり和讃（1番）

二級

必須 唱
①引接和讃　　　　　　④増上寺の御詠歌
②うつせみの御詠歌　　⑤京都法然寺の御詠歌
③久美浜本願寺の御詠歌

①京都法然寺の御詠歌　④成道和讃
②夏の御詠歌　　　　　⑤いけらば念仏和讃
③善光寺の御詠歌

指揮 ①追善供養和讃　　　　③二尊院の御詠歌
②ふるさとの御詠歌

①報恩講寺の御詠歌　③入堂和讃
②冬の御詠歌

選択 舞または
唱

①霊まつり和讃（1番）　③欣浄寺の御詠歌
②増上寺和讃（1・4番）

①池の水の御詠歌　　③十夜和讃（1番）
②彼岸和讃（1番）

一級

必須 唱 全曲から5曲を指定 全曲から5曲を指定

指揮 ①三宝和讃　　　　　　③かりそめの御詠歌
②献燈和讃

①往生院の御詠歌　　③三宝和讃
②弥陀本願の御詠歌

舞
①開宗和讃（1番）　　　④夏の御詠歌
②いろは和讃（1・2番）　⑤熊谷寺の御詠歌
③うつせみの御詠歌　　⑥ふるさとの御詠歌

以上から3曲を指定

①うつせみの御詠歌　④増上寺の御詠歌
②かぐ山の御詠歌　　⑤善導寺の御詠歌
③至誠心の御詠歌　　⑥法然上人生誕和讃（1番）

※共通　「詠唱教授法（筆記試験）・作法及び行儀・詠唱指導実績」
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中央法式講習会
（法式教師及び式師養成講座）

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

（１）二級法式教師課程（法式教師養成講座）
	 一級式師
（２）一級式師課程	 二級式師
（３）二級式師課程	 三級式師

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

二級法式教師（法式教師養成講座）
一級及び二級式師各講座

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

（１）二級法式教師課程（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

日 時

場 所

令和4年 2月 15日（火） 正午 から
 18日（金） 午後2時 まで

※式師検定試験及び二級法式教師審査
　18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

2月15日（火） 2月16日（水） 2月17日（木） 2月18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　（二級法式教師課程～二級式師課程）

	 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
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（２）一級式師課程
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：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）二級式師課程
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

●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
一級式師検定冥加料	10 ,000円
二級式師検定冥加料	 7 ,000円
※申請後、速やかに次の口座へお振込みください。

●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、浄土宗教学部に
て受け付けます。請求の際は、「案内資料請求
書」（別頁）をご活用いただき、所属教区・寺院
№・寺院名・氏名・送付先をお知らせください。
法階一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、浄土宗教学部までご請求
ください。

※当講習会は日程変更のうえ開講いたします
ので、既にお申込の方の再申込は不要です。

　ただし、申込済みの方で受講を取り止める
場合につきましては浄土宗教学部までご連
絡ください。

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

令和4年1月7日（金）必着

●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
交通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）二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。
・二級法式教師審査
僧階叙任後10年以上経過し璽書伝授を
受けた者で、一級式師叙任後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

・一級式師検定
二級式師叙任後中央法式講習会の一級
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一級式師課程も含
む）を2回以上修了した者

・二級式師検定
令和3年3月31日までに三級式師に叙
任された者

（７）新型コロナウイルス感染症の今後の感染
状況により、延期・中止となる可能性もご
ざいます。予めご了承いただけますよう
お願い申し上げます。

●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

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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令和4年度 浄土宗教師修練道場
日 程

場 所

令和4年 4月 1日（金） から
令和5年 3月 31日（金） までの1年間

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

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

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

（２）本道場は、行学併修の教育を施し、自炊に
よる集団生活を行います。

※本道場を修了した学衆は、相当の式師叙任若
しくは詠唱講司認定がされるほか、道場入行
中に、僧都叙任要件の教師研修会及び少僧都
叙任要件の教師研修講座、並びに教階叙任要
件となる高等講習会等を受講します。

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

10人
※所定人員に満たないときは開設しない場合
があります。

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

本宗教師又は令和4年3月31日までに教師資
格を取得できる者

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

随時実施
※入行願書受信後、書類精査のうえ入行選考
についてご案内をいたします。Web会議シ
ステムによる入行選考を予定しています。

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

入学冥加料	 20 ,000円
修学冥加料	 300 ,000円

※入行選考合格後、入行日までに入学冥加料
及び修学冥加料を入行予定者より宗務庁に
直接納付していただきます（修学冥加料は
分割納入も可能です）。

　ただし、入学冥加料20 ,000円につきまして
は、事務手数料として所属教区に教区手数
料を納付していただきます。

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

令和4年4月中旬予定
※実際の入行日は入行者へ直接連絡します。

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

入行希望者は、入行願書に必要事項を記入の
うえ所属教区教務所を経由して提出してくだ
さい。入行願書の請求は浄土宗教学部にて受
付いたします。請求の際、所属教区・寺院№・寺
院名・氏名・送付先をお知らせください。

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

令和4年2月25日（金）

●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
※道場施設の見学について
入行志望者及び師僧の方で見学を希望する者
は事前にご連絡ください。宗務庁執務時間（月
曜日から金曜日までの午前9時から午後5時ま
で）に限ります。

新着
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次頁へつづく→

◆開講科目

・浄土学

・仏教学

・布教

・法式

・詠唱

・その他（書道）

・特別講義など

◆道場日課（基本的な1日の流れ）

◆年間行事及び法務実習（参考）

	 4月	 入行宣誓式、入行三千礼拝（3日間）、
清凉寺御身拭式、総大本山御忌、
當麻寺お練り供養

	 6月	 元黒谷青龍寺にて一昼夜不断念仏
	 8月	 自坊研修（7月中旬〜8月下旬まで）
	10月	 念仏行脚・詠唱大会
	11月	 十夜法要随喜（法話実演）
	12月	 清凉寺仏名会、歳末助け合い街頭募金

活動、自坊研修（年末年始
	 1月	 嘉禄の法難念仏行脚
	 3月	 清凉寺涅槃会、御松明式、道場成満式

◆受講予定の研修会、講習会

・教師研修会	 ・実践講座
・教師研修講座	 ・教学・教化高等講習会
	 など

◆生活規則など

・1年間の道場での自炊による集団生活です。
・頭髪は剃髪です。
・尼僧（女性教師）も入行可能です。
・自由外泊、外出等は原則できません。
・自坊研修期間（概ね8月の1カ月間及び年末
年始2週間程度）があります。

・面会は許可制で、師僧・寺族について認めます。
・娯楽用品は持込不可です（ただし携帯電話・
スマートフォンの持ち込みについては使用
時間等の制限はありますが使用可能です)。

・自室（居室）は個室です。ただし、入行者数
により相部屋となることや、時期等の理由
により集団での寝起きに変更することがあ
ります。

・服装は、勤行は黒衣・如法衣、講義は改良服、
日常生活は作務衣です。

・勤行係（導師・維那）、食事係、講師係のほか
作務を当番制で行います。

時　間 日　程
4：30 起床
5：00 勤行

　7：00 清掃 ・ 作務
　8：00 小食（朝食）

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

●道場概要（予定）
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浄土宗教師修練道場に関する
アンケートについて（お願い）

　浄土宗教師修練道場は、教師資格を取得した者が、さらに自らの意思をもって

一年間の行学を修める道場です。

　本宗では、これまでも入行者が行学に専念できる道場とすべく、改変をすすめ、

開講科目や道場管理体制のほか、道場生活面などの見直しを行ってきました。

しかしながら、この度、根本的見直しも視野にさらなる検討が必要であるとの考え

から、道場のあり方について、ひろく皆さまのご意見を聴取させていただきたくアン

ケートを実施することとなりましたので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

　なお、アンケートに際して、道場概要などをご確認いただく場合は、『和合』11月

号の開催のお知らせをご参照ください。

●締　　切 令和4年1月31日（月）まで

●回答方法 次の方法でご提出ください。

（１） オンライン回答（グーグルフォーム）
  → QRコードから入力フォームにお入りください

（２） ファクシミリ回答（回答用紙使用）
  → 浄土宗宗務庁（京都） FAX 075-531-5105

（３） メール回答（教師修練道場担当宛。入力フォームなし）
  → kyougaku@jodo.or.jp

（４） 郵送回答
　  〒605-0062 京都市東山区林下町400-8
  浄土宗教化研修会館（源光院）

　　　 ※電話による回答は、記録の正確性に課題がありますのでお控え
　ください。

●問合先 教師修練道場担当
〒605-0062 京都市東山区林下町400-8
TEL 075-525-0480　FAX 075-531-5105
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記入者名（任意） 　　　　　　　　　　　　　　　　

道場についてご意見をお聞かせください。該当に○印し、理由欄に回答を記入ください。

〔問1〕�あなたのことを教えてください。（複数回答可）

 ①10代　　②20代　　③30代　　④40代以上　⑤50代以上
 ⑥住職　　⑦所属教師　　⑧宗徒（教師資格取得中）

〔問2〕�道場のことを知っていますか？

 ①よく知っている　　②知っている　　③知らない　　④聞いたことがない

〔問3〕�道場に入行したいと思ったことがありますか？�

 ① ある　　 ② ない　理由： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

〔問4〕�時代に即応する優秀な教師を育成するために、道場で何を修め学ぶべきだと思いま
すか？何を大事にすべきだと思いますか？（複数回答可）

 ①念仏・礼拝等の修行　②法式 　③学問　④布教・教化法　⑤住職の実務
 ⑥同行者との出会い（互いが高めあう関係）　⑦その他（内容を理由欄に記入） 

 理由： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

〔問5〕�1年間の行学を修めることについてどう思いますか？自由時間が少なく自由外出で
きないことをどう思いますか？（複数回答可）その理由も教えてください。

 ①1年が適当　②1年は長い（数カ月の短期道場）　③1年は短い（希望者は2年）
 ④自習以外にも自由時間が必要　⑤休息日が必要（外出可）　⑥週末は自坊研修（外出）

 理由： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

〔問6〕�道場はどのようにあるべきだと思いますか？どのような道場なら入行してみたいと
思いますか？これからの道場には何が必要だと思いますか？

 意見： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ご協力いただきありがとうございました。1月31日までに返信ください。
教学部　FAX 075-531-5105

浄土宗教師修練道場の関するアンケート（回答用紙）
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【関東第2回】

テーマ：「一周忌の法話／お寺の縁起」

【関西第2回】

テーマ：「お寺でパネルシアター（法話とレクリエーション）」

　浄土宗では、パネルシアターの実演者を養成する研修会を開催しております。11月に開催される研
修会のご案内をいたします。
　お寺での法話会や子ども会、幼稚園や保育園の諸行事などでパネルシアターをぜひご活用ください。
　ご興味のある方は、この機会にご参加いただきますようご案内申しあげます。

日 程

日 程

場 所

場 所

令和3年 11月15日（月） 午後1時 から 4時 まで（予定）

令和3年 11月25日（木） 午後1時 から 4時 まで（予定）

浄土宗宗務庁　東京第1会議室　　〒105-0011 東京都港区芝公園4-7-4

浄土宗教化研修会館　大ホール　〒605-0062 京都府京都市東山区林下町416

令和3年度

パネルシアター実演者養成研修会

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

教師・寺庭婦人・保育関係者・宗門関係学校生

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

関東第2回　10名（先着順）
関西第2回　20名（先着順）

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

2 ,000円（制作教材を含む）

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

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

※なお、新型コロナウイルスの感染状況によ
り、予定を変更させていただく場合もござ
いますので、予めご了承ください。

浄土宗パネルシアター普及推進員・東京教区江東組圓通寺住職　後藤�真法
浄土宗パネルシアター普及推進員・東京教区江東組靈山寺副住職　内田�義之

浄土宗パネルシアター普及推進員・佛教大学名誉教授　髙橋�司
浄土宗パネルシアター普及推進員・東京教区豊島組定泉寺住職　武智�公英

●講　師

●講　師
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令和3年度 地区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489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
12月6日～7日

南組№39
長専寺

北海道第一教区
6月24日～25日

函松組№5
極楽寺

北海道第一教区
11月9日～10日

小樽組№75
無量寿寺

北海道第一教区
9月1日～2日

北海道第二教区
南組№34
新善光寺

北海道第一教区
7月1日

室蘭組№056
満冏寺

北海道第二教区
11月26日～27日

南組№39
長専寺

北海道第二教区
6月9日

西組№27
豊國寺

東北地区

秋田教区
（第488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29日

盛岡組№5
吉祥寺

山形教区
6月9日～10日

上組№40
三寳寺

岩手教区 岩手教区

関東地区

神奈川教区
（第495回）
令和4年
3月10日～11日
横浜ベイホテル
東急

茨城教区

令和4年
2月13日～14日
ホテルグランド
東雲

千葉教区
10月28日～29日

葛南組№3
徳願寺

群馬教区
12月頃予定

水上温泉
ホテルジュラク

群馬教区
10月19日

大本山増上寺

長野教区
11月4日

松本文化会館

神奈川教区
7月28日～30日
大本山光明寺

東海地区

伊勢教区
（第492回）
11月9日～10日
松阪組№98
樹敬寺

尾張教区 静岡教区
10月12日～14日

法伝寺別院

伊賀教区 岐阜教区 伊賀教区
11月20日
伊賀市
伊賀市文化会館

静岡教区

北陸地区

富山教区
（第491回）
10月11日～12日
ANAクラウン
プラザホテル
富山

新潟教区
9月7日～8日

新潟ユニゾン
プラザ

福井教区

未定

富山教区

未定

石川教区
11月9日～10日

近畿地区

大阪教区
（第493回）
令和4年
1月27日～28日
ホテル阪急
インターナショナル

大阪教区

令和4年
3月7日～8日
ホテルロイヤル
クラシック大阪

奈良教区

未定

兵庫教区 和歌山教区
11月9日～10日

大本山百万遍
知恩寺

京都教区

総本山知恩院

中四国地区

愛媛教区
（第490回）
9月30日～
　　10月1日
大和屋本店

岡山教区

未定

山口教区

未定

広島教区

未定

出雲教区
10月18日～19日
松江市

鳥取教区

未定

石見教区

未定

九州地区

長崎教区
（第496回）

福岡教区

未定

大分教区

未定
11月9日～10日

大本山善導寺

12月13日～14日

大本山善導寺

令和4年
3月29日

大本山善導寺

中止

中止

中止

中止

中止

中止中止

中止

中止

中止

中止
中止

中止

中止 中止

中止

中止

中止

中止

中止

中止中止

中止

中止

中止 中止

中止 中止

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了
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岐阜教区普通講習会
日 時

場 所

令和3年 11月27日（土）午前9時 から 午後 4時まで

高福寺（岐阜教区東濃組№89）
〒508-0006 岐阜県中津川市落合1129番地　　TEL 0573-69-4746

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

本宗教師（教区内）

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

無料

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

改良服または洋式道衣及び数珠・袈裟

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

はがきにてお申し込みください。

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

高福寺（岐阜教区東濃組№89）
〒508 -0006	岐阜県中津川市落合1129番地
TEL	0573 -69 -4746　FAX	0573 -69 -4768

「災害多発時代に備えて…寺院の防災」
名古屋市消防局消防課消防司令　山口�定成

「法然上人のみ教えをいかに話し、 
　　　　　　響かせ、伝えていくか。」

大本山増上寺布教師会会長	
神奈川教区光雲寺住職	 慶野�匡文

●講題・講師

●日　程

09：00 受付

09：15 開講式

09：30 講義①　山口定成

11：00 休憩

11：10 講義②　慶野匡文

12：10 昼食

13：00 講義③　慶野匡文

14：30 休憩

14：40 講義④　慶野匡文

15：40 教区連絡

16：00 閉講式 ・ 解散

新着
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九州地区詠唱教司研修会

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

詠唱教司ならびに詠唱教司を志す詠唱講司

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

参加費	 2 ,000円
昼食費（2日分）	 1 ,400円

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

教区名、寺院№、寺院名、氏名、性別、現詠唱階
級を明記のうえ、郵送またはFAXにて申込先
までお申し込みください。

詠唱教導司 椙原 俊孝
詠唱教導司 石田 順子

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

令和3年12月1日（水）

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

淨光寺（三州教区鹿児島組№26）
〒895 -2631
鹿児島県伊佐市大口小木原545番地49
TEL・FAX 0995 -22 -1299
Eメール shuukou2@gmail.com

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

新型コロナウイルス感染症の感染状況により、
中止（または延期）や一部変更が生じる可能性
がございますこと、ご留意ください。

●日　程

●講　師

日 時

場 所

令和3年 12月 13日（月）午前11時 から
 14日（火）午後2時30分 まで

大本山善導寺
〒839-0824 福岡県久留米市善導寺町飯田550
TEL 0942-47-1006 FAX 0942-47-3772

【交通の便】ＪＲ九大本線「善導寺駅」下車 タクシー3分

12月13日（月） 12月14日（火）

10：30 受付 9：30 舞研修

11：00 総会、開講式

12：00 昼食 12：00 昼食

13：00 詠唱、舞（休憩含む） 13：00 舞、総まとめ

14：30 閉講式

17：00 終了 解散

新着
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ご注文数　　　　　　セット（　　　　　部）
注：1セット（100部）より受付いたします

配　送 ・ 教務所渡

教区 組（　　　　番） 寺・院

配送をご希望の方は、配送先をご記入ください

〒

ご連絡先　TEL　　　　　　　　ー　　　　　　　　ー

こちらからお送りください
FAX送信先  03-5472-4567

コロナ対応リーフレット 
「幸せ」に向かって生きる

注 文 用 紙

コロナ対応・リーフレット「幸せ」に向かって生きる1部 30円

新型コロナウイルス感染症に苦労を強いられる人々の心をいやすための、東京教区教化団でリー
フレットを作成しました。檀信徒向け施本等として活用できます。どうぞご利用ください。
　気軽に配布できる価格にし（1部30円）、定型封筒に入れて、送付も可能なサイズです。
　このコロナの状況の中で、お寺から「仏教が心の支え」となることを発信するためにも、どうぞ
まとめてご購入いただき、教化の助けにしていただければ幸いです。

教化団長　佐藤雅彦

■	FAXにてお申込みを承ります。必要事項をご記入の
上、お申し込みください。

■	配送の場合は、振込み用紙を同封いたします。

	 ※着払いで発送いたします。

	 振込用紙の受領証を以って領収書とさせていただき
ます。

■	その他、ご不明な点がありましたら、東京教区教務所
TEL	03 -3434 -3045	まで、ご連絡ください。
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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」を開始いたしました。
「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

上記の趣旨を共有し、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「寺院ネットワーク」に登録された寺院・教師です。

◆「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、お収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

「寺院ネットワーク」

（hhttttppss::////ssaammgghhaa..jjooddoo--ttookkyyoo..jjpp//）
こちらからアクセスしてください。

東京教区内の法務を代行いたします！

※パソコンの取り扱いが苦手な方は、お電話にてお問合せ下さい
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お問い合わせ：東京教区教務所 03-3434-3045TEL

次頁へつづく→

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（次頁表１参照）。
※教師資格取得を目指される方に対して浄土宗奨学金があります。（上限あり）

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. 大正大学 B. 佛教大学 C. 教師養成道場等
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※表1　浄土宗教師資格を取得するコース一覧

区分

B. 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

浄土宗奨学金 15万円／年 15万円／年 15万円／年 10万円 10万円

●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）

※1 科目等履修（学部）を利用しての取得となります。

区分

A. 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）※1

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

浄土宗奨学金 15万円／年 15万円／年 15万円／年 10万円
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●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）

※2 2019年4月から新設

区分

B. 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）※2

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

浄土宗奨学金 10万円 10万円 10万円 15万円／年

●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）

区分
C. 教師養成道場等

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

浄土宗奨学金 12万円 ―
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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、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。

※当分の間30名程度とさせていただきます。

プロジェクターからスクリーンへの映写が可能です。

※当分の間5名程度とさせていただきます。

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

「新型コロナウイルス感染症」対策に万全を期したうえで、ご利用をお願いいたします。
※利用（収容）人数については、当分の間、制限を設けさせていただいております。

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。

中研修室 1・2・3
（1=15 畳、2=18 畳、3=15 畳）2F
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収容人数…約5名　

研修会の係員控室等にも利用いただけます。

会議室（1・2）2F

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

※状況により使用いただけない場合がございます。

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。

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

65和合　令和3年　11月号



● 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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知恩院前知恩院前
バス停バス停

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

三条駅三条駅

祇祇園園
四条駅四条駅

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

総本山総本山
知恩院知恩院

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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浄土宗教化研修会館
「図書室」オープン

浄土宗教化研修会館（以下、「会館」）地下一階の図書室は、約7000冊の書籍等を所蔵して

おります。

この図書室には、本宗に寄贈された書籍のほか、浄土宗総合研究所（京都分室）、浄土宗	

教学院、浄土宗人権センターの資料があり、これまでは閲覧できませんでしたが、今後は各

研修会などで来館された方が利用できます。

今後の図書室の資料収集方針ですが、これから会館で開催される各種研修と関連させ

て、実践講座の講師や研修内容に関する書籍・資料等を中心に所蔵する予定です。また、	

研修会館で開催した実践講座等の録画映像も視聴できる予定です。

さらに、各寺院の寺報などの教化伝道資料として、佛教大学から移譲された「浄土宗文献

室」資料についても閲覧可能です。

なお、比較的小規模の図書室ですので、あらゆる研究分野の蔵書を所蔵することはでき

せんので、来館前に希望する資料があるか確認できるようにします（所蔵資料リストを「浄

土宗教化研修会館ホームページ」で掲載予定）。

令和3年4月1日 浄土宗教化研修会館の 
図書室を開放しました！

本宗所蔵資料のほか、総合研究所（京都分室）、教学院、
人権センター、浄土宗文献室、御寺院様寄贈図書など
約7千点を収蔵。

※事前予約制です。
　詳細は、浄土宗教化研修会館ホームページ（令和3年度中開設予定）でご確認ください。

概　要

浄土宗教化研修会館
「図書室」オープン
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浄土宗教化研修会館「図書室」の概要

所　在 	 浄土宗教化研修会館（源光院）地下1階／京都市東山区林下町416
	 TEL	075 -744 -0360　FAX	075 -744 -0363

蔵　書 	 約7 ,000点（図書室ホームページにて蔵書リストを公開）

オープン 	 令和3年4月

利用時間 	 浄土宗教化研修会館の開館日（平日）午前10時から午後4時まで

利　用 	 事前予約制（研修会開催日は除く）、利用許可申請の提出が必要

貸出し 	 資料保全のため「貸出し不可」とします。

管　理 	 浄土宗教学部

図書室イメージ図

皆様のご利用お待ちしております。
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特任布教師制度について特任布教師制度について

特任布教師制度とは？

特任布教師プロフィールについて

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。

令和2年和合8月号に同封の「特任布教師制度案内 特任布教師一覧」の冊子をご覧ください。
また、浄土宗ネットワークにも掲載しておりますので、合わせてご確認ください。

なお、本年2月18日から特任布教師制度の活用拡大のために上記の特任布教師案内制度冊子

内に掲載のQRコード、または右記のQRコードよりどなたでも特任布教師についての情報を閲

覧できるようになりましたので、お知らせいたします。

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、年度内活動は6会所までとなります。（7会所目から
は会所寺院に助成されませんので、会所寺院と特任布教師は調整の際、ご注
意ください。）
◦前年度と同じ特任布教師を招聘する場合は、助成の対象外となります。
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特任布教師招聘の流れ

（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

❼報告書を送付

❷相談・調整※1

❹申請書・報告書を送付

❽助成金交付

❺教区長進達で申請

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！

❶	特任布教師を招聘したい寺院（以下、会所寺院）は、『和合』令和2年4月号・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及び報告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、教区長進達で布教実施1ヶ月前までに申請します。

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。精査後、対象外の
事例の場合は、特任布教師及び会所寺院へ通知します。

❼ 会所寺院は布教を実施した後1ヶ月以内に、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。

❽	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。

71和合　令和3年　11月号



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

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。
※申請内容確認のため、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、『浄土宗宗報』や『布教羅針盤』など、宗の
情報や教化資料の閲覧のほか、寺院行事などの情報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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練習生課程（四級式師以下 対象）

自ら信じ　人をして　信ぜしむる
自信教人信　の精神の下に

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 諸堂（昇降口：庫裏玄関）

知恩院山内 諸堂（昇降口：庫裏玄関）

本宗教師
※出席数に応じ三級式師までの式師
検定試験を受けることができます。

※日時・講義内容につきましては諸般の都合により変更させていただく場合がありますので予めご了承ください。

三級式師以上の本宗教師

『新訂浄土宗法要集』に準じた
講義・実習など

祖山伝承法要（声明･威儀等）の
講義・実習など

講義内容

講義内容

受講資格

受講資格

研究生課程（三級式師以上 対象）

日 時

日 時

場 所

場 所

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

Eメール・FAX・郵送にて教区・組・寺院名・氏名・
電話番号・送付先を明記し下記までお送り下さい。
後日詳細資料と申込用紙を郵送いたします。

●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

●受講料  ...........................................................

無料

令和2・3年度課程

総本山知恩院　『法式指導所』

●第2期令和3年度　総本山知恩院法式指導所予定表

※新型コロナウイルス感染症の拡大状況により中止する場合がございます。ご了承ください。
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
開講いたしております。
※講習は2カ年で1課程です。本年度は2年目の課程となりますが、途中からの受講も可能です。

続けて受講できる方の参加をお待ちしております。

月　日 講師 講義内容 月　日 講義内容
 11月 1日 小林 十夜会古式③  12月 6日 小林 華籠 –四奉請/三尊礼行道–

 8日 別所 勢観忌  13日 別所 礼讃 –初夜/中夜–
 15日 橋本 書式 –悉曇– 20日 別所 礼讃 –後夜/晨朝–
 22日 別所 書式 –塔婆– 研究生 中西 声明 –五念門–
29日 中西 日常勤行 –礼拝/追善供養–

研究生 小林 念誦
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総本山知恩院　布教師検定試験

期 日 場 所 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。
②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）
③講演15分（讃題は不要、通仏教的な法話も
可）

●受験冥加料  ....................................................

50 ,000円
受験票受領後に現金書留で係にお送りください。

●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3年11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。

●受験条件  ........................................................

次のいずれかに該当する方は、受験をご遠慮
ください。
◦健康状態に不安のある方
◦新型コロナウイルス感染症が重症化しやす
い基礎疾患がある方（糖尿病、心不全、呼吸
器疾患等）

◦透析を受けている方
◦免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方
◦味覚、嗅覚に異常がある方

●備　考  ...........................................................

◦詳細につきましては、締め切り後に検定試
験実施要項をお送りいたしますのでご確認
ください。

◦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。

●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

　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、状況次第では日程・内容の変更、または中止に

なる場合があります。

令和4年 2月 1日（火） から
 3日（木） まで

新着
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おてつぎ運動だより
  

■■  知知恩恩院院  秋秋ののラライイトトアアッッププ  ２２００２２１１  
いまだ収束しない新型コロナウイルスの影響により心身が疲弊するなか、少しでも

皆さまの心の安らぎとなるよう本年も開催いたします。ライトアップされた境内で 

法然上人がお示しいただいたお念仏のみ教えにふれていただければ幸いです。期間中

は知恩院布教師会によるお話と別時念仏や式衆会による声明公演もございます。 
感染対策として、拝観者の皆さまにはマスクの着用や手指消毒などのご協力をお願

いしております。また堂内の換気や消毒も定期的に行います。十分な体調管理のうえ

ご来場賜りますようお願い申し上げます。 

 

【【開開催催期期間間】】 令和 3 年 11 月 5 日（金）～11 月 28 日（日） 

【【受受付付時時間間】】 17 時 30 分～21 時 30 分まで ※21 時受付終了 

【【拝拝  観観  料料】】 大人 800 円 小人(小･中学生)400 円 団体 700 円(大人 30 名以上) 

  

■■  第第５５７７回回  成成人人祝祝賀賀式式ののごご案案内内  
法然上人のみ教え、お念仏の喜びを共に分かち合うことをめざし、浄土宗檀信徒 

子弟や宗門大学に通う新成人の皆さまをご招待し、第 57 回成人祝賀式を開催いたし  

ます。お誘い合わせのうえ、多数ご参加いただきますようご案内申し上げます。 

 

【【期期  日日】】 令和 4 年 1 月 8 日（土） 

【【対対  象象】】 平成 13 年 4 月 2 日～平成 14 年 4 月 1 日生まれの方 

※浄土宗檀信徒以外の方も、浄土宗寺院又は、おてつぎ個人会員の   

ご推薦があればご参加いただけます。 

【【申申  込込】】 おてつぎ運動本部まで参加希望の旨ご連絡ください。申込資料をお送

りいたします。 

【【締締  切切】】 令和 3 年 12 月 15 日（水） 

※その他、詳細につきましては、おてつぎ運動本部までお問い合わせください。 

 

 

【【申申込込おおよよびび問問合合先先】】  総総本本山山知知恩恩院院  おおててつつぎぎ運運動動本本部部  

〒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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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ため、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

休憩をはさみながら、御遺跡参拝を含め京都市内を約 2 時間ほど周るものです。 

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 
               ※行事等により変更になる場合がございます。 
 

●参加対象――本宗教師・宗徒 
 

●参加費―――無料 
 

●携行品―――白衣・足袋・マスク ※黒衣・草履・手甲・脚はん等 

は本山の準備がございますが、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策(使い 

回しを防ぐ)のため、できる限りご持参ください。 
 

●申し込み――事前申し込み不要。当日直接お越しください。 
 
※※新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症のの拡拡大大状状況況にによよりり急急遽遽中中止止ととななるる場場合合ががごござざいいまますす。。ままたた、、

当当日日体体調調にに不不安安ののああるる方方はは、、参参加加ををおお控控ええいいたただだききまますすよよううおお願願いいいいたたししまますす。。  
※その他、ご不明な点がございましたら、布教部教務係までお問い合わせください。 
 

【【問問合合先先】】  総総本本山山知知恩恩院院  布布教教部部教教務務係係  
〒605-8686 京都市東山区林下町 400 

TEL (075)531-2157 FAX (075)531-2160 https://www.chion-in.or.jp/ 
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大本山増上寺布教師会

「「布布教教研研修修会会」」ののごご案案内内

法然上人御像（増上寺所蔵）

南無阿弥陀仏

この度、大本山増上寺布教師会では「布教研修会」を開催いたします。

会員に限らず、より多くの皆様にご参加いただきますようご案内申し上げます。

合 掌

記

○日 時 令和３年１１月３０日（火） 午後１時から５時まで
※新型コロナウイルス感染症の影響等により、オンライン研修会に切り替えて

開催する場合がございます。あらかじめご了承ください。

○会 場 大本山増上寺 光摂殿 講堂

○講題・講師 「『古本授菩薩戒儀』について」

柴田 泰山 先生（大正大学非常勤講師・浄土宗総合研究所研究員）

○日 程 ： ～ 受 付

： ～ 開講式

： ～ ： 講 義 ①

（休憩）

： ～ ： 講 義 ②

： ～ 解 散

○受講資格 本宗教師

○服 装 改良服またはガウン、輪袈裟、日課数珠
※感染症予防のため、当日は必ずマスク着用にてご参加ください。

○会 費 会員 無料 ・ 会員外 円（当日徴収）

○申 込 「布教研修会」受講希望の旨と以下➀～➄の内容を明記のうえ、

大本山増上寺 教務部 教務課宛 （ ）またはハガキ

にてお知らせください。受講証の送付はございません。
➀氏名 ②教区・寺院番号・寺院名 ③住所 ④電話番号 ⑤メールアドレス

○締 切 １１月１６日（火）

【問合先】 大本山増上寺布教師会 事務局

〒 東京都港区芝公園

現
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令和3年度　大本山増上寺

本山布教師検定試験

期 日

場 所

令和4年 1月20日（木）午前8時30分（集合） から 午後5時30分（解散予定） まで

大本山増上寺大殿「三階仏間」

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

25歳以上で輔教以上の教階を有する者
※受験者は男女共に、丸刈りとする。

●受験定員  ........................................................

15名（定員になり次第締め切ります）

●検定科目  ........................................................

①布教の実歴（出願書類の履歴書に記載）
②高座説教の実演1席15分
※「讃題」は法然上人のご法語の中から選ぶ
こと。設定は“大本山増上寺日曜大殿説
教”とする。

③文書伝道（当会指定400字詰原稿用紙5枚を
用い、直筆にて提出）

●出願書類  ........................................................

①検定試験申請書、②履歴書、③文書伝道原稿
（指定用紙）
（11月8日より配布・発送いたします）

●書類請求  ........................................................

①氏名、②所属寺院名、③送付先住所、④電話番
号、⑤メールアドレスを明記のうえ、大本山増上
寺教務部教務課宛てにFAXでご請求ください。

●検定冥加料  ....................................................

30 ,000円（昼食代含む）
受験票送付後、同封の郵便振替にてご送金く
ださい。
※欠席の場合、冥加料の返金はいたしかねま
すのでご了承ください。

●布教師任命  ....................................................

合格者は本山布教師に任命されます。

●入会冥加料  ....................................................

50 ,000円（合格後にお納めください）

●出願方法  ........................................................

出願書類一式を、大本山増上寺教務部教務課
「布教師会検定試験係」宛て、簡易書留にてご
郵送ください（控えを保管してください）。
なお、表面に「検定試験願書在中」と朱書きし
てください。

●出願期限  ........................................................

令和3年12月20日（月）必着

●受験票  ...........................................................

出願書類一式審査のうえ、受験票を送付いた
します。当日は受験票持参のうえ、指定時刻ま
でに会場へ登嶺してください。

●備　考  ...........................................................

当日は受付時の検温、手指の消毒、マスクの着
用等、感染症対策にご協力ください。

●書類請求・出願・問合先  .................................

【書類請求先】	大本山増上寺教務部教務課
【出願先】	大本山増上寺布教師会検定試験係
【問合先】	大本山増上寺布教師会事務局
〒105 -0011	東京都港区芝公園4-7 -35
TEL	03 -3432 -1431　FAX	03 -3432 -1437
※FAXの場合、件名に「本山布教師検定試験
の件」と明記してください。

大本山増上寺布教師会規約第5条ならびに規約に関する細則第1条の定めるところにより、
下記の通り大本山増上寺本山布教師検定試験を実施いたします。
※新型コロナウイルス感染症の影響等により、開催が中止となる場合もございます。

新着新着
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⼤本⼭ くろ⾕ ⾦戒光明寺 

宗⾨⼦弟得度式 
 

約８５０年前、浄⼟宗を開宗された法然上⼈が⽐叡⼭をくだり、 念仏教化
された浄⼟宗最初の遺跡地である｢くろ⾕｣において、ご⼦弟の得度式をご案内
します。 
 新型コロナウイルス感染症の今後の感染状況により、中⽌となる可能性
もございます。予めご了承お願い申し上げます。 
 
  ○⽇ 時 令和３年１２⽉２５⽇（⼟） 
          

午前 ９時  受付 
午前１０時  オリエンテーション 
午前１０時半 開式 

 
当⽇、開式前のオリエンテーションにて得度式の作法をお伝え致します。 

 
  ○戒 師 当⼭法主 藤本淨彦 台下 
  ○資 格 宗⾨⼦弟 

 
(注)満６歳未満の場合は、度牒に替わり、取名許状が授与されます。 

 
  ○冥加料 ３５,０００円 
  ○申 込 ⼤本⼭ くろ⾕ ⾦戒光明寺 得度式係まで 
 

お電話・封書にて参加のご意向をお伝えください。 
願書・要項をお送りいたします。 
 

  ○締 切 令和３年１２⽉１０⽇（⾦） 
 
  ○服 装 ⿊⾐・⽩⾐・⾜袋・帯 
 
 

※得度式終了後、法然上⼈御⾝拭い式に参列いただきます。 
 
 

 
 

【申込み・問い合わせ】 
 

〒６０６−８３３１ 
京都市左京区⿊⾕町１２１ 

⼤本⼭ くろ⾕ ⾦戒光明寺 得度式係 
電 話 ０７５−７７１−２２０４ 
ＦＡＸ ０７５−７７１−０８３６ 

メール office@kurodani.jp 

新着
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大本山光明寺記主禅師研究所  公開講座

※受講希望者には、開催1週間ほど前にZoom
のミーティングID・パスワードをEメール
にてご連絡いたします。講義2日前までに通
知がない場合、お手数ですが、お問い合わせ
ください。

※一度申し込みをされましたら、今年度のご
案内は出欠に関わらず研究所よりご連絡さ
せていただきます。

●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
研究所ホームページURL
並びにQRコード
https://kishuken.jimdofree.com/

●参加資格  ........................................................

どなたでもご参加になれます。

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

無料

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

下記QRコードの専用フォームよりお申し込
みください。またはFAX・Eメール
の場合、教区・寺院名・氏名を明記
のうえお申し込みください。

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。
　2021年度は昨年度に引き続き『決答授手印疑問抄』（『決答抄』）の講読講座の開催を、下記の通
り予定しています。
　『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。

期 日

場 所 オンライン（Zoom使用）

第 8回　講読　令和3年 10月19日（火）午後2時 から 4時まで
第 9回　講読 11月30日（火）午後2時 から 4時まで
第10回　講読　令和4年 1月11日（火）午後2時 から 4時まで
第11回　講読　 2月  8日（火）午後2時 から 4時まで
第12回　講読　 3月  8日（火）午後2時 から 4時まで

※随時お知らせいたします。

「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　師

※新型コロナウィルスの感染状況の拡大の影響を鑑み、しばらく
の間オンラインのみでの開催となりました。
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このたび下記の通り、第６回公開研修会を開催いたします。今回は、元・関西国際大学教授、坂上雅
翁先生を講師にお招きし、「生駒良遍上人からみた専修と偏執 ─良忠上人と南都仏教─」と題しまして
ご講義をいただきます。どなたでもご参加いただけますので、お誘い合わせのうえ、ぜひご参集ください。

「生駒良遍上人からみた専修と偏執
　　　　　―良忠上人と南都仏教―」

元・関西国際大学教授 坂
さかがみ

上 雅
まさ お

翁

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

無料

●申　込  ...........................................................

下記QRコードの専用フォームよりお申し込み
ください。またはFAX・Eメールの場合、教区・
寺院名・Eメールアドレス・氏名を明記のうえ
お申し込みください。

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

令和3年11月3日（水）

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

大本山光明寺記主禅師研究所
〒248 -0013 神奈川県鎌倉市材木座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
研究所ホームページURL並びにQRコード
https://kishuken.jimdofree.com/

※なお、新型コロナウイルスの影響により、オン
ライン研修会を併用して開催します。お申込み
いただいた皆様方へ開催1週間ほど前にZoom
ミーティングID・パスワードをEメールにてご
連絡いたします。講義2日前までに通知がない
場合、お手数ですが、お問い合わせください。

大本山光明寺記主禅師研究所

第6回公開研修会

●講義●プログラム

13：00 受付

13：30 開講式

13：45 講義　　坂上雅翁先生

14：45 休憩

15：00 講義　　坂上雅翁先生

16：00 質疑応答

16：30 閉講式

17：00 終了予定

日 時

場 所

令和3年 11月16日（火）午後1時 から午後5時 まで

大本山光明寺開山堂並びにオンライン（Zoom使用）
神奈川県鎌倉市材木座6-17-19　※公共交通機関をご利用ください。

※坂上先生著書
『仏教が伝わってきた道（浄土宗出版）』
『浄土仏教の思想第 7 巻 永観・珍海・覚鑁 ( 講談社 )』
ほか多数。
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大本山百萬遍知恩寺  布教師会公開研修会

テーマ： コロナ禍において悩み、考えたこと
 ―人々とつながり続けるために―

　コロナ禍により、本山そして各寺院において法要・行事の中止・延期を余儀なくされました。それは
感染拡大防止のために必要な判断であったことは言うまでもありません。そうした社会状況のなか
で、私たち僧侶も苦悩しましたが、対面を基本とする諸活動の人 も々同様に苦しみ、悩みのなかでコ
ロナ禍と向き合ってこられました。
　今回の公開研修会では、宗内外においてコロナ禍のなかで奮闘されてきた方々を講師に迎え、
困難な時勢にあっても私たちは、どのような心得と態度をとるべきかを研鑽したく思います。
　当研鑽は、コロナ禍が長期にわたり続こうとも、またはアフターコロナの社会において、私たちが積
極的な活動を展開できるようになることを目的としています。公開研修会ですので、知恩寺布教師会
会員に限らず、多くの皆様にご参加いただきたくご案内を申し上げます。

第1回 「コロナ禍に知った、スラムで生き抜く力
　　　　　～ ケニア ナイロビのキベラスラムから」

ケニア在住33年、キベラスラムのマゴソスクール主宰　早川千晶

第2回 「コロナ禍から見えた寺院の課題とは何か
　　　　　～ 寺院消滅時代を生き抜く手がかりを探る～」

大阪教区	願生寺住職　	
臨床仏教研究所特任研究員	 大河内大博

第3回 「コロナ禍で露見した社会的孤立と居場所の重要性
　　　　　　　　　　　～ しあわせは人と人との間にある」

北海道大学教授　宗教社会学を研究　櫻井�義秀

●課題・講師

日 程

場 所 大本山百萬遍知恩寺
およびオンライン（Zoom）
　·会場では、座席間隔を十分にとり実施します。
　·受講者は来山・オンラインの選択が可能です。

第1回 令和3年 11月 8日（月） 
第2回  12月 21日（火） 
第3回 令和4年 1月 21日（金）

時間：午後5時から7時まで（受付：午後4時30分開始）
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●服　装  ...........................................................

改良服またはガウン・輪袈裟・数珠

●会　費  ...........................................................

6 ,000円（全3回分）

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

Eメールにて教区・組・寺院名・住所・氏名を明
記の上、下記へお申込みください。ハガキに
よる申込みの方は、教区・組・寺院名・住所・氏
名と電話番号・メールアドレスを明記の上、下
記へご送付ください。申込みは10月末までで
す。なお、オンライン受講の希望者は必ずE
メールにてお申込みください（あらかじめ、各
自でZoomのダウンロードが必要です）。

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

大本山百萬遍知恩寺布教師会
公開研修会担当幹事　森	俊英
〒590 -0964
大阪府堺市堺区新在家町東4-3 -15（正明寺内）
Eメール　103koukai@gmail.com

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

上記のEメールまたは電話で担当幹事（下記2
名のいずれか）にお問い合わせください。
　羽田龍也（京都・大善寺）090 -3708 -1347
　森　俊英（大阪・正明寺）090 -6979 -2661
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令和3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
9月1日

オンライン開催

中央研修会
5月20日
浄土宗宗務庁（京都）

全国大会
5月27日～28日

浄土宗教化研修会館
（源光院）

全国研修会
東海地区
8月28日~29日
岐阜グランドホテル

代表者
・
指導者

総合研修会
12月2日

オンライン開催

代表者研修会
10月7日
大本山百萬遍知恩寺

第27回施設職員のための
帰敬式

【保育・社福合同】
大本山増上寺

北海道地区

北海道第二教区
9月6日

オンライン開催

北海道第二教区
6月2日~3日

（帯広市）
大然寺

東北地区

宮城教区
9月30日

オンライン開催

福島教区
5月28日

（いわき市）
いわきワシントンホテル
椿山荘

関東地区

東京教区
6月3日

大本山増上寺
※オンライン併修

山梨教区
6月9日~10日

（甲府市）
甲府記念日ホテル

東海地区

尾張教区
6月18日

（名古屋市）
オンライン開催

三河教区
6月23日

（豊橋市）
ロワジールホテル豊橋
※オンライン併修

伊勢教区
10月20日

伊勢教区№3
照源寺

岐阜教区
8月28日~29日

岐阜グランドホテル

北陸地区

福井教区
10月21日

オンライン開催

富山教区
9月7日~8日

（富山市）
オークスカナルパーク
ホテル富山

新潟教区

近畿地区

滋賀教区
5月24日

（京都市）
和順会館
※オンライン併修

和歌山教区
6月7日～8日

滋賀教区
令和4年2月

中四国地区

愛媛教区
10月28日

オンライン開催

南海教区
9月27日~28日

（高松市）
ＪＲホテルクレメント高松

中止

九州地区

佐賀教区
10月5日

オンライン開催

熊本教区
10月予定

佐賀教区・長崎教区
合同開催
6月26日~27日

※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。
※以下の行事予定は令和3年10月11日現在となります。新型コロナウイルス感染拡大防止の為、変更が多数生じておりますのでご注意ください。

中止

中止

中止

中止

中止

中止

中止

中止 中止

中止

中止

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了
終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

中止

中止

84 和合　令和3年　11月号



本
宗
所
属
団
体
か
ら
の
案
内

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
東京教区
11月11日~12日
大本山増上寺

中央研修会　12月2日～3日
【保護・教誨合同】

大本山増上寺

中央研修会
奈良教区
6月17日~18日
THE KASHIHARA

代表者
・
指導者

教誨師会研修会
関東地区
6月30日~7月1日
大本山増上寺

―

北海道地区

北海道第二教区
【保護・教誨・民児合同】

12月3日~4日
札幌ガーデンパレス

東北地区

秋田教区 青森教区
9月13日

ホテル青森

岩手教区

関東地区

東京教区
11月11日~12日

大本山増上寺

東京教区
6月30日~7月1日

大本山増上寺

千葉教区

東海地区

岐阜教区
8月28日～29日

岐阜グランドホテル

岐阜教区　令和4年2月26日
【保護・教誨・民児合同】

北陸地区

福井教区
令和4年2月予定

石川教区

近畿地区

滋賀教区
10月14日

滋賀教区教務所
※オンライン併修

奈良教区
6月17日～18日

THE KASHIHARA

和歌山教区
11月予定

奈良教区
6月17日～18日

THE KASHIHARA

中四国地区
愛媛教区　令和4年3月予定

【保護・教誨・民児合同】
（今治市内）

九州地区

福岡教区

大本山善導寺

大分教区　10月7日
【保護・教誨・民児合同】

大分教区教務所
※オンライン併修

中止

延期

中止

中止

中止

中止

終 了

終 了

終 了

終 了
終 了

中止

中止

中止
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　寺院活動における追善儀礼の重要性は今更言うまでもありません。
　しかしながら、2020年初頭からの新型コロナウイルス（COVID- 19）感染症による急激な社会変化
は、以前から進行しつつあった追善儀礼（葬儀・中陰・年忌など）の変化を、より一層加速させる要因と
なっています。
　この現状を踏まえ、我々浄土宗僧侶が追善儀礼を執行する際、何が一番大切か、外してはいけない
ことは何か、今一度、皆さんと一緒に、根本から考えてみたいと思います。

1. 追善儀礼の現状
佛教大学非常勤講師　鵜飼 秀徳

追善儀礼の現状（特にコロナ禍以降）を再
確認する。

2. 追善儀礼の歴史
法儀司　大澤 亮我

追善儀礼の歴史・変遷を確認する。

3. 追善・回向・供養の意義
総合研究所主任研究員　齊藤 舜健

浄土宗における追善回向の意義を再考する。

パネリストの発表をふまえ、追善儀礼の要
かなめ

と
可能性を検討する。
コーディネーター
総合研究所研究員　八橋 秀法

シンポジウム

●パネリスト発表（事前配信）

●討議（シンポジウム）（当日）

日 時

場 所

令和3年 11月15日（月）午後1時 から

オンライン会議システムを利用
事前にオンデマンド形式で、パネリスト発表を配信します。
当日は討議のみを実施します。

本シンポジウムは、YoutubeとZoomを利用した開催となります。
具体的な受講方法については、下記のフォームから申し込まれた方にメールでお知らせ致します。

今あらためて追善儀礼を考える
～我々にとって何が一番大切か？～

令和3年度
浄土宗総合研究所（京都分室）

●対　象  ...........................................................

浄土宗僧侶

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

申し込みフォーム（https://forms.
gle/n7YUk64FGDJL5U15A　
または右記QRコード）からお申
し込み下さい。

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

浄土宗総合研究所（京都分室）
〒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 -0841　FAX 075 -744 -0849
Eメール sympo2021kyoto@jsri.jp
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●定　員  ..........................................

80名
（ワークショップへの参加は先着順）

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

宗内関係者（浄土宗教師・寺族・宗門
関係学校生など）

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

無料

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

同封のチラシをご参照ください

●申込期限  .......................................

令和3年11月19日（金）

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

浄土宗開教振興協会

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

浄土宗社会部
TEL	03 -3436 -3351　
FAX	03 -3434 -0744
Eメール	syakai@jodo.or.jp

浄土宗開教振興協会

第12回 開教公開カンファレンス（オンライン開催）

日 時

場 所

令和3年 11月29日（月） 午後1時 から 5時 まで

Web会議システム「Zoom」

テーマ：コロナ禍社会に役に立つお寺に ―今何が出来るか―

　コロナ禍社会は、全世界で生活様式も一変したように、各仏教界寺院にも影響を及ぼし、年中法要や
法事、葬儀式も簡素化していくなか、全日本仏教会戸松義晴理事長は、「寺院・僧侶に求める役割は、
不安な人に寄り添う事であり、社会に役立たない寺院は、消えていく」と警鐘を鳴らす。
　今回のカンファレンスでは、【コロナ禍社会に役に立つお寺に―今何が出来るか―】をテ－マに、基調
講演は、ジャーナリストで京都教区正覚寺住職鵜飼秀徳先生により、「コロナ禍社会で人々がお寺に求
めるもの～寺院再生のカギ～」と題して、社会に役立つ寺院・僧侶の事例を講演していただく。
　そして、ワークショップのコメンテーターとして、戸松義晴先生をお招きして、海外国内開教使及び参加
者とともに本カンファレンスのテ－マに即したワ－クショップを行い、結果を全体会にて参加者と共有する。
社会に寄り添うべき寺院・僧侶の課題を導き、いかに活動して社会に役立つことができるか、21世紀劈頭
宣言「世界に共生きを」を具現化するのかを考察したい。

12：00 入室開始・受付 14：30 ワークショップ

12：30 オリエンテーション 15：30 休憩

13：00 開会 ・ 挨拶 15：45 全体会

13：15 基調講演 16：15 総評

14：15 休憩 16：45 閉会 ・ 挨拶

●タイムスケジュール

「コロナ禍社会で人々がお寺に求めるもの 
　　　　　　　　　　　～寺院再生のカギ～」

京都教区正覚寺住職	
ジャーナリスト	 鵜飼�秀徳

コメンテーター： 全日本仏教会理事長
浄土宗総合研究所主任研究員	 戸松�義晴

①北米開教区・ハワイ開教区グループ
②南米開教区・オーストラリア開教地・フランス開教地グループ
③国内開教使グループ

ワークショップ発表各グループ10分

●基調講演

●ワークショップ

●全体会

新着
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浄浄土土宗宗寺寺庭庭婦婦人人会会  

第第５５回回「「五五重重相相伝伝」」開開筵筵ののごご案案内内 

 新型コロナウイルス感染状況を鑑み、本年 11月下旬に予定し

ておりました「第５回五重相伝」は下記の通り日程を変更致し
ます。会員の皆様におかれましては、念仏信仰をより深められ

る機縁にしていただくことが出来れば幸いです。何卒万障お繰

り合わせのうえ、多数ご入行くださいますようご案内申し上げ
ます。 

日日時時  令令和和４４年年  １１１１月月  ８８日日((火火))  午午前前８８時時～～９９時時  受受付付      

                      ～～１１２２日日((土土))  午午後後 11時時 3300分分頃頃解解散散予予定定  

会会所所 大大本本山山  百百萬萬遍遍知知恩恩寺寺  

    〒〒660066--88222255    

        京京都都市市左左京京区区田田中中門門前前町町 110033--2277    TTEELL  007755--778811--99117711  FFAAXX  007755--778811--00115577  

  

伝伝 灯灯 師師   大大本本山山百百萬萬遍遍知知恩恩寺寺法法主主    福福    隆隆    台台下下  

勧勧 誡誡 師師      大大阪阪教教区区大大鏡鏡寺寺住住職職        有有  本本  亮亮  啓啓  上上人人  

回回 向向 師師      京京都都教教区区光光照照寺寺住住職職        池池  上上  良良  賢賢  上上人人   

入入行行資資格格      浄浄土土宗宗寺寺庭庭婦婦人人会会会会員員  

入入行行人人数数        １１００００名名  

費費    用用      入入行行冥冥加加料料    8800,,000000円円（（通通いい希希望望者者））  

                            110000,,000000円円（（宿宿泊泊希希望望者者））  

新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症拡拡大大防防止止策策にによよりり宿宿泊泊はは 1155名名様様ままででととささせせてて頂頂ききまますす。。                                

  

  

[[問問合合先先]]      〒〒111144--00000033    東東京京都都北北区区豊豊島島三三丁丁目目 44--99  善善光光寺寺内内  

「「浄浄土土宗宗寺寺庭庭婦婦人人会会五五重重相相伝伝係係」」  

              TTEELL：：0033--33991111--88887711    FFAAXX::0033--33991111--11227700 

申申込込締締切切      令令和和４４年年７７月月３３１１日日（（日日））  
 

浄土宗寺庭婦人会
第5回「五重相伝」開筵のご案内

日 時

会 所
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浄土宗教師資格の取得について 

お知らせ

本学では、浄土宗教師資格取得を目指す学生のために宗門子弟教育を行っ

ています。入学後は、所定の科目を履修し単位を取得することによって伝宗

伝戒道場（加行）の入行資格を得ることができます。

＜編入学について＞

既卒大学の単位を活かし、新たに僧侶資格単位を取得することによって、

2 年間で資格を取得することができます。短期間で浄土宗の教えを広く、深く

学ぶことができます。

入学試験・僧階取得についての問い合わせ先

アドミッションセンターアドミッションセンターアドミッションセンター
〒170－8470 東京都豊島区西巣鴨 3-20-1 〒〒170170－84708470 東京都豊島区西巣鴨東京都豊島区西巣鴨 3-3-2020-1 -1 〒〒170170 84708470 東京都豊島区西巣鴨東京都豊島区西巣鴨 3-3-2020-1 -1 
Tel. 03-5394-3024（直通）

【受付時間 10：00～18：00（月～金）】

※仏教学科以外で僧階の取得をご希望の方はご相談ください。

文学部 

日本文学科 
人文学科 

文学部 文学部 

人文学科 
日本文学科 
人文学科 
日本文学科 日本文学科 日本文学科 

表現学部

表現文化学科 日本文学科 日本文学科 日本文学科 日本文学科 日本文学科 日本文学科 
人文学科 
日本文学科 
人文学科 
日本文学科 日本文学科 日本文学科 日本文学科 日本文学科 
人文学科 
日本文学科 
人文学科 人文学科 
日本文学科 
人文学科 
日本文学科 
人文学科 人文学科 人文学科 人文学科 人文学科 臨床心理学科 

文学部 文学部 

日本文学科 日本文学科 日本文学科 日本文学科 

文学部 

日本文学科 日本文学科 

仏教学部

人文学科 人文学科 人文学科 人文学科 
日本文学科 
人文学科 人文学科 
日本文学科 日本文学科 日本文学科 日本文学科 
人文学科 
日本文学科 
人文学科 人文学科 
日本文学科 日本文学科 日本文学科 日本文学科 仏教学科 

表現学部表現学部地域創生学部

地域創生学科 

心理社会学部

人文学科 人文学科 人文学科 人文学科 人文学科 人文学科 人文学科 人文学科 人文学科 人文学科 人文学科 人文学科 人文学科 臨床心理学科 臨床心理学科 臨床心理学科 臨床心理学科 人文学科 人文学科 人文学科 人文学科 臨床心理学科 臨床心理学科 臨床心理学科 臨床心理学科 臨床心理学科 臨床心理学科 
歴史学科 

表現学部

表現文化学科表現文化学科表現文化学科表現文化学科表現文化学科表現文化学科表現文化学科表現文化学科表現文化学科 人間科学科 

社会共生学部

社会創造系学部群 探究実証系学部群

公共政策学科

社会福祉学科
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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 

在宅でスクーリング受講や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・大正大学以外の大大学学在在籍籍者者も 

「「浄浄土土宗宗教教師師資資格格」」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「2021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。 
  

【【留留意意事事項項】】  
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・スクーリング受講料・学友会費等）は 2年間で、520,500円となります。 
※学費、スクーリング受講料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 12,000円、システム利用料 5,000円、学友会費 2,000円および 

学費 72,500円（スクーリング履修費別）が必要となります。 

 

 ④ 本科目履修生コースにて必要単位を修得しても、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。 

『『現現役役大大学学生生』』もも対対象象！！  
 

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満 2200歳歳をを超超ええるる方方 

『『実実践践仏仏教教』』はは年年 22 回回開開講講！！ 
 

「実践仏教スクーリング」を夏期および冬期

で開講しています。受講の機会が年 2 回あり

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 

  

 

 

 

  

 

 

 

 
『『WWeebb 学学習習シシスステテムム』』でで快快適適にに！！ 
 

インターネットを利用して、オンラインでス

クーリングを受講でき（一部科目を除く）、科

目最終試験も自宅で受験できます。 

『『最最短短２２年年』』でで取取得得可可能能！！ 
 

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 
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僧階 教階 学階

少
僧
都

輔
　
教

得
　
業

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
春夜間
または
冬夜間

5/26,6/2,9,16,23
または

11/17,24,12/1,8,15
いずれも18：00～20：45
（最終日は19：15まで）

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 6/12午後,6/13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 8/4午後,8/5終日 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 6/19午後,6/20終日 2

選択集講読２ 2 SR 必 夏期 8/6午後,8/7終日 2

浄土学研究 2 SR 選 春期 7/3午後,7/4終日

浄土宗学研究 2 SR 選 春期 6/26午後,6/27終日

三部経特講 1 S 選 冬期 12/12,18,19いずれも午前

選択集特講 1 S 選 冬期 12/12,18,19いずれも午後

法然の法語特講 1 S 選

三巻書特講 1 S 選 冬期 1/9午後,1/10終日

円頓戒特講 1 S 選 冬期 1/8終日,1/9午前

論註特講 1 S 選

観経疏特講 1 S 選

安楽集特講 1 S 選

法然門下の思想 法然門下の思想 4 T 選

小　　計 24 0 0 18 6 24

釈尊の生涯と思想 ブッダの教え 2 SR 必
春夜間
または
冬夜間

6/23,30,7/7,14,21
または

12/15,22,1/12,19,26
いずれも18：00～20：45
（初日のみ19：30～）

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 春期 7/3午後,7/4終日

仏教学研究（大乗・チベット） 2 SR 選 春期 6/12午後,6/13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 4/24終日,4/25午前 1

浄土宗と加行２（円頓戒） 1 S 必 集中Ⅰ 4/25午後,4/29終日 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
または
集中Ⅴ

7/24午後,7/25終日
または

1/22午後,1/23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 7/24午後,7/25終日 2

詠唱 詠唱 2 S 必 夏期 7/28,29,30終日 2

伝道Ⅱ 2 仏教伝道学Ⅱ 2 T・S 必 夏期 7/26午後,7/27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

　合計14単位を履修すること

法式（上級）

集中Ⅱ
または
集中Ⅵ

8/24～9/1（8泊9日）
または

2/13～2/21（8泊9日）

集中Ⅲ 10/2～10/4（2泊3日）

僧
侶
の
実
践
に
関
す
る
科
目

法式（初級）

12

　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
-

集中Ⅱ
または
集中Ⅵ

8/24～9/1（8泊9日）
または

2/13～2/21（8泊9日）

現
代
社
会
と
教
団
に
関
す
る
科
目

6

-

　必修科目2科目4単位、選択
科目8単位、合計12単位を履
修すること

-

日本仏教の歴史と教え
-

8

-

仏教の受容と展開

6
-

仏教史

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

仏
教
学
に
関
す
る
科
目

6

-

-

-

科科目目履履修修ココーースス（（浄浄土土宗宗教教師師資資格格））カカリリキキュュララムム表表
●●「「備備考考」」欄欄おおよよびび《《注注意意事事項項》》にに掲掲載載ししてていいるる要要件件をを満満たたしし、、「「修修得得単単位位」」欄欄にに掲掲載載ししてていいるる単単位位すすべべててをを修修得得すするる必必要要ががあありりまますす。。

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
（2021年度）

修得
単位

備　　　考

　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

-

2021年度 休　講

2021年度 休　講

2021年度 休　講

2021年度 休　講

-

-

-

6

-

※実践仏教学1、法式実習1、実践仏教学2、法式実習2、法式実習3、法式実習4、仏教伝道学、詠唱、仏教伝道学Ⅱは対面授業、それ以外のスクーリング科目はオンライン授業で実施。

《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」を履修完了し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。
　　スクーリング履修科目は夏期・集中Ⅱスクーリングまでに受講し合格すること。
　②「実践仏教学１」「法式実習１」を履修後５年以内に入行資格を得て伝宗伝戎道場に入行すること。
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教
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得

　

業

少

僧

都

輔

　

教

B5213 浄土学研究 2 SR - 春期 7/3午後,7/4終日 9,000

B5214 浄土宗学研究 2 SR - 春期 6/26午後,6/27終日 9,000

B5545 三部経特講 1 S - 冬期 12/12,18,19いずれも午前 4,500

B5546 選択集特講 1 S 冬期 12/12,18,19いずれも午後 4,500

B5547 法然の法語特講 1 S - 4,500

B5548 三巻書特講 1 S - 冬期 1/9午後,1/10終日 4,500

B5549 円頓戒特講 1 S - 冬期 1/8終日,1/9午前 4,500

B5550 論註特講 1 S - 4,500

B5551 観経疏特講 1 S - 4,500

B5552 安楽集特講 1 S - 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 - 春期 7/3午後,7/4終日 9,000

B5232
仏教学研究
（大乗・チベット）

2 SR - 春期 6/12午後,6/13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 7/26午後,7/27終日 9,000

スクーリング受講料

36,000

45,000

〒〒660033--88330011　　京京都都市市北北区区紫紫野野北北花花ノノ坊坊町町９９６６
佛佛教教大大学学通通信信教教育育課課程程イインンフフォォメメーーシショョンンセセンンタターー

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」もおいても、さらに6単位を修得することで

　　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）

宛宛先先

法然門下の思想

スクーリング（2021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）

　学費およびスクーリング受講料は異なります。

「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

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

2021年度 休　講

2021年度 休　講

2021年度 休　講

2021年度 休　講

【【入入学学資資格格】】
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

◆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。

82,500

105,000

◆最短修業年限：１年（最長在籍期間：３年）

【【開開講講科科目目一一覧覧】】

【【修修了了ままででにに要要すするる経経費費（概算・単位：円）おおよよびびススククーーリリンンググ受受講講日日数数（目安）】】

学　費
（円）科目

ｺｰﾄﾞ

本　　　学　　　基　　　準

科　　目　　名

宗教学、社会福祉学、
臨床心理学などの概論
科目

伝道Ⅱ

受講料
（円）

12

4

※仏教伝道学Ⅱは対面授業、それ以外のスクーリング科目はオンライン授業で実施。

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した場合は

◆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

【【留留意意事事項項】】
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佛教大学宗教文化ミュージアム　令和3年度特別展

ほとけのヘアスタイル ─それは単なるオシャレではない─

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

〒616 -8306	
京都市右京区嵯峨広沢西裏町5-26
TEL	075 -873 -3115	　FAX	075 -873 -3121
URL	http://www.bukkyo-u.ac.jp/facilities/
	 museum/

●観覧料  ...........................................................

無料

●関連講演会  ....................................................

「ほとけのカミ�─オシャレの向こう側─」
日程：令和3年11月14日（日）
　　 14：00 〜15：30（開場13：30）
会場：佛教大学宗教文化ミュージアム
　　		（参加無料、申込不要）
講演：熊谷	貴史（当館学芸員）

日 程

場 所

令和3年 10月30日（土） から 12月4日（土）まで
開館時間：午前10時 から 午後5時30分 まで （入館は午後5時まで） 
休館日：月曜日

佛教大学宗教文化ミュージアム

【交通の便】 ■ 市バス 
  ·59号系統（一部）「広沢池・佛大広沢校前」下車すぐ 
  ·10・26・59号系統「山越」下車 西へ徒歩13分 
  ·91・93・特93号系統「広沢御所ノ内」下車 北へ徒歩8分
 ■ 自家用車　駐車場30台（駐車無料） 
  自転車・バイク駐輪場あり

　仏の頭頂にはお椀を伏せたような隆起がある。「肉髻（にっけ
い）」と呼ばれるその不思議な形相に加え、「螺髪（らほつ）」とい
う渦巻状（または粒状）の頭髪があることは、ある程度定着した仏
のイメージといえるかもしれない。なぜ仏の頭髪はそのような“か
たち”をしているのだろうか？数多く存在する仏教諸尊のヘアスタ
イルには、どのようなヴァリエーションがあるのだろうか？ 様々な髻
を結う菩薩、僧形の地蔵菩薩は剃髪、焔のように逆立つ忿怒尊の
髪、不動明王の髪型には弁髪・巻髪・総髪などの呼称がある。
　ときにユニークなヘア-アレンジをみせる仏尊たち。それは単な
るオシャレではない。本展覧会では、ほとけ（如来・菩薩・明王・天
部などを含む仏教諸尊）の頭髪に焦点をあて、そこに込められた
思想的な意味と造形の魅力を紐解く。特徴的な髪型をみせる作
例を展示するほか、関連資料や写真パネル、現役仏師による新
造品を含めて多角的な展示を試みたい。

新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、会期等の変更や開催中止を講じる可能性がございます。
ご来館の前に当館ホームページにて開館状況および感染症対策をご確認ください。

釈迦如来立像 頭部側面（京都・専称寺）
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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。
■現在、昼食及び宿泊の申込は受付ておりません。

※原則として各回開催の1カ月前までにお申し込みください。
※申し込み受付後、ご案内を送付いたします。

回　数 開催期日 全科目受講 部分受講 Zoom受講

第34回
（北陸） 令和3年 11月8日～9日

第35回 令和4年 2月9日～10日

教区 組 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。。

申込・問合先  ...........................................................................................

浄土宗教化研修会館	 〒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

キ
リ
ト
リ
線

受付印

HPからの
お申し込み
はこちら→

FAX
075-744-0363

教師研修会受講申込用紙
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教　区 組 寺院№

寺院名 氏　名

連

絡

先

住　所　※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

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

●zoom受講をご希望の方はE-mailアドレスの記入をお願いします。
資料等につきましてはご連絡頂きましたE-mailアドレスに送信します。
●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。

受付印

HPからの
お申し込み
はこちら→

FAX
075-744-0363

実践講座 各種申込書
希望する講座の申込の希望欄に〇をつけてください

令和3年12月20日（月）開催 研修会館受講 Zoom受講

『御法語』編（第15回）

令和3年12月21日（火）開催 研修会館受講 Zoom受講

布教編（第3回）

令和3年11月16日（火）開催 研修会館受講 Zoom受講

阿弥陀仏編（第6回）

令和4年1月31日（月）開催 研修会館受講 Zoom受講

『選択集』編（第16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。

	中央法式講習会

	中央詠唱教司研修会（併修：詠唱教司検定試験）

	第118回教学高等講習会

	教化高等講習会（冬安居道場併修）

	助教師養成講座（第１期）

	少僧都研修講座（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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☆ご注文は郵送又はFAXで下記宛にお願いいたします。
　（個人様でのお申し込み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 日々に新たの御詠歌 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

平成新曲合本 (音譜用 ) 1,000

平成新曲合本 (図表用 ) 1,000

平成新曲合本 (伴奏用 ) 1,500

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 平
成
新
曲
合
本

音　譜
令和3年2月発売 1,000

10 図　表
令和3年2月発売 1,000

11 伴奏譜
令和3年2月発売 1,500

12 吉水流詠唱入門者DVD 1,000
13 吉水流詠讃歌集CD（3枚組） 6,000
14 新曲集CD 2,000

15 吉水流詠唱平成新曲集CD
平成31年4月発売（20曲） 4,000

16 浄土宗詠唱マニュアル 1,500
17 浄土宗吉水流和讃解説書 1,000

18 (P) 浄土宗ハワイ
開教区の御詠歌 300

19 (P) 仏名会和讃 300

20 (P) 久美浜本願寺の
御詠歌・念佛往生和讃 400

21 (P) 袋中上人顕彰和讃 300
22 (P) 日日に新たの御詠歌 300
23 (P) 引接和讃 300

24 (P) 金戒光明寺和讃・
聖冏上人鑽仰和讃 400

25 (P) 蓮華寺の御詠歌・
蓮生法師和讃 400

26 (P) 宗祖法然上人
八百年大遠忌和讃 300

27 (P) かたみとての御詠歌 300
28 CDかたみとての御詠歌 1,500
29 (P) 熊谷寺の御詠歌 300
30 CD熊谷寺の御詠歌 1,500

商品名 単価 数量 金額

31 (P) 鎌倉光明寺和讃・
霊沢上人和讃 400

32 CD鎌倉光明寺和讃・
霊沢上人和讃 1,800

33 (P) 善導寺和讃 300
34 CD善導寺和讃 1,500

35 (P) 平和和讃
平成29年度新曲 300

36 CD平和和讃 1,500

37
(P) 蓮華寺和讃・

一向上人和讃
平成30年度新曲

400

38 CD蓮華寺和讃・
　一向上人和讃 1,800

39 (P) 母の祈り和讃
令和元年度新曲 300

40 CD母の祈り和讃 1,500

41 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

42 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

43 調子笛 (ソの音 ) 350
44 舞DVD(3枚組 ) 15,000

45 舞DVD第2巻
平成29年10月発売 3,000

46 舞踊合本　和讃編 1,500
47 舞踊合本　詠歌編 1,500

48 舞踊教本22集
宗祖法然上人八百年大遠忌和讃 300

49 舞踊教本23集
増上寺和讃 300

50 舞踊教本24集
蓮生法師和讃・熊谷寺の御詠歌 400

51
舞踊教本25集
二祖鎮西上人鑽仰和讃・
呑龍上人和讃

400

52 舞扇 (大－29cm) 5,000
53 舞扇 (小－27cm) 4,500
54 舞用鈴 (2本1組 ) 3,500
55 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

平成新曲合本 (音譜用 ) 追加 1,000

平成新曲合本 (図表用 ) 追加 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 400

母の祈り和讃 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

平成新曲合本 (伴奏用 ) 追加 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） 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
※全て税込価格です。

浄土宗日常勤行式
（付・阿弥陀経 真身観文 般若心経）

693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

『浄土宗日常勤行式』に『阿弥陀経』
「真身観文」『般若心経』を収録。
目次、各偈文の解説文付。檀信徒
も使える経本です。

浄土宗日常勤行式

330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パターンで収録。
晋山式や落慶法要の記念品、また
お寺さまの備品として是非ご活用く
ださい。

仏教読本
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。
高校生向けのテキストですが、

「若い世代への伝え方」のエッ
センスが込められ、教師の皆さ
まにも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

990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、檀信徒が疑問に
感じやすい作法やお仏壇の祀り方
などを、イラストや写真とともに解
説しています。

880円
B5判 ・ 136頁　監修/浄土宗宗立宗門校教育振興会

浄土宗の手引き 浄土宗日常勤行の話

275円
四六判 ・ 80頁　編/浄土宗出版

1,540円
四六判 ・ 224頁　著/香月 乗光

「焼香の仕方は？」「法事のときの
作法が分からない」—。 檀信
徒が疑問に感じやすい、お葬式を
はじめとしたさまざまな仏事の意
味や作法を、簡潔にわかりやすく
まとめました。

「日常勤行」の意義を懇切丁寧
に講述した、浄土選書 5『浄土宗
日常勤行の話』を読みやすいサ
イズにリニューアル。「香偈」から

「送仏偈」までの一つひとつの偈
文の意義をさらに深く学べ、研鑽
を重ねるために格好の一冊です。

悩みによく効く！ お釈迦さまの処方箋

770円
新書判 ・ 160頁　著/平岡聡

浄土宗新聞連載「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」、
と執筆されたエッセイ集。付録と
してお釈迦さまのことば集も。

文庫版  法然上人のご法語❶消息編

1,100円
文庫判 ・ 260頁　
編訳/浄土宗総合研究所

宗祖法然上人のご法語を現代
語訳とともに収載。第一集では
上人が弟子や信者に宛てたお
手紙である「消息」に示された、
往生浄土のための要文を抄出し
ました。
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教師研鑽書籍 威儀・作法を解説する資料も取り揃え、
貴寺の法務を力強くサポートします。

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

浄土宗開眼式・撥遣式

新版  浄土宗経偈集

2,750円
B5判・ 192頁　著/熊井康雄　監修/浄土宗総合研究所

2,750円
B5判・ 132頁　著/熊井康雄　監修/浄土宗総合研究所

1,320円
天地15cm×左右7.5cm ・ 82頁
編/浄土宗出版

2,200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、動作一つひとつを解説
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。

開眼式と撥遣式を次第に沿って
収録し、表白・宣疏の文例を各
4パターン収録。表から開けば
開眼式、裏から開けば撥遣式の
経本。コンパクトなサイズなの
で、携帯性にすぐれています。

用いる頻度の高い偈文を中心に収録した折本。コンパクトかつ柔らかい表装で
法衣の袂に入れやすいとご好評いただいております。新版ではコンパクトなサイズ
はそのままに、大幅に経本・偈文を追加！施餓鬼会で用いる偈文もまとめて収録
し、さらに利便性を高めました。

※全て税込価格です。

浄土宗　法話のいろは

6,380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、解説のほか話材とな
る資料が充実！

布教師 32 名による、40 以上の法要別の法話
実例や話材、話し方などのポイントを収録。

浄土宗布教師会監修による、法話研鑽のための指南書。心
がまえ、作法、知識をまとめた［基礎編］、諸法要の実例を収
録した［実例編］の２冊組。

〔基礎編〕

〔実例編〕

浄土宗 書式文例集

3,850円
B5判・ 152頁　編/浄土宗書式文例集編集委員会

各法要の表白文例、卒塔婆や位
牌の書式例に加え、いざというと
きに迷いがちな案内状文例など
も掲載。寺院に備えておきたい
一冊です。
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（38）お坊さんはなぜお経を読む？ （17）法然上人

各99円（税込）
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

宗祖法然上人 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

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、檀信徒もさらに心をこめて、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

（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
「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

宗祖法然上人の教えだけでなく、仏
事マメ知識や総本山、大本山の紹介
など、檀信徒に伝えたい浄土宗の基
本を一冊に。

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
ひ読んでいただきたい一冊です。
開筵案内状ととも
にお配りください。

著/岩井信道
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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）』の

ご寺院名、行事等の刷り込み  承ります！
●『浄土宗日常勤行式』（330円）
●『浄土宗日常勤行式
（付・阿弥陀経  真身観文  般若心経）』（693円）

に加え、
●『浄土宗毎日のおつとめ』（275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（注文専用）　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「刷り込み専用
FAX台紙」にてお申し込みください。

１ 商品の選択
刷り込みを希望される商品と部数をご指定ください。

２ 刷り込み箇所の指定
片面（表面・裏面）、または両面の刷り込みが可能です。
いずれかを選択してください。

３ 文字色の選択
刷り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 刷り込み内容
刷り込み内容をご記入ください。
片面28文字（14文字ずつ2行まで）
※お申し込みからお届けまで１ヶ月程かかりますので、納期にご注意ください。

刷り込み箇所 色 刷り込み料金
1～100部 101～200部 201～300部 301～400部 401～500部

『浄土宗
 毎日のおつとめ』

片面
黒・金・銀

37,169 円 39,567 円 41,965 円 44,363 円 47,960 円
両面 49,159 円 51,557 円 58,751 円 61,149 円 69,542 円

『浄土宗
　　日常勤行式』

片面
金・銀

37,169 円 39,567 円 41,965 円 44,363 円 47,960 円
両面 49,159 円 51,557 円 58,751 円 61,149 円 69,542 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

37,169 円 39,567 円 41,965 円 44,363 円 47,960 円
両面 49,159 円 51,557 円 58,751 円 61,149 円 69,542 円
※500部を超えるお申し込みの際は別途ご相談ください。※価格は税込です。

刷り込み料金表 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

〒105-0011　東京都港区芝公園4-7-4　明照会館3階
TEL 03-3436-3700（注文専用）　FAX 03-3436 -3356
ホームページ　https://press.jodo.or.jp/　

浄土宗出版

ハガキで
『浄土宗宗報・和合』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・和合』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。

4、5 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

4、5 日程度でお届け

⃝�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。なお商品代金とは別に送料（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。

⃝��商品は予告なく価格・デザインが変更になる場合がございます
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 4、5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。なお
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/
からご注文ください。
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。

【個人情報の取り扱いについて】
●ご注文によりお客様からご提供いただく個人情報は、ご注文いただいた商品の発送および付随するサービスに関して使用することのみ目的とし、それ以外の目
的には使用いたしません。●その他の必要に応じたお客様からご提供いただく個人情報については、その都度その利用目的を明らかにいたします。●お客様から
ご提供された個人情報は、法律によって要求された場合、あるいは当浄土宗出版の権利や財産を保護する必要が生じた場合を除き、第三者に提供する事はござ
いません。●配送・請求業務を浄土宗出版は第三者に委託する場合がございますが、この場合であっても当該委託先に対してお客様の個人情報が適切に保護さ
れるような措置を講じます。●お客様からお預かりした個人情報は、当浄土宗出版内で選任された担当者以外に閲覧不可な、厳正・安全な方法で保管いたします。
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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（注文専用）　FAX	03-3436 -3356
ホームページ　https://press.jodo.or.jp/　

浄土宗出版

お十夜

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44円（税込）

価格：122円（税込）

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。部数の変更や中止は下記
お届けの目安の 1ヵ月前までにご連絡ください。
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。部数の変更や中止は下
記お届けの目安の 1ヵ月前までにご連絡ください。

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、
エッセイ、コラムを収録。
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とともに、趣旨や詠まれ
た背景など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

講談は「語る再現ドラマ」
福祉の現場や苦悩を掘り下げた
講談を語り続けたい
講談師 神田織音さん

·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

·浄土宗 知っておきたい
仏事作法の基本

·ぐっすり眠って 健康生活
　坪田先生の安眠アドバイス

·まるごと作りおき！ 
精進レシピ

·読者のひろば

·季
4

になる仏教行事【修正会】

2022
冬号
No.113

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』9月号に行事シリーズ『お十夜』、本号に『かるな』冬号のサンプルを同梱しております。

お十夜

年中行
事で

檀信徒
さまに

お配り
くださ

い！



法然上人の“おことば”を味わう

宗祖法然上人が説かれた「誰もが憂いなく生きるための道」お念仏。『法然上人のご法語』
シリーズでは、その教えを人々に伝えられたご法語を現代語訳とともに収載。第二集で
は「登山状」「つねに仰せられける御詞」などの30編のご法語から、往生浄土のための教
えの肝要を説いた文献を中心に抄出しました。
シリーズとして、現在販売中の「消息編」に加え、「対話編」「伝

でん ご
語・制

せいかい
誡編」も順次発刊

を予定しています。ご自身の研鑽にはもちろん、布教原稿や修養会の資料作成などにも
大変便利なシリーズです。ぜひ座右にお揃えください。

※本書は既刊『法然上人のご法語②法語類編』（A5判）を文庫サイズに変更し、現代語訳及び
構成を見直したものです。

法然上人のお言葉を手軽にポケットに―

定　価：1,100円（税込）　サイズ：文庫判 384頁　　浄土宗総合研究所 編訳

法然上人のご法語

《目 次》
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裏

なむちゃんグッズ
年中行事などで檀信徒さまにお配りください。

※全て税込価格です。

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　158円
10本セット 1,477円
個包装　芯：0.7mm

ボールペン

A
B

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。檀信徒さまに
配りやすいと大変ご好評い
ただいております。

50個入り　1,100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　363円
10枚セット 3 ,278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121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1,100円
消しゴムの大きさ/約3cm
個包装　芯：HB

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　265円
10個セット　2,343円
大きさ/6cm　色/紫　材質/プラスチック
個包装

ポケットティッシュ

ミニタオル

鉛筆

うでわ念珠

車や自転車のライトが当たると
キラッと反射するキーホルダー。
暗い夜道でドライバーにお子さ
まやお年寄りの存在をアピール！
表も裏も反射する、可愛いなむ
ちゃんのデザインが〇。

1個　319円
10個セット 2 ,728円
大きさ/直径6.5cm
材質/ポリ塩化ビニール
個包装

交通安全
キーホルダー

うら

青空の下、元気いっぱいのなむ
ちゃんたち。書類を入れると、な
むちゃんたちが浮き出るマジック
タイプ仕様にしました。お土産
としていかがでしょうか。

1枚　132円
10枚セット　713円
サイズ/31cm×21.5cm PP袋入り

クリアファイル

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。お子さまへの贈
り物にもどうぞ。

3,025円
全高/20cm　個包装

ぬいぐるみ



〒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

専用申込書を郵送でお送りください。
「浄土宗月訓カレンダー」「浄土宝暦」のご注文は

· 7月上旬別送の専用申込書に必要事項をご記入の上、ご郵送ください。FAX、電話等ではお申し込みできません。
※刷り込み内容に変更がない場合と印刷しない商品は、下記ホームページからのお申し込みができます。なお、お申し
込みの際、寺院専用ログイン IDとパスワードが必要です。浄土宗出版にて発行いたしますので、ご連絡ください。

7月上旬にお
申し

込み書をお送
りし

ております。

ご注文お忘れ
では

ありませんか
？

刷り込み印刷の最終受付は
11月10日（水）必着です!!




