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❶消息編 （260頁）
「一紙小消息」「大胡の太郎実秀へつかわす御返事」
など、法然上人の記した消息（手紙）類から。

❷法語類編（384頁）
「一枚起請文」「登山状」など、教義にかかわる特に
重要なご法語から。

❸対話編（448頁）
「要義問答」「百四十五箇條問答」など、弟子や信者
との信仰問題などに関する対話から。

❹伝語・制誡編（※近日発売予定）
法然上人の弟子たちが聞き伝えたお言葉（伝語）
や、弟子たちに授けられた訓戒（制誡）から。
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理解をより一層深めていただけます。
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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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特集企画 ◆ おススメの一冊

『法然上人のご法語』
～開宗850年をむかえる“今”味わう～　

法然上人の主要なご法語をまとめ、現代語訳と併せて掲
載した『法然上人のご法語』「消息編」「法語類編」「対話
編」（平成9～13年／浄土宗発行）を、このほど文庫版と
してリニューアル。近日、新作の「伝語・制誡編」の発刊も
予定しております。
そこで、今号と次号では、『法然上人のご法語』の編集に
大きく関わられた浄土宗総合研究所の袖山榮輝師、林田
康順師に、本書発刊の経緯と、その活用方法についてお
伺いした内容をお届けします。

法然上人の言葉を“今”に届ける。

―― 『法然上人のご法語』最初の１巻は平成９年の
刊行ですが、当時、ご法語の現代語訳というのはあ
まりなかったかと思います。どのような経緯で企画さ
れたのでしょうか。

袖山▶実は、元から書籍を作ろうというつもりはありま
せんでした。
　この書籍は、平成５年に立ち上げられた浄土宗総
合研究所のプロジェクト「浄土宗義と現代」の研究
成果をもとにしたもので、林田先生と私もこのプロジェ
クトに参加していました。
　当初このプロジェクトでは、現代社会の課題を浮か

前編

『文庫版 法然上人のご法語』シリーズ①～④
各1,100円（税込）
詳細は『和合』表紙裏の広告をご覧ください。

対談する袖山榮輝師（左）と林田康順師（右）
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び上がらせて浄土宗としての見解を検討してみよう
としましたが、あまりにも多種多様な課題が浮かびあ
がったため、まとめようがなくなってしまい……。私た
ちが悩んでいたところ、研究代表であった梶村昇先
生から、「『一百四十五箇條問答』の現代版を作っ
てはどうか」というお話をいただきました。
　こうして、現代版の『一百四十五箇條問答』を制
作する作業がはじまったのですが、まずは法然上人
の回答の典拠となる言葉を整理整頓する必要があ
るのではないかとなり、上人のご法語がまとめられた

『昭和新修法然上人全集』（『昭法全』）から選定し
て現代語訳することになったのです。
　これがのちに『法然上人のご法語』になっていくの
ですが、あくまでプロジェクトの土台であるという認識
でした。
林田▶『法然上人のご法語』には、ご法語ごとに番
号が割り振られていますが、これもプロジェクトのとき
の名残りです。
　ご法語をまとめる作業をしているとき、当時主任研
究員であった鷲見定信先生から、「法然上人のお言
葉を『聖書』のように、整理しておけば世の中にも広ま
りやすいのではないか」とのお言葉をいただきました。
　キリスト教、特にカトリック教会では『聖書』が世界
中の言葉に翻訳されていて、そこに振られている番
号は世界共通となっています。それをもとに何年何月
第何週にどのお話をするかの指示があり、世界中の
カトリックの方々が同じ聖書の言葉に基づいて信仰を
共有している。鷲見先生はそういうものを浄土宗でも
作りたいということでした。
　ご法語を原文でまとめるだけではなく、それぞれに
現代語訳と番号を付して、日本全国で同じご法語を
見られるようにする、鷲見先生に定めていただいたこ
の目標が『法然上人のご法語』を制作する契機となり
ました。
袖山▶現代版の『一百四十五箇條問答』を作るとな
ると、人の質問に答えるという形をとる必要がありまし
た。そこで、ご法語の中でも「お手紙（消息）」は、何
らかの質問に対するお返事が主な内容となっている
ことから、まとめるにあたって、まずは消息から行うこと
にしました。

―― ご法語は今から８００年以上前の法然上人の 
お言葉ですが、現代語訳の作業には多くの苦労が
あったのではないでしょうか。

袖山▶消息の場合、もともとの差出人がわかっている
ときはある程度背景を理解しやすいのですが、誰に
宛てて、いつ書かれたものであるかわからない場合
は、内容から年代と背景を把握しなければならないこ
ともあり、とても苦労した記憶があります。
　また、『一百四十五箇條問答』などが顕著です
が、現代語訳にあたっては、当時の文化や風習、陰
陽道など仏教以外に広範囲の知識が必要でした。ま
ずは一つひとつの質問の背景を知るところからはじめ
ました。
　私は、もともと浄土宗学が専門ではありませんでし
たので、「法然上人と初めて出会う」というのがこの
仕事でした。
　そんな私にとっては、大学院のゼミを受講したよう
な貴重な経験になり、知らないうちに法然上人につい
て詳しくなっていました。
林田▶私は浄土宗学を学んでいましたけれども、そ
れとは異なる側面から見た法然上人について知るこ
とができました。
　例えば、真言宗で修されている「阿弥陀の供養法」
についての話（『法然上人のご法語②法語類編』
No.１９）などは私にはなかなか理解できない点もあ
り、仏教学を専門とされ、真言宗豊山派のご出身で
ある袖山先生に色 と々教わりながら作業を進めており
ました。
　その点では、私も大いに勉強させていただきました。
袖山▶お互いに分野が違うだけに、訳の内容でぶつ
かることも多くありましたね。
林田▶そういえば、そうでしたね。現代語訳は、担当
者で各々の担当範囲と締め切りを決めて、それぞれ
試訳を持ち寄っていました。自分の中でこの訳が一
番いいだろうと、そう思ったものを提出させていただい
たわけですが……。
袖山▶お互いに試訳を書いた原稿用紙を真っ赤にし
ましたね。
林田▶そう。お互いに「この現代語訳は違うだろう」

特集企画 ◆ おススメの一冊
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と、ダメ出しをして真っ赤に修正を入れる。そんなこと
だからだんだんと自己嫌悪に陥って機嫌が悪くなって
しまって……。全員が黙りこくってしまい、シーンと静ま
り返ってしまう時間が毎日のようにありました。
　しかし、忌憚なく言い合った結果として、とても良い
ものになったのではないかと思っています。

―― そんな議論の結晶がこの書籍なのですね。
　ここまでは、現代語訳という部分を中心にお話しい
ただきましたが、書籍としてまとめるにあたって工夫さ
れた点などはありますか。

袖山▶書籍にまとめる際に工夫した点は、目次の割り
当てです。１～３巻の目次は、１章から読んでいくと、
ある種のストーリー性を持った構成となっていて、そ
のなかで法然上人のお考えを理解していただくことを
意図しました。
林田▶まず、お念仏を何も知らない人に浄土宗の人
間観を理解していただいて、次に浄土門に入っていく
中で阿弥陀さまのお誓いや、善導大師が解釈された
お念仏にふれていただき、そして信仰をおこして日々
の暮らしを過ごしていきながら、最期に西方極楽浄土
に往生をして還想回向へとつながっていく。そのよう
なイメージをいだいていたかと思います。　
袖山▶１巻の目次の作りが非常に上手くはまったよう

に思いましたので、分類不可と判断した一部のご法
語を除き、２巻と３巻も同様の構成を踏襲しました。
林田▶お使いになりたいご法語だけを読んでいただ
いてもよいのですが、１章から目次に沿って読んでい
ただくことで、より信仰を深める書籍となりましたら幸
いです。

―― 大変なご苦労と工夫を経て、旧版の『法然上
人のご法語』が発刊されたのですね。長い年月を経
て今回、リニューアルが行われました。主な変更点な
どをお伺いできますか。

袖山▶旧版を作ったときはお説教の場で見やすいよ
うにと、見開きＡ４サイズにこだわっていましたが、持
ち運ぶ際にはその大きさが仇となって煩わしいという
声もありました。
林田▶そこでリニューアルにあたって、布教の場に持
ち運びやすいよう、文庫本サイズにしました。
袖山▶もう一つが現代語訳です。全体的に見直しま
した。
林田▶今回の見直しにあたっては、私たちも多少関
わらせていただきましたが、編集担当の皆様に細か
いところまで確認していただきました。
　お経は「縦の教え」と申しますから、基本的に「一
字一句、加減すべからず」として、約2500年間、変
わることなくずっと伝えられてきました。
　しかし、現代語訳は、明治・大正・昭和・平成・令和
と、時代に合わせて都度、行われてきました。『法然
上人のご法語』の現代語訳は、私たちが、「今」の
時代に合わせて訳したものですが、時代にそぐわな
いとなれば、どんどんリニューアルをしていただいて構
わないものと考えています。
袖山▶そのとおりですね。時代ごとに、いかに法然上
人の教えを伝えやすくするか、ということのために現
代語訳がありますので、それ自体が足かせにならない
ように、定期的な見直しは必要だと思います。
　また、浄土宗の出版物として現代語訳を出すと、そ
れが宗定のようなものという認識をいだく方も多いとは
思いますが、現代語訳には一定の賞味期限があると
理解していただきたいと思います。

袖山榮輝
浄土宗総合研究所主任研究員、長野教区十念寺住職。
浄土学が専門。『全注・全訳阿弥陀経事典』（鈴木出版）、

『現代語訳　浄土三部経』（編訳共著、浄土宗）、『浄土
宗の常識』（共著、朱鷺書房）ほか著書・論文など多数。
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林田▶それに関していうと、今回のリニューアルで、一
部表現を変更した箇所やカットした箇所もあります。
　もちろん、旧版発行当時にも、人権的な問題につ
いて配慮をしていたつもりでしたが、当時はなかった
様々な考え方が起こってきました。例えば、LGBTQ
などの性的少数の方への配慮などですね。
　新しい価値観に基づきながら、現代語訳の表現は
変わっていくのだろうと思います。
袖山▶人の感性にふれる表現は時代によって変わっ
てくるものなので、その点には、しっかりと焦点を当て
て現代語訳しなければならないですね。

ご法語は心に響く讃題の宝庫。

―― 現代語訳をするときには、法然上人の時代のこと
を考えるだけでなく、今という時代を考えることも大事
なのですね。ここで、改めて『法然上人のご法語』に
関わられて、どのようなことを想われましたでしょうか。

袖山▶編集にあたるなかで、現代に残っているご法
語はとても良いフレーズが多く、心に響く言葉遣いをさ
れていると感じました。また、だれでも理解しやすいよ
うに説かれていて、そういう意味で法然上人は物事

を表現することがとても上手だったのだと思います。
　もしご法語の内容が難しければ、全３巻にもわたる
現代語訳を完成させることはできなかったと思います。
　また、わかりやすく説明をされる中でも「お念仏をと
なえる」という、法然上人の教えにおいて芯となる部
分は絶対に揺らぐことがありません。たくさんのご法
語にふれて、法然上人の教えを考えるなかで揺らい
ではいけない教えの芯がはっきりとしました。
　旧版の編集当時は、原文の意趣を読み取ることで
精一杯ということもありましたが、そのなかでも、法然
上人の教えの芯をきちんと伝えるとともに、巧みな言
い回しを何とか訳したいという気持ちは湧いてきまし
た。編集を進めるなかで大変なことはたくさんありまし
たが、そういうモチベーションが常にあったので、心が
折れるようなことは一度もなかったです。
　旧版『法然上人のご法語』１～３巻編訳の後「浄
土三部経」の現代語訳にも携わらせていただきまし
たが、その時も法然上人の視点で「浄土三部経」を
訳すということを念頭に置くことができました。そのよう
な意味でも『法然上人のご法語』に携わらせていた
だいたことは私にとって大きなことだったと思います。
林田▶私にとっては、この編集をさせていただくなか
で、様々な視点からの法然上人の見方に触れられた
ことが非常に大きかったと思います。
　袖山先生との現代語訳についてのやり取りはもち
ろんのことですが、実に多くのご法語や論文、先生方
の説にふれていく中でたくさんの学びがありました。
　さらに言えば、今回のリニューアルに携わらせてい
ただいて、この本を読み直しているうちに改めて法然
上人について学ぶことができました。二大法語と呼ば
れる「一枚起請文」と「一紙小消息」をはじめとする
ご法語の数々は、讃題の宝庫であると感じています。
　お説教の場でご法語を用いるときには、お話しする
一人ひとりの実情に合わせてご法語をお伝えすること
が大切なのだと思います。そのためにも『法然上人
のご法語』には、珠玉のご法語の数々が掲載できた
と思います。

― ２月号へ続く

林田康順
大正大学仏教学部教授、神奈川教区慶岸寺住職。
法然浄土教、浄土宗学が専門。『浄土宗の常識』（共
著、朱鷺書房）、『法然上人と極楽浄土』（青春新書）
ほか、著書・論文など多数。

特集企画 ◆ おススメの一冊

5和合　令和4年　1月号



善導大師の
『観経疏』を読む� （第37回）

柴田泰山

善導大師像（大本山百萬遍知恩寺蔵）

はじめに
近年、目にすることがある「親ガチャ」という言葉をご存知

ですか？ これはネットから生まれたスラングめいたものであり、
「どのような環境に生まれるかは完全に運任せ」、あるいは
「子どもの立場からでは親を選ぶことができない」という意
味だそうです。

お釈迦さまのさとりの内容の中に「四苦」という四種の苦
しみがあります。四苦とは、生（思い通りの環境に出生する
ことはできない）・老（自らの肉体の老化）・病（決して避けるこ
とができない病気）・死（この肉体と存在の死亡と消滅）とい
う四種の苦しみです。しかもこの四苦はバラバラな苦ではな
く、一人の人間に身の上において起こる苦しみであります。
この四苦の中の最初の苦しみが「生」でありますが、これが
今の時代に世間で使われている「親ガチャ」に相当するの
かもしれません。これこそ誕生の苦しみ、生まれ出る時代も
世界も親も選ぶことができない苦しみであり、「王舎城の悲
劇」では、この苦しみが後に「親子の絆」に大きな傷を与え
ていくこととなります。

前回、ご紹介したビンバサーラ大王・イダイケ夫人とアジャ
セ王子との間の悲劇はまさにこの苦の極地であり、親子の
絆が断たれ、人生の歯車が狂い、人倫の道を踏み外した親
子の哀しい姿でもあります。今回からは、善導大師がこの王
舎城の悲劇について詳細に解説を行っている「禁父縁」に
ついて読み進めていきましょう。
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善導大師の『観経疏』を読む（第37回）

【１： 禁父縁の科段】
二に禁父縁の中に就いて、すなわちその七有り。

【現代語訳】

第二に禁父縁について七項目がある。

善導大師はビンバサーラ大王が我が子のア
ジャセ王子によって幽閉される場面を「禁父縁」
と名付けています。これは「父が監禁される一

段」という意味でしょうが、その名の通り悲しい内
容となっています。

【２：「王舎大城」について①／「王舎」】
一に「爾時王舎大城」より以下は、総じて起化の処を明す。
これ往古の百姓、ただ城中に舎を造るに、すなわち天火に焼かる。もしこれ王家の舎宅に
は、ことごとく火近づくこと無し。
後の時、百姓ともに、王に奏す。「臣等、宅を造れば、しばしば天火に焼かる。ただこれ王
舎のみ、ことごとく火近づくこと無し。何の所以か有りということを知らず」と。
王、奏人に告ぐ。「今より以後、卿等、宅を造らん時、《ただ我れ今王の為に舎を造る》と
言え」と。
奏人等、各、王勅を奉じて、帰還って舎を造るに、更に焼かれず。
これに因って相い伝え、ことさらに「王舎」と名づくることを明す。

【現代語訳】

第一に「爾時王舍大城」から以下は、すべて〔釈尊の〕教化〔の機縁〕があった場所（起
化処）について明かしている。
その昔、人々が普通に城内に家を建てても、落雷など〔による避け難き〕火災により〔、そ
の家が〕焼失してしまった。〔これが〕もし王家の邸宅ならば、まったく落雷など〔による避
け難き〕火災が近づくこともなかった。
後日、人々が共々に王に対して〔以下のように〕奏上した。「〔私たち〕家臣が家を建てて
も、〔なぜか〕しばしば落雷など〔による避け難き〕火災によって〔家を〕焼失してしまいま
す。ただ王の邸宅だけはまったく火が近づくことがありません。〔なぜそうのか〕その理
由すらわかりません」と。

〔すると〕王は奏上した人々に〔以下のように〕答えた。「今日より以後は、あなた方が家
を建てる際には、まず《私は今、王のために家を建てるのだ》と言うようにせよ」と。
奏上した人々がそれぞれ王の勅命をありがたく頂いて、立ち返って家を建てると、〔その
後は落雷などによる火災で、家が〕焼失するようなことはなかった。
この故事によって、古来、〔この城のことを〕「王舎」というのである。
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ここは「王舎」という名称の解説を行った一段
となっています。このエピソードには出典があるこ

とはわかりますが、現時点では善導大師が参照と
した出典は明確には明らかにできておりません。

【３：「王舎大城」について②／「大城」】
「大城」と言うは、この城極めて大にして、居民九億あり。
故に「王舎大城」と道う。

【現代語訳】

「大城」とは、この城は実に巨大であり、そこに九億人の民がいた。
だから「王舎大城」と言うのである。

ここは「大城」の解説となっており、この「王舎
城には九億人の民がいた」と善導大師は説明し

ています。

【４： 起化処について】
起化処と言うは、すなわちその二有り。
一には謂く、闍王、悪を起せば、すなわち父母を禁

こん

ずる縁あり。禁に因ってすなわちこの娑
婆を厭うて、無憂の世界に託せんことを願ず。
二にはすなわち如来、請に赴きたまえば光、ために台と変ず。霊儀を影現したまうに、夫人
すなわち安楽に生ぜんことを求む。また心を傾けて行を請すれば、仏、三福の因を開きたま
う。正観はすなわちこれ定門なり。更に九章の益を顕す。
この因縁に為るが故に、起化処と名づく。

【現代語訳】

〔釈尊の〕教化〔の機縁〕があった場所（起化処）ということについて二項目がある。
第一には、阿闍世王が悪心を起こし、父と母を監禁するという契機があり、〔父と母がそ
れぞれ〕監禁され、この苦しみの世界のことを嫌悪し、何の憂慮もない世界に生まれ変わ
ることを切望する〔ことである〕。
第二には、すなわち如来が〔韋提希の〕願いに〔応じて王舎城に〕赴き、〔韋提希の〕為に

〔眉間の間から〕光を放って〔諸仏の国土を照らし出し、その光が頂に戻って金色の〕台
となる。〔そして、さらに〕阿弥陀仏（霊儀）がその姿を顕現し、〔その姿を目の当たりにし
た韋提希〕夫人はそのまま極楽（安楽）に往生することを求める〔ことである〕。また〔韋
提希が〕心を〔極楽世界に〕寄せて、〔釈尊に対して極楽世界に往生するための〕実践行

〔について教えを〕請えば、〔まず〕仏は三福という実践行を開示されたのである。〔さら
に仏が続けて説き明かした、極楽世界を目の当たりにする〕正しき観察行（正観）は、これ

8 和合　令和4年　1月号



善導大師の『観経疏』を読む（第37回）

は定〔善の法〕門である。さらに〔仏は自らの意志において〕九品〔往生〕（九章）の功徳
を明らかにしている。
これら〔阿闍世王が悪心を起こし父と母を監禁し、その後に韋提希が釈尊に教えを請い、
釈尊が三福や定散二善と説き示した、この『観経』の〕因縁によるからこそ、〔釈尊の〕教
化〔の機縁〕があった場所（起化処）と言うのである。

この一段は、王舎城が釈尊による教化の場所
であったことについて説明が行われています。善
導大師がここで説示している内容が、まさに『観

経』の主題であり、この一段の詳説が「序分義」
の全体像であると言い得るでしょう。

【５： 阿闍世の登場】
二に「有一太子」より、下「悪友之教」に至る已来は、正しく闍王、怳

こうこつ

忽の間に、悪人を信
受して悞まらるることを明す。

「太子」と言うは、その位を彰す。
「阿闍世」と言うは、その名を顕す。
また「阿闍世」とは、すなわちこれ西国の正音なり。この地の往

おうほん

翻には、「未生怨」と名づ
け、または「折指」と名づく。

【現代語訳】

第二に「有一太子」から、「悪友之教」までは、阿闍世王が〔提婆達多から様々な不可思
議な様子を見せつけられて〕意識が朦朧としている間に、悪人〔である提婆達多のこと〕
をすっかり信じ込み、騙されることを明かしている。
「太子」とは〔阿闍世が王の継承者の〕位にあることを明らかにしている。
「阿闍世」とは〔王の継承者たるこの者の〕名前を明らかにしている。
また〔この〕「阿闍世」とは、古代インドの言葉である。この中国における翻訳の言葉では
「未生怨」と言い、また「折指」とも言う。

ここで阿闍世（以下、王舎城関係者は漢字
にて記載）が登場し、別名が「未生怨」あるいは

「折指」であることが指摘されています。このよう
に善導大師は「阿闍世王が〔提婆達多から様々
な不可思議な様子を見せつけられて〕意識が朦

朧としている間に、悪人〔である提婆達多のこと〕
をすっかり信じ込み、騙される」といい、阿闍世が
提婆達多のせいで正気を失い、完全に騙された
ものとしています。
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【６： 阿闍世誕生の秘密／「折指」の由来】
問うて曰く、何が故ぞ「未生怨」と名づけ、および「折指」と名づくるや。
答えて曰く、これ皆昔日の因縁を挙ぐ。故にこの名有り。
因縁と言うは、元本父王、子息有ること無し。処処に神に求むるに、ついに得ること能わず。
たちまちに相師有り、王に奏して言さく。臣知る、 山中に一りの仙人有り。久しからずして寿
を捨て、命終して已後、必ずまさに王の与に子と作るべしと。
王聞いて歓喜す。この人何れの時か命を捨てん。
相師王に答う。更に三年を経て、始めて命終すべし。
王の言さく、我れ今年老いて、国に継祀無し。更に三年を満てんこと、何に由ってか待つべき。
王すなわち使いをして山に入らしむ。往きて仙人に請して曰え。大王、子無く闕

か

けて紹継無
し。処処に神に求むるに、得ること能わざるに困しむ。すなわち相師有り、大仙を瞻

み

見るに、
久しからずして命を捨てて、王の与に子と作らんという。請い願わくは大仙恩を垂れて早く赴
きたまえと、使人教えを受けて山に入り、仙人の所に到って、つぶさに王請の因縁を説く。
仙人使者に報えて言く、我れ更に三年を経てはじめて命終すべし。王すなわち赴けと勅せ
ることは、この事不可なりと。
使い、仙の教を奉けて、還って大王に報ずるに、つぶさに仙の意を述ぶ。
王の曰く、我れはこれ一国の主なり。所有の人物、皆我れに帰属す。今故

ことさ

らに礼を以て相
い屈するに、すなわち我が意を承けず。王更に使者に勅す。卿、往きて重ねて請ぜよ。請
せんにもし得ずんば、まさにすなわち、これを殺すべし。すでに命終し已りなば、我が与に子
と作らざるべけんや。
使人勅を受けて、仙人の所に至って、つぶさに王の意を道う。仙人使いの説を聞くといえど
も、意にまた受けず。使人勅を奉けてすなわちこれを殺さんと欲す。
仙人の曰く、卿、まさに王に語るべし。我が命いまだ尽きざるに、王、心口を以て、人をして我
れを殺さしむ。我れもし王の与に児と作らば、また心口を以て、人をして王を殺さしめんと。
仙人この語を道い已って、すなわち死を受く。すでに死し已ってすなわち王宮に託して生を
受く。その日夜に当って、夫人すなわち有身を覚う。
王聞いて歓喜す。天明けてすなわち相師を喚んで、以て夫人を観せしむ。これ男かこれ女
かと。相師観已って、王に報えて言く。これ児にして女に非ず。この児、王に損有らんと。王
の曰く、我が国土皆捨ててこれに属す。たとい損する所有りとも吾れまた畏ること無しと。
王この語を聞いて、憂喜こもごも懐く。王、夫人に白して言さく、吾れ夫人とともに、私かに自
ら平章せん。相師、児、吾れに損あらんと道う。夫人生まん日を待って、高楼の上に在っ
て、天井の中に当って生め。人をして承け接らしむること勿れ。落ちて地に在あらば、あに
死せざるべけんや。吾れまた憂え無く、声また露

あらわ

れじ。夫人すなわち王の計を可なりとして、
その生む時に及んで一

もっぱ

ら前の法のごとくす。生まれ已って地に堕つるに、命すなわち断え
ず、ただ手の小指を損す。因ってすなわち外人同じく唱えて「折指太子」と言う。
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善導大師の『観経疏』を読む（第37回）

【現代語訳】

問う。どのような理由から〔阿闍世のことを〕「未生怨」と名付け、さらに「折指」とも名付
けるのか。
答える。この〔二つの呼び名は、阿闍世が誕生するまでの〕過去の因縁を表すからこそ、
この〔呼び〕名がある。
この因縁とは〔次のような話しである〕。もともと父王〔である頻婆娑羅〕には〔後継とな
る〕子息がいなかった。あちらこちらの神々に〔後継の誕生を〕祈ったものの、いつまでも
〔後継を〕授かることができなかった。〔そして〕最後に〔一人の〕占い師に出会った。〔そ
の占い師が〕王に〔次のように〕申し上げた。「〔王の〕家臣である私には分かります。山
の中に一人のバラモンがおります。そう遠くはない間にその命を捨て、命が尽き果てた後
には、必ずや王のために〔後継となるべく、王の〕子として生まれ変わることでしょう」。
王は〔この占い師の言葉を〕聞いて、心の底から喜び、「そのバラモンはいつ命を捨てる
こととなるのか」と聞いた。
占い師は王に対して「〔このバラモンは〕今から三年後に、はじめてその命が絶えることで
しょう」と答えた。
〔すると〕王は「私はすでに年老いており、この国にも後継がいない。今から三年という
時間が経つまで、どうして待つことができようか」と言った。

〔こう言うと〕王はすぐさま、使者を〔このバラモンがいる〕山に遣わせた。〔そして使者をこ
のバラモンのもとに〕向かわせ、バラモンに懇願して〔次のように言わせた。〕「〔我が国の〕
大王様には御子がなく、〔その座を〕継承する者がおりません。あちらこちらの神々に〔後継
者を授かるようにとお願いし、〕祈りをささげて参りましたが、〔ついに今日まで後継となるべ
き御子を〕授かることはできずに嘆いておりました。過日、〔ひとりの〕占い師が〔お城に〕
やってきて、高貴なるバラモン〔であるあなた〕様のことを占い申し上げると、〔大王様に
は、あなた様に〕久しからざるうちに〔今の〕お命をお捨てになり、王のために御子となって
いただきたいとのことであります。どうかお願いでございます。高貴なるバラモン様よ。〔ど
うぞ御賢察の上、王に大〕恩を賜り、早々に〔次の世へと〕お移りくださいませ」と。
使者は〔大王からこの〕命を受け、山に入り、バラモンのところに行き、詳細に大王の懇
願するところの一部始終を話した。
バラモンは使者に〔対して次のように〕答えた。「私はこれから先、三年という時間を経た
のちに、はじめてこの命が尽き果てるのだ。大王は〔この私に〕命令して、即時に〔次の
世へと〕赴くようにとのことであるが、このことは無理な相談である」。

〔この〕使者はバラモンの言葉を預かり、〔城に〕戻って大王に〔バラモンとの会話を〕報
告し、詳細にバラモンの意志を伝えた。

〔すると〕大王は「私は一国の主である。この国で暮らす人々もまた、すべて我がもので
ある。〔国王である我が身が〕今、わざわざ礼を尽くして、こうして膝を折り〔懇願してい
るにもかかわらず〕、我が想いを受け入れようとしないのか」。
大王はふたたび使者に〔次のように〕命じた。「そなたは、あのバラモンのもとへ行き、も
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う一度、懇願せよ。懇願しても、もし〔バラモンがこの願いを〕聞き入れなければ、このバ
ラモンを殺してしまえ。〔このバラモンが〕命が尽き果てたならば、私のために〔我が〕子
とならないはずがない」。
使者はこの〔大王の〕命令を受け、〔ふたたび〕このバラモンのところに行き、詳細に大
王の意志を伝えた。
バラモンは使者から大王の言葉を聞くも、またしてもその意を聞き入れることはなかった。

〔すると〕使者は大王の命ずるままに、その場でバラモンを殺そうとした。
〔自分を殺そうとする使者を前にした〕バラモンは〔次のように〕言った。「そなたは大王
に伝えよ。《私の寿命はまだ尽きてはいないのに、大王は命令だけで他人に私を殺さそう
とした。私がもし〔生まれ変わって〕大王のために子となったならば、ふたたび〔我が〕命
令だけで他人の手で大王を殺させてやろう》と」。
バラモンがこのように言い終えると、〔使者の手にかかり〕死を受け入れた。〔バラモン
は〕ついに命絶えると、〔生まれ変わって〕王宮に身を寄せ、〔次なる〕生を受けた。
その日の夜、〔韋提希〕夫人は〔自分が〕身籠ったことを確信した。
大王は〔韋提希夫人からこのことを〕聞いて、大いに歓喜した。夜が明けて、すぐに占い
師を呼び出し、〔韋提希〕夫人を占わせた。〔大王は占い師に、この子は〕「男の子か、
それとも女の子か」〔と聞いた〕。占い師は〔韋提希夫人のことを〕占い終わって、大王に

〔次のように〕答えた。「確かにこの御子は、女の子ではありません。〔ただし〕この子は
〔やがて〕大王に災いを与えることになりましょう」。
〔この言葉を聞いた〕大王は「私は〔いずれ〕この国土すべてを手放し、この子に託そう。
たとえ〔この子が我が身に〕災いを与えようとも、私は何も恐れることなどない」と言った。

〔しかし〕大王は〔占い師の〕この言葉を聞いて以来、〔我が子に災いと与えられるという〕
恐怖と、〔この国の後継者ができたという〕喜びを、〔まさに悲喜〕交々に感じていた。

〔ある日〕大王は〔韋提希〕夫人に〔密かに次のように打ち明けた〕。「私はそなたととも
に、内密に相談して、決めておきたいことがある。〔あの〕占い師の言葉によれば、この
〔お腹の〕子は、私に対して災いを与えることになるそうだ。〔だから〕そなたは、〔この
子が〕生まれる日を待って、高い楼閣の上に登っておけ。〔そして、そなたは楼閣の〕天
井の中にあって、〔この子を地面へと〕産み落とせ。誰もこの子のことを受け取るようなこ
とがあってはならない。〔高い楼閣の上から〕産み落として地面に叩きつけられれば、どう
して死なないことがろうか。〔いや、この子は必ず死ぬであろう。この子を死に追いやっ
ても〕私には何の憂いもなく、このことが露見することもない」。

〔韋提希〕夫人は、この大王の企てを聞き入れ、〔いよいよこの子を〕出産するときになっ
て、大王の命ずるままに、〔我が子を楼閣の上から地面に産み落と〕した。

〔この子が〕生まれ終わって、地面に叩きつけられても、〔その〕命が絶えることはなかっ
た。ただ手の小指が折れ曲がっただけであった。
このことがあって他の人々は口々に〔、陰ではこの王子のことを〕「折指太子（指が折れ
曲がった王子）」と呼んだ。
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善導大師の『観経疏』を読む（第37回）

【小結】

冒頭に記した「親ガチャ」ではありませんが、どうして阿闍世は頻婆娑羅王の子として誕生しなければなら
なかったのでしょうか。「生まれ変わり、死に変り。それが輪廻である」といえばそれまでかもしれませんが、
使者の矢で怨み言を口にしながら絶命したあのバラモンの怨念の深さ、あるいはこのバラモンの怨念の背後
にもまた、どこにも書かれてはいない恐るべき輪廻のストーリーがあったのかもしれません。バラモンの怨念、
頻婆娑羅王の冷酷な感情、そのすべてを象徴する存在が阿闍世の折れ曲がった指のように感じます。

長い一段となりましたが、ここはストーリー的に
区切らずに提示しておくこととしましょう。この一段
が「折指」、つまり阿闍世の指が折れて曲がって
いたことに関する秘密を明かした内容となってい
ます。この部分に説かれているのは、人間の心の
欲深さと弱さと邪悪さかもしれません。

頻婆娑羅王に山奥のバラモンの存在を告げた
占い師は、一連の事件の後、韋提希夫人が身籠っ
たときに「確かにこの御子は、女の子ではありませ
ん。〔ただし〕この子は〔やがて〕大王に災いを与
えることになりましょう」と答えています。この時、占
い師は一体、何を見てしまい、そして何を感じたの
でしょうか。頻婆娑羅王が「この子は男の子か、そ
れとも女の子か」と聞いた時、占い師は「立派な
男子でございます」とさえも答えることができません
でした。おそらくこの事件のすべてを知ってしまっ
た占い師は、この子がまさに悪魔の子であり、その
存在を呼ぶことさえも躊躇っていることが分かりま
す。さながら映画『オーメン』のダミアンか、あるい
は『ハリー・ポッター』のヴォルデモートのような存在
を感じ取ったのでしょう。だからこそ「女の子では
ありません」としか答えることができず、そして恐る
おそる「この子は〔やがて〕大王に災いを与えるこ
とになりましょう」と言ったものと思われます。

この言葉が、頻婆娑羅王の心に暗い影を落と
し、そして「我が子は、悪魔の子である」という想
いを日々に募らせていくこととなります。最初のうち
は平気な顔をしていたようですが、日増しに恐怖
は増し、臨月を迎えた韋提希夫人に

私はそなたとともに、内密に相談して、決めてお
きたいことがある。〔あの〕占い師の言葉によ
れば、この〔お腹の〕子は、私に対して災いを与
えることになるそうだ。〔だから〕そなたは、〔こ
の子が〕生まれる日を待って、高い楼閣の上
に登っておけ。〔そして、そなたは楼閣の〕天
井の中にあって、〔この子を地面へと〕産み落
とせ。誰もこの子のことを受け取るようなことが
あってはならない。〔高い楼閣の上から〕産み
落として地面に叩きつけられれば、どうして死な
ないことがろうか。〔いや、この子は必ず死ぬで
あろう。この子を死に追いやっても〕私には何の
憂いもなく、このことが露見することもない。

と語ったことは、これこそ悪魔の所業というべきこと
でしょう。

しかし産み落とされた子は命を失うことなく、た
だ指を折っただけでした。ここに決して父親から愛
されることがないままに育ち、やがて両親を幽閉し
監禁することとなる阿闍世が誕生します。

執筆者　柴田泰山（しばた・たいせん）

福岡教区弘善寺住職。大正大学非常勤講師、浄土宗総合研究所研究員、博士（仏教学）。専門は中国仏教
および浄土学。著書に『善導教学の研究』（単著、１巻2006年、２巻2014年、3巻2021年／いずれも
東京・山喜房佛書林）、『現代語訳・聖光上人御法語集』（単著、2013年、福岡・大本山善導寺）ほか多数。
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己の煩悩よりも
� 恐れるべきものはない

情欲にひとしい火は存在しない。不利な骰
さい

の目を投げたとしても、怒りにひと
しい不運は存在しない。迷妄にひとしい網は存在しない。妄執にひとしい河は
存在しない。 『ダンマパダ』第 251偈

釈尊のことば

私たち人間にとって、この世で最も恐ろしいもの
というのは一体何でしょうか。その身を焦がす灼熱
の炎や、全身を飲み込む濁流のように、生命に関わ
る物理的な危難というのはできるだけ避けたいもの
です。また、権力者が包囲網を敷いて自分に逆らう
者を追い詰める場合のように、人間同士の争いに巻
き込まれるのも危険極まりないことです。さらに、
事前には予測の付かないサイコロの目のように、自
分ではどうしようもない不運というのも、恐れるべ
きものなのかもしれません。

しかしながら、このような外的な危難にも増して
恐れるべきものがあると釈尊は説いています。それ
は私たち自身の心に巣食う、多種多様な煩悩です。
分別をわきまえない情事を火遊びに喩

たと

えることから
も分かるように、情欲というのはその激しさでもっ
て自らを焼き尽くす危険性を孕んでいます。また怒
りに駆られた不用意な行動は、どんな不運よりも手
酷い失敗をもたらすことがあります。また真理を知
らず迷妄に捉えられた心というのは物事の正しい認
識から隔てられ、網に捉えられた者よりもさらに不
自由を強いられています。そして、何かに妄執しそ
ればかりを追い求める人は、濁流に飲まれた者と同

じくひとつの方向へ押し流されてしまいます。この
ように煩悩というのは恐ろしい力で私たちを押さえ
つけており、これを断ち切らない限り、苦しみに満
ちた迷いの世界から抜け出すことはできません。そ
のために釈尊は正しい仏道修行の方法を示し、それ
によって煩悩を断滅し解脱に至ることができると説
いたのです。

釈尊の入滅より 1000 年以上の時が経ち、世は末
法と呼ばれる時代に入ります。若き日の法然上人は
当時の日本仏教の中心地である比叡山に籠り、修行
に励みました。しかし上人は、比叡山という俗世に
おける最高の道場であっても、煩悩を断ち切ること
は容易ではないと気付きます。末法の世においては
煩悩の勢いはますます強くなり、どこにも修行に適
した場所はなくなってしまったのです。

それでも法然上人は、末法における救いを浄土三
部経に見出しました。今世では煩悩から逃れられな
い凡夫であっても、阿弥陀仏の本願の力によって極
楽浄土へ往生でき、煩悩に煩わされずに修行に励む
ことができるのです。したがって、煩悩を正しく恐
れ、それから逃れるために念仏をおとなえすること
が、私たちのすべきことであると言えるでしょう。

【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。

まったくもって、凡夫の心は乱れに乱れ、酒に酔っているようなもので、善悪を正しく判断することができないものです。
一瞬のうちに百通りもの煩悩が沸き起こり、善悪の判断が乱れやすいのですから、たとえどのような修行であっても自分
の力で成し遂げられるものではありません。 【往生浄土用心（『文庫版 法然上人のご法語①』20頁、昭法全557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
22
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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
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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

11月号に
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）

宗務庁（東京）
教化研修会館

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
WEB

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 R4.3.28（月）
 ～29（火）教化研修会館

実費
¥6,500

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

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18～21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27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】　　
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】　　
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 R4.3.10（木）　変更日程

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）　※詳細は29・30頁

第1回 R4.3.8（火） 教化研修会館
※WEB併修第2回 R4.3.16（水）

●実践講座（阿弥陀仏編）　※詳細は28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）　※詳細は25・26頁
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）
第5回 R4.1.26（水）
第6回 R4.2.21（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
終 了

終 了
終 了

終 了
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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

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 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
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「教師研修会」のご案内

「仏教学」　90分 1コマ

「宗　学」　90分 1コマ

「伝　道」　90分 1コマ

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

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

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

講義概要

講師 ： 勝崎裕彦先生 （東京教区 香蓮寺）
 齊藤舜健先生 （出雲教区 西方寺）
 中御門敬教先生 （大阪教区 圓通寺）

講師 ： 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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実践講座開催案内
研修会館において、皆さまのニーズに応えるべく多種多様な講座を開催しております。
令和3年度は以下31講座の開催を予定しております。

『選択集』編 （5カ年計画第4年目） 大正大学教授 林田康順
『選択本願念仏集』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年をお迎
えしたいとおもいます。

第14回  5月6日（木） 第七章「光明ただ念仏の行者を摂する篇」 終了

第15回  9月13日（月） 第八章「三心篇」 終了

第16回 令和4年1月31日（月）
第17回 令和4年3月14日（月）

『御法語』編 連携企画 （5カ年計画第4年目）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
『元祖法然上人御法語』を読み解き、法然上人の御言葉に込められた心を読み解きましょう。

第14回  5月10日（月） 「他力往生」「機教相応」「特留此経」 終了

第15回  9月15日（水） 「無上功徳」「念仏付属」「助成分別」 終了

第16回  12月20日（月）「安心起行」「至誠心」「深心」 終了

第17回 令和4年2月24日（木）　「廻向発願心」「二河白道」「無比法楽」

布教編 連携企画 大本山善導寺布教師会副会長・布教師養成講座常在指導員 安永宏史
“法然上人の御言葉に込められた心”を広く伝えるため、布教実演を通して、実践・活用できる『御法語』
法話を会得しましょう。

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 終了

第2回  9月16日（木） 「無上功徳」「念仏付属」「助成分別」 布教実演：日下部匡信 終了

第3回  12月21日（火）「安心起行」「至誠心」「深心」 布教実演：中村晃和・安井隆秀 終了

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：麻上昌幸・山田昭信

『御法語』編と布教編連携企画
令和元年度より、『御法語』編・布教編のテーマを『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』に学び、『御法語』に込められた法然上人のみ心を伝えるため、タイアップ講座として『御法語』編と布教編を
2日間連続で開講しております。『御法語』編で“法然上人の御言葉に込められた心”を正しく受け止め、布教編ではそ
れをいかにして檀信徒はじめとする一般社会へと伝えるかを学びます。

法 式 編
法務に必要な知識・作法など、日々の寺院活動現場で知っておきたいテーマを取り上げます。

第1回 令和4年3月10日（木）　「悉曇（梵習字）」 講師：清水秀浩 変更日程

第2回  6月27日（日） 「晋山式・落慶式」 講師：橋本知之 終了

第3回  7月20日（火） 「日常勤行式」 講師：當麻浩昭 終了

第4回  9月8日（水） 「葬儀式」 講師：熊井康雄 終了

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 終了
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ともいき編
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
考えましょう。

第1回 令和4年3月8日（火） 「身近な人権問題を（ジェンダーの平等について）」

第2回 令和4年3月16日（水）「はじめよう！『お寺での介護者カフェ』立ち上げ講座」

寺院運営編
寺院を適正に管理・運営していくために必要な「会計・税務」「法律・規則」について学びます。

第1回  6月23日（水） 「寺院の会計管理①」 終了

第2回  7月7日（水） 「寺院の会計管理②」 終了

第3回 　調整中

阿弥陀仏編 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
『浄土三部経』に基づき、所帰（阿弥陀仏）・所求（西方極楽浄土）を学び、布教実演を通して実践・活用で
きる法話を会得しましょう。

第4回  6月9日（水） 「三輩段」 終了

第5回  9月14日（火） 「三毒五悪段・流通分～特留此経」 終了

第6回  11月16日（火）「『観経』厭離穢土・欣求浄土」 終了

第7回 令和4年2月8日（火）　「『観経』光明摂取」

授戒会編
授戒会開筵を目指すために必要な知識や実践について学びます。全６回の講義を受講することで、戒
への理解がより深まります。（※各講義ごとに申込みが必要です）。

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 終了

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 終了

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 終了

第5回 令和4年1月26日（水）　法儀①「授戒会を開筵するために」（準備編）講師：熊井康雄・大澤亮我
第6回 令和4年2月21日（月）　法儀②「授戒会を開筵するために」（実習） 全講師

そ の 他
第1回 　調整中
第2回 　調整中
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● 受講の形態について
実践講座は、〔対面〕または〔オンライン〕での受講ができます。
〔対　　面〕 教化研修会館にて対面で受講します
〔オンライン〕 Zoomを使用したリアルタイム配信で受講します

● 講座検索
各講座の概要、日程については開催案内ページをご覧いただくか、
教化研修会館ホームページ（下記URL、右記QRコード）から検索できます。
https://jodo.kenshu-kaikan.jp/

● 申込方法
各講座開催の1カ月前までに各種申込ページの用紙にてFAX又は郵送でお申し込みいただく
か、HPの講習会申込フォームからお申し込みください。また、E-mailでのお申し込みも受付
いたしております。申し込み受付後、ご案内を送付いたします。

● 受講対象
本宗教師（但し、ともいき編など一部講座は寺族・宗徒も受講可能）

● 受講方法
〔対　　面〕 開催場所 … 教化研修会館（源光院）〒605-0062 京都市東山区林下町416番地

募集定員 … 50名（先着順）
注意事項 … 公共交通機関をご利用ください。（駐車スペースはありません）

  改良服または洋式道衣、袈裟、数珠着用。（宗徒・寺族は袈裟、数珠のみ）
感染症予防にご協力ください。

〔オンライン〕 募集定員 … 300名（先着順）
注意事項 … Zoomログイン時の参加名は僧籍登録している漢字の僧名以外は

許可いたしません。
例：〇「浄土　法道」
　　×「〇〇寺」「じょうど　ほうどう」「Jodo　Norimichi」
肖像権・著作権等により、講義の録画・録音、資料の複製・転載を禁止
します。

● 実践講座の感染対策について
教化研修本部は、新型コロナ感染症対策を徹底し、対面受講に人数制限を設け、オンライン受
講を併用して開催いたしております。なお、感染状況による、中止・変更などは『和合』、ホーム
ページでお知らせいたします。

実践講座受講方法

問合先　教化研修本部　TEL 075-744-0360　FAX 075-744-0363　E-mail：kenshu-honbu@jodo.or.jp
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※講座のお申込みは、93ページをご覧ください。

12：30 受付

12：55 開講挨拶 ・ 事務連絡

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

● 時間割 ● 各講義の内容
【講義①】 授戒会開筵の準備
初めて授戒会を開筵するためには、少なくとも2 年以上前から伝
戒師・勧誡師（説戒師）・教授師などの主要な役職や日程などを
決めて、準備を始める必要があります。時間割の決定、受者の
募集、伝巻類や仏具・法具の確認・手配、その他の事前準備に
ついて講義します。

【講義②】剃度式の心得
授戒会の前半に行う開白法要、剃度式などについて講義しま
す。開白は受者が戒を受ける心を調えるための大切な法会、剃
度式は釈尊のお弟子になるためにお剃刀や三帰三竟を授ける
式です。これらの儀式で行う様々な作法や、伝法の法会に欠か
せない洒水の修法を講義・実習します。

【講義③】正授戒の心得
正授戒は、釈尊から法然上人、そして代々の祖師方によって伝え
られてきた「十二門戒儀」に基づく授戒会で最も重要な儀式で
す。伝戒師の心得や諸作法、左右の脇師の作法などを説明し、
次回の授戒会実習に繋げていきたいと思います。

法儀①「授戒会を開筵するために」（準備編）
授戒会開筵の準備、剃度式の心得、正授戒の心得

実践講座　授戒会編（第5回）

日　時 令和4年 1月26日（水）　午後零時55分 から 4時30分 まで

講　師 法儀司  熊井 康雄 ／ 法儀司  大澤 亮我

定　員 会館受講者  ５０人（先着順） ／ Zoom受講者  300人（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。

● 講義概要
前回までは、戒を理解し、説くための教義・布教について学びました。今回からは、授戒会開筵のため

の準備説明と、実際に授戒会の道場を設えて作法の実習などを行います。第5回は開筵までの準備、剃
度式・正授戒の心得などについて講義します。

● 戒、授戒会に関する質問事項の事前受付について
「実践講座各種申込書」にて、戒、授戒会に関する質問等をご記入いただけます。
提出いただいた質問は、講師に確認いただき、講義の中で回答いただきます。
※時間等の都合上、全ての質問に回答できかねる場合がございます。質問内容により別の回で回答す
る場合があります。ご了承ください。
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※講座のお申込みは、93ページをご覧ください。

12：30 受付

12：55 開講挨拶 ・ 事務連絡

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

● 時間割（予定）
※変更する場合があります。

● 各講義の内容
【講義①】 授戒会の儀式　―剃度式―
剃度式は、信者を在俗の姿のまま仏弟子にする儀式で、多くは五
重相伝や授戒会中に行われます。和上の高座を外陣向きに設け
て、その前に受者代表の席を置き、和上が剃度作法・三帰三竟・
（度牒）・袈裟などを授け、終わりに剃度式を機縁に日々称名相続
することを勧める日課授与を行います。

【講義②】講義②　　授戒会の儀式　―正授戒Ⅰ―
正授戒は、法然上人が相承された「円頓戒」を相伝する道場で
す。授戒の三聖（釈尊・文珠菩薩・弥勒菩薩）を奉安した道場で、
法然上人作の「授菩薩戒儀」に則って「一白三羯磨」の作法によ
り「三聚浄戒」「十重禁戒」を授けます。講義②では『浄土宗法
要集』の「正授戒」に則った授戒作法を実習します。

【講義③】授戒会の儀式　―正授戒Ⅱ―
講義③では、浄土宗が法然上人降誕850年記念に出版した『結
縁授戒講話』（惠谷隆戒著）などに示された道場の設えや衣体に
よる「正授戒」を実習します。『法要集』とは若干異なりますが、伝
戒師・羯磨師・教授師が、戒儀の作法や羯磨、受者への教授など
を手分けして行う方法を試みたいと思います。但し『法要集』所載
の授戒作法が浄土宗としての正統であることはご承知下さい。

法儀②「授戒会を開筵するために」（実習編）
授戒会の儀式

実践講座　授戒会編（第6回）

日　時 令和4年 2月21日（月）　午後零時55分 から 4時30分 まで
※儀式実習のため時間延長する場合があります。

講　師
（法儀）熊井 康雄 ／ 大澤 亮我　（教義）齊藤 隆信 ／ 柴田 泰山
（布教）後藤 真法 ／ 池上 良慶

定　員 会館受講者  ５０人（先着順） ／ Zoom受講者  300人（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。

● 講義概要
授戒会編では、これまでに戒を理解し、説くための教義・布教について学び、第５回では法儀①として
授戒会を開筵するための準備、剃度式の心得、正授戒の心得などについて講義します。
本講座では、実際に授戒会の道場を設えて作法の実習などを行います。

● 戒、授戒会に関する質問事項の事前受付について
「実践講座各種申込書」にて、戒、授戒会に関する質問等をご記入いただけます。
提出いただいた質問は、講師に確認いただき、講義の中で回答いただきます。
※時間等の都合上、全ての質問に回答できかねる場合がございます。ご了承ください。

新着
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※講座のお申込みは、93ページをご覧ください。

12：30 受付

12：55 資料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

● 時間割（予定） ● 各講義の内容
【講義①】【講義②】【講義③】 
『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
設定します。

実践講座
『選択集』編（第16回）

日　時 令和4年 1月31日（月）　午後零時55分 から 4時30分 まで

講　師 大正大学教授  林田 康順  （神奈川教区 慶岸寺 住職）

定　員 会館受講者  ５０人（先着順） ／ Zoom受講者  300人（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。

● 講義概要
『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。

● 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。
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※講座のお申込みは、93ページをご覧ください。

12：30 受付

12：55 開講挨拶 ・ 事務連絡

13：00 講義①

14：00 休憩

14：15 講義②

15：15 休憩

15：30 講義③

14：30 閉講式

● 時間割（予定）
※変更する場合があります。

● 各講義の内容
【講義①】【講義②】 担当講師： 齊藤舜健
『観経』正宗分は定善十三観と散善三観から成りま
す。定善では極楽の様相（依報）や阿弥陀仏や観世
音菩薩、勢至菩薩のお姿など（正報）をイメージする
方法が説かれます。その中でも私たちを救いとってくだ
さる阿弥陀仏の光明のはたらきを説く第九真身観を中
心に解説し、阿弥陀仏による救いを考えます。

【講義③】担当講師：井野周隆
本講義では第九真身観所説の「一一の光明、徧十方
世界を照らして、念佛の衆生を摂取して捨てたまわず」
の言葉を讃題に挙げ、「光明摂取」をテーマに阿弥陀
様のお救いについて実演法話をいたします。

『観経』光明摂取

実践講座　阿弥陀仏編（第7回）

日　時 令和4年 2月8日（火）　午後零時25分 から 5時まで

講　師 総合研究所主任研究員  齊藤 舜健  （出雲教区 西方寺 住職）

実践布教師 総合研究所研究員  井野 周隆  （滋賀教区 雲住寺 副住職）

定　員 会館受講者  ５０人（先着順） ／ Zoom受講者  300人（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。

● 講義概要
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。
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※講座のお申込みは、93ページをご覧ください。

12：30 受付

12：50 資料確認
講師紹介

13：00 講義①

14：10 休憩

14：20 講義②

15：30 休憩

15：40 講義③

16：40 閉講式
終了

● 時間割 ● 各講義の内容
講義①「SDGsの中のジェンダー平等とは何か」　担当講師： 東海林 良昌 
国連の定めるSDGｓ（持続可能な開発のための17の目標）の目標5には、「ジェ
ンダー平等を達成し、すべての女性及び女児の能力強化を行う」が掲げられて
います。本講では、この目標が掲げられた背景、国内外での政府、企業、民間団
体、宗教団体での取り組みを紹介します。この目標の達成に向かう上での諸課
題、私たちが理解し合いながら具体的に行動していくきっかけについて共に考え
てゆきましょう。
講義②「身近にあるジェンダー問題」　担当講師：松波 めぐみ
ジェンダー（社会的性差）とは、「男らしい」「女らしい」という社会的なイメージや、
「家事は女性がやるもの」といった社会的な役割のことを指す。このジェンダーの
ために、自由に進路選択をしにくい、女性が無償労働（家事・雑用・介護など）を担
うことになりやすい、弱い立場にある女性が暴力を受けやすいといった問題が生
じていることが指摘されてきた。ジェンダーをめぐる考え方は世代や経験によって
異なるため、身近な人と意見が対立することがある。講義では、ジェンダー平等を
めざすことは、互いを尊重しあいながら自分らしく生きられるために不可欠であるこ
とを、わかりやすい事例をもとにお話ししたい。
講義③「浄土宗でのジェンダーの平等とは」　担当講師：工藤 量導
仏教は元来、性別や身分の上下を問わない平等思想を説くとされる一方で、徐々
にインド社会における女性蔑視の影響を受けて、女性は成仏や往生ができないと
いう差別的な考え方も生み出してゆきました。日本仏教でも忌みや女人禁制など、
性的な差異にまつわる制限がありましたが、法然上人はそれらに否定的な立場を
とって平等往生の思想を主張されました。本講ではその思想の画期性を通じて、
現代におけるジェンダーやLGBTQのあり方を考えてみたいと思います。

身近な人権問題を考える
―ジェンダーの平等について―

実践講座　ともいき編（第1回）

日　時 令和4年 3月8日（火）　午後零時50分 から 4時50分 まで

講　師
浄土宗総合研究所研究員  東海林 良昌  （宮城教区 雲上寺 副住職）
大阪市立大学・龍谷大学非常勤講師  松波 めぐみ
浄土宗総合研究所研究員・大正大学非常勤講師  工藤 量導  （青森教区 本覚寺 副住職）

定　員 会館受講者  ５０人（先着順） ／ Zoom受講者  300人（先着順）

● 講義概要
SDGｓは、国連で採択された持続可能な開発目標であり2030年の達成に向けて社会的に取り組みが
行われています。SDGｓで掲げてられている17目標のなかで、人権と関わりが深い「貧困をなくそう」「飢
餓をゼロに」「すべての人に健康と福祉を」「質の高い教育をみんなに」「ジェンダーの平等を実現しよう」
「人や国の不平等をなくそう」「平和と公正をすべての人に」のうち、「ジェンダーの平等を実現しよう」を
テーマに、人権課題を共有し、少しでも底辺を広げ、気付きを得ることを目的に開講します。

● 備　考
•本講座は宗徒の方も受講可能です。

対象
僧侶・寺族

新着

29和合　令和4年　1月号



※講座のお申込みは、93ページをご覧ください。

10：00 受付

10：30 開講式
資料の確認及び講師紹介等

10：45 講義①

11：45 昼食

12：45 講義②

13：45 休憩

14：00 講義③
模擬カフェ体験

15：30 休憩

15：45 講義④
パネルディスカッション

16：15 質疑応答

16：30 閉講式

● 時間割 ● 各講義の内容
講義①「介護者カフェとは～浄土宗寺院が介護者カフェに取り組む意義～」
　　　 担当講師：東海林 良昌
「介護」についてお寺で語り合うことの大切さと意味を中心に、始
める手順や開催寺院と参加者の声について紹介する。

講義②「認知症ケアの最前線～お寺での介護者カフェの在り方、大切さ～」
　　　 担当講師： 岡村 毅
認知症の根本治療薬は存在しない。その現実を踏まえ、認知症で
あっても暮らし続けられる良き社会のために、お寺や僧侶ができるこ
とは実に大きいものである。その理由を、医学的観点から述べる。

講義③ 模擬カフェ体験
グループに分かれて、実際の「介護者カフェ」の雰囲気を体験。
グループにはカフェ経験者がついて、司会進行を行います。話し
やすい雰囲気の作り方を体験しましょう。

講義④ パネルディスカッション
　　　 コーディネーター 東海林 良昌
　　　 パネリスト 岡村 毅
　　　 中村 徹信（京都教区 金剛寺 住職）
　　　 前野 真成（尾張教区 相應寺 住職）

お寺での介護者カフェ立ち上げ講座

実践講座　ともいき編（第2回）

日　時 令和4年 3月16日（水）　午前10時30分 から 午後4時30分 まで

講　師
浄土宗総合研究所研究員　東海林 良昌  （宮城教区 雲上寺 副住職）
医師、医学博士、東京都健康長寿医療センター研究所副部長、東京大学・上智大学非常勤講師
大正大学地域構想研究所非常勤所員  岡村 毅

定　員 会館受講者  3０人（先着順）　※本講座のZoom受講はできません。

● 介護者カフェとは阿弥陀さまのお見守りの中で　共に寄り添い、支え合うカフェです。
「お寺での介護者カフェ」は、現在介護をしていたり介護を終えていたりする檀信徒や地域住民の方々
が、介護についてお話しをしたいという情報交換や息抜きの場を提供する活動です。お寺は、ゆっくり話せ
るような場所やお茶などの提供、そして何より傾聴を行うことがこの活動にとって大切になります。
「介護の経験も知識もない自分にできるのかな？」「そもそもどうやってやればいいのだろう？」
当日は模擬カフェ体験もしていただき、より具体的なイメージをつかんでいただけるような講座にいたしま
す。どのようなご質問にもお答えしますので、まずはぜひご参加ください。

● 備　考
•本講座は宗徒の方も受講可能です。
•昼食は各自でご用意ください。

対象
僧侶・寺族

新着
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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 終了

 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

次頁へつづく→
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●受講資格  ............................................................

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

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

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

次頁へつづく→
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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）　 締め切りました

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（第1期）
日 程

場 所

令和4年 2月15日（火） から 2月28日（月） まで

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

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

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

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

次頁へつづく→
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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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第494回教化高等講習会
（総本山知恩院冬安居道場 併修）

テーマ：「SDGsとこれからの寺院活動」

日 時

場 所

令和4年 2月 1日（火） 午前10時 から
 3日（木） 午後零時30分 まで

総本山知恩院（雪香殿）　〒605-8686 京都市東山区林下町400番地

またはWEB（Zoom使用）

●日　程

2月1日（火）

【講義①・②】

「続かない世界から続く世界へ。 
 誰一人取り残さないSDGsとは」
一般社団法人SDGs市民社会ネットワーク理事	
認定NPO法人Malaria	No	More	Japan理事

長島�美紀

　環境破壊や温暖化、孤立化する社会や格差の拡
大。私たちを取り巻く環境、社会、経済は今「続か
ない」状況です。この続かない世界を続く世界へ
変えていくための具体的な方向を示したのが「持
続可能な開発目標（SDGs）」です。講義ではSDGs
とは何か、なぜ今SDGsが求められているのか、具
体的な事例と共に紹介します。

【講義③】

「SDGsへの基本スタンス」
浄土宗総合研究所副所長　今岡�達雄

　SDGsは世界が直面している諸課題の解決に向
けて国連で採択した開発目標である。SDGsへの
取り組み方は、政府や企業など活動主体の特性に
よって異なっているが、浄土宗はどのように取り
組むべきであろうか。開発目標の採択の変遷から
SDGsの基本的な考え方を見定めるとともに、現
代社会の中で生じる社会的課題の解決に向けた
浄土宗の対応も検討する必要があろう。これらの
検討を通してSDGsへの基本的スタンスを提案す
る。どのような働きを担うことが出来るかを共に
考えたいと思います。

●講題・講師および講義概要

2月1日（火） 2月2日（水） 2月3日（木）

9：00 受付 8：30 受付 8：30 受付

9：30 法然上人御堂参拝 9：00 講義④ 西永亜紀子 9：00 冬安居道場 別時念仏会

10：00 開講式 10：40 講義⑤ 東海林良昌 9：40 講義⑧ 眞柄和人

10：30 講義① 長島美紀 12：10 昼食休憩 （総本山知恩院冬安居道場）

12：00 昼食休憩 13：00 講義⑥ 工藤量導 12：00 閉講式

13：00 講義② 長島美紀 14：40 講義⑦-1 森岡達圭 12：30 全日程終了

14：40 講義③ 今岡達雄 講義⑦-2 萩生田祐司

16：10 第1日目終了 16：10 第2日目終了
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2月2日（水）

【講義④】

「築地本願寺およびSDGsおてらネット
ワーク代表としての取り組みについて」
築地本願寺教化育成部	
SDGsおてらネットワーク代表	 西永�亜紀子

　2020年より立ち上がった築地本願寺SDGsプロ
ジェクト。その活動事例をご紹介すると共に今後
の展望についてもお話ししたい。
　また、2018年に立ち上げたSDGsおてらネット
ワークは超宗派の団体である。教義が違う者同士
でもSDGsという共通言語を元に活動できる事を
ご紹介すると共に、団体立ち上げに至った西永個人
の思いを通して現代仏教界への課題提起をしたい。

【講義⑤】

「他教団におけるSDGsの取り組み」
浄土宗総合研究所研究員　東海林�良昌

　気候変動、生物多様性の喪失、人工物質の増大
等の課題を抱えている現代においては、信仰者お
よび教団にも、社会的な存在として地球環境への
説明責任と具体的行動が求められている。ここ
ではSDGsの17の目標達成に向けて取り組みを
行っている、新宗教教団、伝統教団、宗派を超えた
団体、国際的な教団などの事例に学びながら、浄
土宗が伝統教団を代表する教団として、多様な団
体と足並みを揃える意味について考えてみたい。

【講義⑥】

「浄土宗の教えとSDGsの理念について」
浄土宗総合研究所研究員	
大正大学非常勤講師	 工藤�量導

　摂取不捨たる阿弥陀仏の救いを幹とする法然上
人の教えは、SDGsが旗印に掲げる「誰一人取り残
さない」の標語と一見すると親和性が高く、また
教団スローガンである21世紀劈頭宣言「愚者の自
覚を　家庭にみ仏の光を　社会に慈しみを　世界
に共生を」とも理念として重なり合う部分が大き
い。SDGsによって提起される課題を浄土宗僧侶
がいかに受け止め、社会に対してどのようなメッ
セージを伝えてゆくべきかを検討したい。

【講義⑦ -1】

「フードドライブを通じた地域とのつながり」
石川教区弘願院住職　森岡�達圭

【講義⑦ -2】

「かみのやまこども食堂『かえる家』の 
 フードパントリーの活動」
山形教区浄光寺住職	
かみのやまこども食堂『かえる家』副代表

萩生田�祐司

　寺院におけるSDGsの具体的な取り組みとして
2つの活動事例を報告する。
　弘願院（石川県金沢市）による「弘願院ともいき
フードドライブ」は寄付していただいた食品を仏
さまへお供えし、そのおさがりを必要としている
方々や支援団体へお届けする活動である。
　また、浄光寺（山形県上山市）の境内を開放し
て行われている「かみのやまこども食堂『かえる
家』」では、市内の企業や農家の方から提供された
食材を子育て世代などの必要とされている方々に
おすそ分けするフードパントリーの活動を行って
いる。
　それぞれの具体的な活動やその経緯、地域との
連携について紹介したい。

2月3日（木）

【講義⑧】
≪総本山知恩院冬安居道場≫

「浄土宗要文の解説」
知恩院浄土宗学研究所嘱託研究員　眞柄�和人

儀式においても宗義においても淨土宗僧侶として
踏まえておかなければならない要文を解説する。
◦五重相傳で傳燈佛子が読み上げる『末代念佛授
手印序』（一部は下炬に引用される）解題

◦『安心請訣』（難儀して読む僧侶多し）解題
◦表白作成応用例（祝いの寺院儀式なら何にでも
応用可能。『四十八巻傳序』の応用例）
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●受講対象  ........................................................

本宗教師

●受講定員（先着順）  ........................................

対面受講：	総本山知恩院	 50名
WEB受講：	在宅	 250名
※総本山知恩院としての感染症対策の為、定
員を設けます。
※期間中一貫していずれかの受講方法を選択
いただきます。日によって変えることはで
きません。

●WEB受講  .....................................................

WEB受講者にも一定の条件のもと、修了証を
発行します。

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

総本山知恩院で対面受講の方は、対面受講申
請書（本誌94頁）に必要事項を記入のうえ、浄
土宗教学部に郵送・FAXにてお申し込みくだ
さい。
WEB受講の方は、メールのみにて受け付けま
す。申込メールに所属寺院・氏名・電話番号・
FAX番号・修了証送付先を明記して、浄土宗
教学部（kyogaku＠jodo.or.jp）に送信してくだ	
さい。

●受付期間  ........................................................

令和3年12月1日（水）から令和4年1月14日
（金）まで（必着）
※人数制限に公平を期すため、受付開始日を
設けます。これより前の申請は無効です。

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

〈 対面・WEB受講共通 〉
（１）	受講者の服装は、改良服または伝道服（洋

式道衣）に伝道袈裟被着とします。
（２）	各講義15分を超える遅刻及び早退は、受

講認定しません。
（３）	講義5コマ（午前1コマ、午後1コマで計

算）中3コマ以上受講されていない場合

は、修了にはなりませんのでご注意くだ
さい。（冬安居道場含む）

〈 対面受講 〉
（１）	必ず受講証をご持参のうえ、受講願います。
（２）	受講者の自家用車での登嶺は一切禁止し

ます。公共の交通機関をご利用ください。
（３）	講習会開催期間中、受講者の知恩院食堂

の利用はできません。
	 また、希望者への昼食の提供も行ってお

りません。昼食は各自でご手配ください。
（４）	「浄土宗総本山知恩院和順会館」への宿泊

を希望される方は以下へ直接お問合せく
ださい。
●問合先
浄土宗総本山知恩院和順会館
〒605 -0062	京都市東山区林下町400 -2
TEL	075 -205 -5013　
和順会館ホームページ
https://www.wajun-kaikan.jp/
※お問合せの際に「冬安居道場へ参加」と
お知らせください。

※残室の関係上、ご希望に沿えない場合
にはご容赦ください。

〈 WEB受講 〉
（１）受講確認について

	•	受講の確認は、Zoomの接続記録と、講
義中、不定期に要求するチャット機能を
併用して行います。
	•	配信不良等の不具合含め、当方で受講が確
認できなかった場合は、理由如何によらず
承認いたしかねます。ご了承願います。

（２）修了証（受講証）の交付について
	•	修了証は、当方で押印の後、後日、送付い
たします。（1コマの受講も確認ができな
い方には、修了証は送付いたしません。）

（３）受講について
	•	開催日までにZoomの設定をメールにて
連絡申しあげます。
	•	Zoomへの接続の際、係員が名前を確認
して、受付（接続の許可）を行います。途
中接続が切れた場合、再度接続の許可を
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受ける必要があります。
	•	講義開始の10分前には接続いただきま
すようお願いいたします。
	•	受講当日、指定されたミーティングID、
パスコードを入力してください。
	•	ミーティングに参加いただく際の名前
には、受講番号と氏名を入力願います。
（受講番号は別途通知します。）
	•	一台のパソコンを使い、二人で受講され
る場合は、それぞれの受講番号と氏名を
名前欄に入力してください。
•	各コマ毎（午前・午後）に接続のためのミー
ティングID・パスコードを変更します。
•	安定した受信環境、疲労の軽減のため、パ
ソコンでの受講を強く推奨いたします。
•	タブレット、携帯での受講も可能です
が、チャットでの資料配布を受けられな
いなど受講上の制約があり、推奨いたし
ません。
	•	講義の録画は禁止いたします。

（４）講義資料について
•	講義資料は、メールにてデータをお送りい
たします。各自印刷してご準備願います。

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

浄土宗教学部
〒605 -0062	京都市東山区林下町400 -8
TEL	075 -525 -0480　FAX	075 -531 -5105
Eメール	kyogaku＠jodo.or.jp
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お寺の未来ミーティング（京都教区）
日 時

場 所

①【北部】 令和4年 2月 9日（水） 午前10時 から 午後5時 まで

②【中部（南部）】 令和4年 2月 10日（木） 午前10時 から 午後5時 まで

①【北部】 宮津市中央公民館（みやづの館）
 〒626-0041 宮津市字鶴賀2164　　TEL 0772-20-3390

②【中部（南部）】 浄土宗宗務庁（京都）3F講堂
 〒605-0062 京都市東山区林下町400-8　　TEL 075-525-2200

●日　程 （①②同一）

10：00 開会式

10：30 講義　「浄土宗開宗の御心　お念佛からはじまる幸せ」

12：00 昼食

13：00
(休憩有) グループワーク　「“てら活”って何？」「寺院の未来について語り合おう」

17：00 終了

①【北部】
講義「浄土宗開宗の御心　お念佛からはじまる幸せ」

講師：	浄土宗総合研究所主任研究員　袖山�榮輝

グループワーク「“てら活”って何？」「寺院の未来について語り合おう」
講師：	浄土宗総合研究所研究員　東海林�良昌
ミーティングスタッフ：�工藤�量導

②【中部（南部）】
講義「浄土宗開宗の御心　お念佛からはじまる幸せ」

講師：	浄土宗総合研究所主任研究員　齊藤�舜健

グループワーク「“てら活”って何？」「寺院の未来について語り合おう」
講師：	浄土宗総合研究所研究員　石田�一裕
ミーティングスタッフ：�岩井�正道

●講題・講師

次頁へつづく→

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

京都教区所属の僧侶・寺族

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

【北部】30名　　【中部（南部）】150名

●経　費  ...........................................................

不要
※参加者には交通費補助として1,000円が支
給されます。

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

教師・助教師…平服の上に改良服または洋式道
衣、袈裟、数珠被着
宗徒・寺族…平服に袈裟、数珠被着

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

京都教区より郵送される案内チラシの申込書
に必要事項を記載の上、FAXまたはメールに
てお申し込みください。
【北部】【中・南部】どちらでもお申込みいただ
けますが、必ずどちらに参加するかを選択し
てお申し込みください。

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

令和4年1月末日　厳守

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

【中部（南部）】
◦宗務庁の駐車場は使用できません。自家用
車でお越しの際は近隣のパーキングをご利
用ください。

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

修了者（教師）には、教階叙任要件（普通講習会1
回相当）が付与されます。

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

浄土宗京都教区教務所
〒605 -0062	京都市東山区林下町405　
浩徳院内
TEL	075 -561 -1557　FAX	075 -551 -1494
Eメール	koutokuin131＠gmail.com
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2月14日（月）
【講義①】  宗務庁（東京）から配信 
＜令和2年度浄土宗学術賞＞

「江戸期浄土宗檀林の実像に迫る 
 ─田舎檀林寺院の経営を通して─」

大乗淑徳学園理事長	
淑徳大学名誉教授	 長谷川�匡俊

　講義内容は、はじめに、あえて「田舎檀林」を取
り上げる理由を述べ、以下、①檀林とは-諸宗の檀
林制度-、②関東浄土宗教団における本末組織と
関東十八檀林について、③江戸（府内）檀林と田舎
檀林の格差-学寮数の推移-、④田舎檀林の運営組
織と多様な側面、⑤本末組織と学寮運営の関係、
⑥檀林入寺の種類・年齢・定員・時期・費用及び入寺
者数の動向、などを紹介した後、教育機関として
の田舎檀林の実像に迫ることができればと思う。

【講義②】  宗務庁（東京）から配信

「法然と直弟子達の位置関係とその流れ」
大本山光明寺記主禅師研究所講師　野村�恒道

　法然の門下を記す系譜類は、『吉水法流記』を
初めとして十数種を挙げることができ、それらに
よって長い時代の子弟関係の流れを俯瞰できる。
しかし、それらは、下がった時代から流派をまと
めた見方になりがちで、それらの淵源である法然
の直弟子達の立場は、お互いの時間軸を通してそ
の関係を把握する必要がある。ここでは、初期法
然教団ともいうべき直弟子達と法然との関わり合
いを、源智の特異性を指摘しながらも概観したい。

第118回教学高等講習会

日 時

場 所

令和4年 2月 14日（月） 午前10時15分 から
 2月17日（木） 午後4時30分 まで

1. 浄土宗教化研修会館　〒605-0062 京都市東山区林下町416

2. 浄土宗宗務庁（東京）第2会議室　〒105-0011 東京都港区芝公園4-7-4 明照会館内 

3．在宅でのWEB受講（Zoom使用）

教化研修会館、宗務庁（東京）各々の講義を配信します。

2月14日（月） 2月15日（火） 2月16日（水） 2月17日（木）

10：15 開講式

10：30 講義①
長谷川匡俊 9：00 講義③ 

大橋雄人 9：00 講義⑤ 
郡嶋昭示 9：00 講義⑦

伊藤茂樹

12：00 休憩 12：00 休憩 12：00 休憩 12：00 休憩

13：00 講義② 
野村恒道 13：00 講義④ 

長澤昌幸 13：00 講義⑥ 
藤丸智雄 13：00 講義⑧

善 裕昭

16：00 第1日目終了 16：00 第2日目終了 16：00 第3日目終了 16：00 閉講式

16：30 全日程終了

●日程表

●講題・講師

テーマ：「日本仏教の中の浄土教 ─法然上人以降─」

次頁へつづく→
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2月15日（火）
【講義③】  宗務庁（東京） から配信

「良忠上人における三心理解」
大正大学非常勤講師	
大本山光明寺記主禅師研究所研究員	 大橋�雄人

　法然上人門下の教学的な相違のひとつに三心が
取り上げられる。聖光上人は『末代念仏授手印』に
三心の四句を設け、これを承け良忠上人は『領解
末代念仏授手印抄』において『授手印』の四句に加
え、自らも六種の四句を提示している。また良忠
上人は『決答授手印疑問抄』『観経疏伝通記』『選択
伝弘決疑鈔』などの主要な著作において、大きく
分量を割いて三心について言及している。本講義
では『領解抄』『決答抄』を中心として良忠上人の
三心理解について振り返りたい。

【講義④】  宗務庁（東京） から配信

「一遍仏教の展開」
大正大学専任講師　長澤�昌幸

　法然上人の門流に連なる時宗宗祖一遍上人は、念
仏の教えを弘めるため、全国を遊行し念仏札を配り
（賦算）、踊り念仏で幅広い層の人々を教化した。そ
の一遍上人の念仏思想には、当然のことながら修学
した西山義が大きく影響している。今回は、その西
山義からの思想的継承とその展開を一遍上人の限
られた史料から読み解きたい。また、初期時衆の布
教はどのように地方展開されたのであろうか。こ
の問題を法系・血縁・地縁などから考察したい。

2月16日（水）
【講義⑤】  宗務庁（東京） から配信

「聖光上人顕彰  
　　　～なぜ聖光上人が尊いのか～」

浄土宗総合研究所研究員　郡嶋�昭示

　聖光上人は宗祖法然上人から直接教えを受けた
祖師であり、浄土宗二祖として尊ばれている。現
在の伝法も聖光上人の主著『末代念仏授手印』な
くしては語ることはできない。本講では、このよ
うな聖光上人がどのようなことを主張したのかを
確認し、また、そうした主張が、聖光上人のご生涯
を見渡して、どのような状況のもとに形作られて
いったのかを考えながら、聖光上人がなぜ尊いの
かということについて論じてみたいと思う。

【講義⑥】  宗務庁（東京） から配信

「親鸞聖人の倫理思想」
浄土真宗本願寺派総合研究所副所長	
武蔵野大学非常勤講師	 藤丸�智雄

　親鸞聖人には多くの著作があるが、その中に倫
理思想がほとんど見られないと言われる。ただ、
自著ではないものの『歎異抄』は、まさに善悪の書
と言ってよいほど、善悪に関する記述が豊かに存
在する。また主著『教行信証』にも、倫理思想に繋
がると考えられる記述が見られる。これらの記述
を、周辺テキストも参照しつつ、「善悪」「鬼」等を
鍵概念としながら、検証したい。

2月17日（木）
【講義⑦】  教化研修会館から配信

「隆寛の生涯と思想」
華頂短期大学准教授	
総本山知恩院浄土宗学研究所副主任	 伊藤�茂樹

　法然上人の門下は有能な人物が多くいる。なか
でも隆寛は天台僧でありながら法然に師事し、法
然滅後の専修念仏教団で主要な人物となった存在
である。隆寛は法然滅後、信心を重視する教理を
確立し、証空、親鸞にも多大な影響をあたえた。本
講義は隆寛の生涯を概観し、隆寛独自の教学を学
んでいく。

【講義⑧】  教化研修会館から配信

「一念義とは何か」
総本山知恩院浄土宗学研究所嘱託研究員　善�裕昭

　法然上人の一門は、念仏と信心のいずれを重視
するかで二つの傾向を生じた。天台僧から浄土宗
へ転じた成覚房幸西は、信心を重んじる立場から
一念義を主張した。それは「たった一度の念仏で
往生できる」ことを主張したものと見られがちだ
が、実際はそう単純でなく、念仏行を軽んじたわ
けではない。法然上人も一念義には困惑された
が、教えの曲解という問題ではなく、なぜそのよ
うな主張が生まれ、民衆がそれを口にしたかを考
える必要がある。幸西の著書は限られるが、善導
大師の『観経疏』玄義分を注釈した『玄義分抄』か
らその教学的特徴をうかがい、初期浄土宗が寺院
勢力から圧力を受けるなか、一念義がどのような
位置にあったのかを考えたい。
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次頁へつづく→

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

本宗教師

●受講定員（先着順）  ........................................

教化研修会館	 50名	（予定）
宗務庁（東京）	 15名
WEB受講	 250名
※期間中一貫していずれかの受講方法を選択
いただきます。日によって変えることはで
きません。

●WEB受講  .....................................................

WEB受講者にも一定の条件のもと、修了証を
発行します。

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

教化研修会館または宗務庁（東京）で受講の
方は、対面受講申請書（本誌95頁）に必要事項
を記入のうえ、浄土宗教学部に郵送・FAX、E
メールにてお申し込みください。
WEB受講の方は、メールのみにて受け付けま
す。申込メールに所属寺院・氏名・電話番号・
FAX番号・修了証送付先を明記して、浄土宗
教学部（kyogaku＠jodo.or.jp）に送信してくだ	
さい。

●受付期間  ........................................................

令和3年12月1日（水）から令和4年1月31日
（月）まで（必着）
※人数制限に公平を期すため、受付開始日を
設けます。これより前の申請は無効です。

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

〈 対面・WEB受講共通 〉
（１）受講者の服装は、改良服または伝道服（洋

式道衣）に伝道袈裟被着とします。
（２）各講義15分を超える遅刻及び早退は、受

講認定しません。
（３）講義8コマ（午前1コマ、午後1コマで計

算）中、6コマ以上受講されていない場合は
修了にはなりませんのでご注意ください。

〈 対面受講 〉
（１）必ず受講証をご持参のうえ、受講願います。
（２）受講者の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。
（３）講習会開催期間中、昼食は各自でご手配

ください。
（４）教化研修会館または宗務庁（東京）での

対面講義をZoomにて配信することとい
たしておりますが、講師の都合により、
Zoomの配信によるWEB受講となる場合
があります。

（５）宿泊を希望される方は各自でご手配くだ
さい。

〈 WEB受講 〉
（１）受講確認について

	•	受講の確認は、Zoomの接続記録と、講
義中、不定期に要求するチャット機能を
併用して行います。
	•	配信不良等の不具合含め、当方で受講が確
認できなかった場合は、理由如何によらず
承認いたしかねます。ご了承願います。

（２）修了証（受講証）の交付について
	•	修了証は、当方で押印の後、後日、送付い
たします。（1コマの受講も確認ができな
い方には、修了証は送付いたしません。）

（３）受講について
	•開催日までにZoomの設定をメールにて
連絡申しあげます。
	•	Zoomへの接続の際、係員が名前を確認
して、受付（接続の許可）を行います。途
中接続が切れた場合、再度接続の許可を
受ける必要があります。
	•講義開始の10分前には接続いただきま
すようお願いいたします。
	•受講当日、指定されたミーティングID、
パスコードを入力してください。
	•ミーティングに参加いただく際の名前
には、受講番号と氏名を入力願います。
（受講番号は別途通知します。）
	•一台のパソコンを使い、二人で受講され
る場合は、それぞれの受講番号と氏名を
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名前欄に入力してください。
	•各コマ毎（午前・午後）に接続のためのミー
ティングID・パスコードを変更します。
	•安定した受信環境、疲労の軽減のため、パ
ソコンでの受講を強く推奨いたします。
	•タブレット、携帯での受講も可能です
が、チャットでの資料配布を受けられな
いなど受講上の制約があり、推奨いたし
ません。
	•講義の録画は禁止いたします。

（４）講義資料について
	•講義資料は、メールにてデータをお送りい
たします。各自印刷してご準備願います。

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

浄土宗教学部
〒605 -0062	京都市東山区林下町400 -8
TEL	075 -525 -0480　FAX	075 -531 -5105
Eメール	kyogaku＠jodo.or.jp
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中央法式講習会
（法式教師及び式師養成講座）

●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

次頁へつづく→
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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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第31回浄土宗寺庭婦人若葉研修会

●日程表 （※都合により一部変更することがあります）

3月28日（月） 3月29日（火）
12：30 受　付 5：30 集合・登嶺
13：00 開講式 6：00 朝のお勤め（総本山知恩院晨朝法要参列）
13：30 オリエンテーション ・ 自己紹介 6：40 総本山知恩院諸堂参拝
14：00 講義①「仏教の基礎」 7：30 朝食
16：00 休憩 8：00 移動 ・ 休憩
16：10 座談会 8：30 講義③「浄土宗の教え」
17：30 夕食 ・ 休憩 10：30 休憩
18：15 講義②「浄土宗の作法Ⅰ」 10：40 講義④法話
20：15 入　浴 ・ 自由時間 11：30 お昼のお勤め
22：30 消　灯 12：00 昼食 ・ 休憩

13：00 講義⑤「浄土宗の作法Ⅱ」
15：00 閉会式
15：30 解散

日 程

場 所

令和4年 3月 28日（月） 午後1時 から
 29日（火） 午後3時30分 まで

教化研修会館（源光院）
〒605-0062 京都市東山区林下町416番地

講義①「仏教の基礎」
講師　京都文教大学学長　平岡�聡

講義②「浄土宗の作法Ⅰ」
講義⑤「浄土宗の作法Ⅱ」
	 講師　一級法式教師　八橋�秀法
講義③「浄土宗の教え」

講師　大正大学教授　林田�康順
講義④「法話」

講師　布教師養成講座常在指導員　安永�宏史
「座談会」助言者　

浄土宗寺庭婦人会　会長　　郁芳�阿佐
副会長　　小野�富子
副会長　中村�祐美子

※教化研修会館に宿泊いただきます。（広い部
屋に大人数での宿泊となります。）

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

受講希望者は、提出書類を揃え所属教区寺庭
婦人会会長を経由のうえ、浄土宗教学部に提
出してください。申込書の請求は、浄土宗教学
部にて受け付けます。請求の際、所属教区・寺
院№・寺院名・氏名・送付先をお知らせくださ
い。なお、携行品につきましては申請書と併せ
て書面にてご連絡いたします。

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

令和4年3月11日（金）必着

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

新型コロナウイルス感染症の対策を取り開設い
たします。新型コロナウイルス感染症の感染状況
によっては、開催を取りやめる場合があります。

●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

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

新しく浄土宗の寺庭婦人になられた方
寺庭婦人として浄土宗の基礎を学ばれたい方

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

6 ,500円（実費）※食費・布団代を含む

●講題・講師・座談会助言者

新着
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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。
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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 教学部担当
〒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　　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年間にわたる道場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に関するアンケート（回答用紙）
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【関西第3回】

テーマ：「いろとりどり」

【関東第3回】

テーマ：「お寺でパネルシアター」

　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。令和4年1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4年 1月8日（土） 午後1時 から 4時まで（予定）

令和4年 1月28日（金） 午後1時 から 4時まで（予定）

檀王法林寺　　〒606-8387 京都市左京区法林寺門前町36番地

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明照会館4階

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

関西第3回　20名（先着順）
関東第3回　10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・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・淑徳大学教育学部教授　藤田�佳子

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
浄土宗パネルシアター普及推進員・山形教区山形組稱念寺住職　佐藤�智史

●講　師

●講　師

新着
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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

令和4年
2月1日～2日
奈良教区教務所

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 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
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兵庫教区普通講習会
日 時

場 所

令和4年  1月21日（金） 午後1時 から 午後5時10分 まで

オンラインのみ（ZOOMを使用）

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

本宗教師（定員100名先着順で兵庫教区以外の
方も受講できます。）
※寺庭婦人、寺族も聴講可

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

無料

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

改良服または洋式道衣及び数珠・袈裟
※寺庭婦人・寺族は袈裟と数珠

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

①資料を添付メールで希望の方はメールにて
（件名「普通講習会申込」、本文「組名・寺院番
号・寺院名・参加者名・メールアドレス（講義資
料を受信できるもの）」をご記入ください）②
資料を郵送にて希望の方はFAXにてお送り下
さい。

※ミーティングID・パスワード・資料は、研修
会当日までにお届けします。

※ZOOMの操作が分からない方は、事前に教
化団までご連絡ください。使用方法をお伝
えさせていだだきます。

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

令和4年1月10日（月）

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

浄土宗兵庫教区教化団
〒650 -0011
兵庫県神戸市中央区下山手通5-1 -5
アクシア下山手301号室 
TEL	078 -515 -6440　FAX	078 -515 -6441
Eメール	hyogo-kyokadan@outlook.jp

「浄土宗の布教に活かす釈尊のことば」
大正大学非常勤講師	
浄土宗総合研究所研究員	 石田�一裕

「業を見すえて」
京都文教学園学園長	
京都文教大学学長	 平岡�聡

●講題・講師

●日　程

13：00 講義①　石田一裕

15：00 講義②　平岡聡

17：10 閉会

新着

56 和合　令和4年　1月号



地
区
開
催
行
事

第493回教化高等講習会

●日　程

日 時

場 所

令和4年 1月 27日（木）午後零時30分 から
 28日（金）午後6時 まで

大阪教区教務所またはWEB受講
〒543-0062 大阪市天王寺区逢阪1-3-19　　TEL 06-6771-7784

【交通の便】ＪＲ天王寺駅 下車 徒歩10分
大阪メトロ　御堂筋線 天王寺駅 下車 徒歩10分
　　〃　　　谷町線 四天王寺前夕陽ヶ丘駅 下車 徒歩10分
　　〃　　　堺筋線 恵美須町駅 下車 徒歩10分

1月27日（木） 1月28日（金）

10:00 受付

10:30 追善法要

11:00 講義③ 金田充康

12:00 受付 12:00 休憩（昼食）

12:30 開講式（差別戒名物故者追善法要） 12:50 講義④ 西村實則

13:00 講義①　安達俊英 14:20 休憩

14:30 休憩 14:30 講義⑤ 西村實則

15:00 講義②　川崎　哲 16:00 休憩

16:30 休憩 16:10 講義⑥ 石井光太

16:50 開宗850年慶讃事業説明 杉森隆志 17:40 閉講式

17:30 終了予定 18:00 講習会終了

次頁へつづく→
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『「来迎」の文化史と現代における 
 来迎の実例紹介』
知恩院浄土宗学研究所嘱託研究員	
圓通寺住職	 安達�俊英

『核兵器の禁止から廃絶へ 
 ～条約発効のその先～』

ピースボート共同代表	
核兵器廃絶国際キャンペーン	
国際運営委員	 川崎　哲

『浄土宗開宗850年慶讃事業概要説明』
浄土宗企画調整室長　杉森�隆志

『佛教由来の漢字』
佛教大学別科講師（書道）	
	 金田�充康

『香・数珠・鐘』
大正大学名誉教授　西村�實則

『災害の中で宗教者が求められる 
 人間性とは何か』

ノンフィクション作家　石井�光太

●講題・講師（日程順）

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

◦改良服及び伝道服に袈裟を着用のこと
◦講習会参加者用の駐車スペースはありませ
ん。会場へお越しの際は公共交通機関をご
利用願います。

◦会場が教務所のため席数に限りがあります。
◦大阪教区の方は、会場またはオンラインで
の受講が可能です。

◦他教区の方は、オンラインでの受講をお願
いします。

◦講習会後の懇親会は開催しません。

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

大阪教区教務所
大阪市天王寺区逢阪1-3 -19
TEL	06 -6771 -7784　FAX	06 -6771 -2163
Eメール	kyoumu@sweet.ocn.ne.jp

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

本宗教師（寺族・寺庭婦人も聴講可）

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

なし

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

教区・組・寺院№・寺院名・氏名・連絡先・メール
アドレスを明記の上、郵送、FAX、Eメールに
て大阪教区教務所までお申込み願います。
なお、オンライン受講希望の方は必ずEメール
にてお申込みください。
オンライン受講をお申込みいただいた方には、
ミーティングIDとパスコードをお申込みEメー
ルへ後日送信させていただきます。
（オンライン受講の場合、あらかじめ各自Zoom
のダウンロードが必要です）

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

令和4年1月13日（木）
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近畿地区法式講習会

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

本宗教師

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

無料

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

記載のQRコード並びに専用フォームからの
お申込み、または所属教区名、組名、寺院№、寺
院名、氏名、連絡先等を明記のうえ、E-mailに
てお申し込みください。

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

令和4年1月25日（火）

法儀司 大澤 亮我
一級法式教師 八橋 秀法
二級法式教師 池上 良賢

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

新型コロナウイルス感染対策として、オンラ
インでの開催とさせていただきます。

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

下記のフォームまたは
右記のQRコードからの
お申込み
https://forms.gle/7Xvs2dR2RgZzHsEr7

メールでのお申込み
jodonara@gmail.com

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

奈良教区教化団事務局 大願寺内
〒633 -0091 奈良県桜井市桜井1090
TEL 090 -4562 -2720
民谷祐典

●日　程

●講　師

日 時 令和4年 2月 1日（火）午前10時 から
 2日（水）午後3時 まで

2月1日（火） 2月2日（水）

10：00 開講式 10：30 講義④「実践講義」（施餓鬼法要）

10：30 講義①「建築儀礼」 12：00 休憩

12：00 昼食休憩 13：00 講義⑤「質疑応答」

13：00 講義②「晋山式」 14：30 閉講式

14：30 休憩 15：00 解散

15：00 講義③「盂蘭盆・施餓鬼」

16：30 1日目終了

テーマ：「建築儀礼」・「晋山式」・「盂蘭盆・施餓鬼」
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「浄土宗布教師として心がけていること
～法洲上人『講説大意』に学ぶ～ 」

大本山増上寺布教師会副会長　後藤 真法

「凡入報土」
大正大学教授　曽根 宣雄

茨城教区猿島組常繁寺　船橋 了照

茨城教区猿島組大泉寺　中里 智則

●講師（講義順・敬称略）

●布教実演（敬称略）

関東地区布教研修会

※参加費及び懇親会費は当日、受付にて申し
受けます。

※懇親会は、新型コロナウイルス感染状況に
より中止となる場合がございます。

※昼食、宿泊については各自でお手配ください。

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

所属教区名、組名、寺院番号、寺院名、氏名、連絡
先、懇親会の出欠を明記のうえ、郵便ハガキま
たはFAXにて申込先までお申し込みください。

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

令和4年1月15日（土）

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

関東地区布教研修会事務局
〒305 -0861 茨城県つくば市谷田部2061
道林寺内
TEL 029 -836 -0146　FAX 029 -836 -0759

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

本宗教師

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

参加費：3,000円　懇親会費：8,000円

●日　程

日 時

場 所

令和4年 2月 13日（日）午後1時 から
 14日（月）午後零時30分 まで

ホテルグランド東雲
〒305-0034 茨城県つくば市小野崎488-1　　TEL 029-856-2211 FAX 029-856-2679

【交通の便】つくばエクスプレス「つくば駅」下車 徒歩8分

2月13日（日） 2月14日（月）

12：30 受付 8：45 勤行

13：00 開講式 9：00 講義2

13：30 講義1 12：00 休憩

15：00 休憩 12：10 閉講式

15：15 布教実演 12：30 解散

16：15 実演講評

17：15 オリエンテーション

17：30 第1日目終了

18：00 懇親会
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「無常について」
NPO法人「ルワンダの教育を考える会」代表　

永遠瑠・マリールイズ
「生まれ変わりについての

事実・事例紹介と研究の分析 」
中部大学教授・バージニア大学客員教授 大門 正幸

「掲示伝道について」
浄土真宗本願寺派徳養寺僧侶　江田 智昭

「文書伝道について」
東京教区行行寺住職　吉田 一心

大阪教区大江組良運院　篠原 多佳
大阪教区泉北組安楽寺　常住 哲也

●講師（講義順・敬称略）

●布教実演（敬称略）

※参加費は、会場に来られる方につき、当日、
受付にて申し受けます。

※オンライン（Zoom）受講の場合は、参加費を
指定金融機関口座へご送金ください。

　恐れ入りますが、手数料払込人負担の振込
書（青色の用紙）でご送金ください。

※昼食・宿泊については各自でお手配ください。
※懇親会は御座いません。
●申込方法  ........................................................

所属教区名、組名、寺院番号、寺院名、氏名、電話
番号を明記のうえ、ハガキ又はEメールにて申
込先までお申し込みください。
●申込締切  ........................................................

令和4年2月4日（金）
●申込先（問合先） ............................................

大阪教区布教師会幹事長　苅安卓也
〒543 -0017
大阪市天王寺区城南寺町7番4号 法藏院内
TEL 06 -6764 -0933
Eメール osaka.fukyoushikai@gmail.com

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

本宗教師
●必要経費  ........................................................

参加費：3,000円

近畿地区布教研修会

●日　程

日 時

場 所

令和4年 3月 7日（月）午後零時30分 から
 8日（火）正午 まで

ホテルロイヤルクラシック大阪
〒542-0076 大阪市中央区難波4-3-3　　TEL 06-6633-0030
【交通の便】地下鉄難波駅直結
会場：配席120名 ／ オンライン（Zoom）受講も可能

3月7日（月） 3月8日（火）
12：00 受付 09：00 受付
12：30 開講式 09：30 講義3　江田智昭（60分）
13：00 講義1　永遠瑠・マリールイズ（90分） 10：45 講義4　吉田一心（60分）
14：45 講演2　大門正幸（90分） 11：50 閉講式
16：30 布教実演1　篠原多佳（30分） 12：10 解散
17：10 布教実演2　常住哲也（30分）
17：40 1日目終了

テーマ：無常の世を生きぬく ～お念仏と共に～

郵便振替口座　００９４０－４－８９６４３
加入者名　　法藏院 ※藏は旧字体

新着
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第495回教化高等講習会

●日　程

日 時

場 所

令和4年 3 月10日（木）午前10時 から
 11日（金）午前11時50分 まで

横浜ベイホテル東急
〒220-8543 横浜市西区みなとみらい2-3-7

TEL 045-682-2222 FAX 045-682-2223

【交通の便】みなとみらい線「みなとみらい」駅下車 徒歩1分

3月10日（木） 3月11日（金）

9：00 受付 9：00 勤行

10：00 開講式・差別戒名物故者法要 9：20 講義②-1　林田康順

10：30 休憩 10：20 休憩

10：40 開宗850年慶讃事業概要説明　宮林雄彦 10：35 講義②-2　林田康順

11：20 休憩 11：35 閉講式

11：25 人権研修　清水道隆 11：50 終了

12：25 昼食

13：15 講義①-1　西村實則

14：45 休憩

15：15 講義①-2　西村實則

16：45 諸連絡

18：00 懇親会

「差別戒名について」
浄土宗人権同和啓発講師　清水 道隆

「開宗850年慶讃事業概要説明」
浄土宗宗務役員　宮林 雄彦

「香・数珠・鐘」
大正大学名誉教授　西村 實則

「開宗850年に向けて
　　　―凡入報土の論理―」

大正大学仏教学部長　林田 康順

●講題・講師

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

令和4年2月25日（金）

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

神奈川教区教務所
〒248 -0013	鎌倉市材木座6-17 -19
大本山光明寺中
TEL	0467 -22 -2476　FAX	0467 -24 -5665

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

本宗教師（受講者は改良服又は洋式道衣およ
び数珠・袈裟）

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

参加費　　4,000円
昼食費　　2,000円
懇親会費　9,000円

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

参加申込書に必要事項を明記のうえ、神奈川
教区教務所にFAXまたは郵送にてお送りくだ
さい。

キ
リ
ト
リ
線

 第495回教化高等講習会並びに懇親会 参加申込書 
FAX 0467-24-5665 （神奈川教区教務所）

教区名 組名 寺院№

所属寺院名

氏名

懇親会　　　　　　　参　加　　・　　不参加

参加受講日
及び昼食

※〇印を記入

10日受講 10日昼食 11日受講

宿泊の申し込みは
各自でお願い致します。

※参加申込書は、お一人一枚ご記入のうえ、期日までにお申し込みください。
　また、複数参加の場合はコピーをお願いいたします。
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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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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。

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。

宗徒になる

律師検定に合格する

伝宗伝戒道場を成満する

1

2

3

大正大学へのお問い合わせ
◦僧侶養成に関することは浄土学研究室まで		TEL03 -3918 -7311（代表）
◦入学試験に関することアドミッションセンターまで		TEL03 -5394 -3024（直通）

佛教大学へのお問い合わせ
◦僧侶養成に関することは宗教教育センターまで		TEL075 -491 -2141（代表）
◦入学試験（通学課程）に関することは入学部入学課まで		TEL075 -366 -5550（直通）
◦通信教育課程に関することは通信教育課程インフォメーションセンターまで		TEL075 -491 -0239（代表）

A. 大正大学 B. 佛教大学 C. 教師養成道場等
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区分 入学資格 修行
年限

最長在
籍期間

他大学
在学者 取得可能 浄土宗

奨学金

A
大
正
大
学

通
学
課
程

仏教学部
1年次入学 高卒以上 4年 8年 ×

僧階：少僧都
教階：輔　教
学階：擬　講

15万円
/年

仏教学部
3年次編入学

大卒又は
短大卒以上 2年 4年

仏教学部以外
（地域創生学部を

除く）の学部
1年次入学

高卒以上 4年 8年

大学院（修士）※1 大卒 3年 4年 10万円

B
佛
教
大
学

通
学
課
程

仏教学部
1年次入学 高卒以上 4年 8年 ×

僧階：小僧都
教階：輔　教
学階：擬　講

15万円
/年

仏教学部
3年次編入学

大卒又は
短大卒以上 2年 6年

仏教学部
以外の学部
1年次入学

高卒以上 4年 8年
僧階：小僧都
教階：輔　教
学階：得　業

資格併修制度
（通信教育課程）

通学課程在籍者
（仏教学部を除く） 2年 7年 10万円

大学院（修士） 大卒 2年 4年
僧階：小僧都
教階：輔　教
学階：擬　講

通
信
教
育
課
程

仏教学部
1年次入学 高卒以上 4年 8年 ×

僧階：小僧都
教階：輔　教
学階：擬　講

10万円

仏教学部
3年次編入学

大卒又は
短大卒以上 2年 6年

科目履修コース
（浄土宗教師資格）

大卒又は4年生大学
在学者で入学年度に
満20歳を越える者

〇
僧階：小僧都
教階：輔　教
学階：得　業

別科（仏教専修） 高卒以上 2年 4年 × 15万円
/年

C
教
師
養
成
道
場
等

教師養成道場 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

3年 6年 〇 僧階：律　師 12万円

教師検定試験（律師） 3日
6日

（3日×
2年）

－

※1  科目等履修（学部）を利用しての取得となります
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大ホール
（プロジェクター有）

収容人数 … 90名
（机・椅子使用時）

中研修室①②③
①③ … 各15畳
② … 18畳

道 場
78畳

多目的ホール
収容人数 … 20名

会議室①②
収容人数 … 5名

浄土宗教化研修会館（源光院）施設利用案内

●ご予約・ご利用方法について
浄土宗研修本部にお問い合わせいただくか、浄土宗教化研修会館ホームページからご予約が可能です。

浄土宗教化研修会館（源光院）は、事前に申請することで研修会や会議の場としてご使用いただくこと
が可能です。

貸し会議室・ホールについて

●利用時間
　午前９時から午後５時　（土日祝日は休館）

●ご利用いただける行事
　教区、組または浄土宗関係者の自主的な活動グループ等が教化研修に則する研修会、会議の開催
　教学院、法式教師会、吉水講または公益教化団体の研修会、会議の開催

●設備

※詳細は浄土宗教化研修会館ホームページ
をご覧ください。

フロアガイド

3F 道場
2F 会議室（１・２）・中研修室（１・２・３）
1F 大ホール・多目的ホール

B1F 図書室
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※駐車スペースはございません。公共の交通機関をご利用ください。

図書室のご利用について

浄土宗教化研修会館地下1階の図書室は、浄土宗総合研究所（京都分室）、浄土宗教学院、浄土宗人権
センターの資料を中心に約7000冊の書籍等を所蔵しております。この図書室は事前に申し出を行い来館
された方が利用できます。

●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
●利　　用　事前予約制　（研修会開催日は除く）
●貸　　出　資料保全のため、館外への持ち出しはできません。
●備　　考　ご希望の図書・資料の有無を確認いたしますので、来館前にお問合せください

浄土宗研修会館・図書室ホームページ
詳細は下記URLまたは左記QRコードから
https://jodo.kenshu-kaikan.jp/

アクセス

申込・問合先
浄土宗研修本部 〒605-0062 京都市東山区林下町416
  TEL 075-744-0360　FAX 075-744-0363　E-mail kenshu-honbu@jodo.or.jp
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特任布教師制度について
特任布教師制度とは
特任布教師制度とは、一般寺院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、会所寺院が助成を受けられる制度です。

招聘について

招聘の流れ
① 特任布教師を招聘したい寺院（以下、会所寺院）は、浄土宗ネットワーク内特任布教師紹介から
招聘したい特任布教師を決定します。

② 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。
（※上記注意事項をご確認ください。）
③ 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
して教学部までお送りください。

④ 「特任布教師活動受諾書」を基に、教学部から会所寺院に申請書一式を送付します。
⑤ 会所寺院は、申請書に必要事項を記入のうえ、教区長進達で実施１か月前までに申請します。
⑥ 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。

⑦ 会所寺院は実施後１か月以内に、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。

⑧ 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。

特任布教師紹介
下記URLまたは右記QRコードから、特任布教師紹介をご覧いただけます。
https://jodoshu.net/library/fukyoshi/
※現在紹介の特任布教師の任期は、令和4年3月31日までとなります。令和4年4月
1日以降の特任布教師については、改めて紹介いたします。特任布教師ご依頼の
際はご注意ください。

招聘 会所寺院が行います。

助成

25,000円＋交通費（実費計算で上限1万円）
ただし、51等級以下の寺院は、35,000円＋交通費（実費計算で上限1万円）
※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。

注意事項
◦特任布教師1人につき、年度内活動は6会所までです。（7会所目以降は会所寺院に

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、助成対象外です。
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1　浄土宗ネットワークにアクセス。ログイン画面から新規登録へ

1 浄土宗ネットワーク（https://jodoshu.net/）
にアクセスし、　　　　をクリック1

※スマートフォンの場合は、右記
QR からもアクセスできます

2

2 新規登録をクリック

2　必須事項を記入して新規登録

3 下記の必須事項を入力

3

4

3　登録完了

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
 1月 17日 橋本 阿弥陀経切割笏  2月 7日 橋本 法服法全般/如法衣着脱

24日 中西 威儀法全般 14日 中西 犍稚法全般
31日 別所 執持法全般 21日 橋本 音声全般

研究生 橋本 声明 –伽陀/先請弥陀– 28日 全員 法要集全般質疑
研究生 橋本 声明 –散華–
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おてつぎ運動だより
  

■■  第第６６５５００回回  おおててつつぎぎ文文化化講講座座  
毎月第２土曜日に各界の著名人を迎えて文化講座を開催しています。 

皆さまお誘い合わせのうえ、ふるってご参加ください。 

【【日日  時時】】 1 月 8 日（土）13：00～14：30 ※予約不要 

【【会会  場場】】 知恩院和順会館 

【【講講  師師】】 総本山知恩院執事長 井桁 雄弘 

【【演演  題題】】 「これから」 

【【定定  員員】】  50 名 

【【参参加加費費】】  無料 

  

■■  写写  経経  会会  
毎月 2 回、和順会館にて写経会を実施しています。写経は、仏さまの「経」を   

一字一字「写」しとり、その正しい教えをしっかり受け止め、こころを整える行

です。自ら写経をすることによって浄土の教えを知り、より心のこもったお念仏

を称える一助となるよう、知恩院では写経会をおこなっています。どなたさまで

もお気軽にご参加ください。 
 

【【日日  時時】】 四誓偈   1 月 13 日（木）9：00 受付～昼ごろ 

一枚起請文 1 月 23 日（日）9：00 受付～昼ごろ 

【【場場  所所】】 知恩院 和順会館 

【【参参加加費費】】 2,500 円 ※浄斎弁当付き 

※筆や墨など必要な用具はすべてご用意いたします。 
  

※いずれの行事も新型感染症の拡大状況により開催できない場合がございます。 

ご了承ください。 
 

【【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・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。

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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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

●講題・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） 終了  
第2回  12月 21日（火） 終了  
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）

終了

終了

76 和合　令和4年　1月号



総
本
山
・
大
本
山
等
か
ら
の
案
内

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

改良服またはガウン・輪袈裟・数珠

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

2 ,000円（第3回目分として）

●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1月16日まで
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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お勤めの初歩から修練します
教師養成道場面接前の道場経験にもどうぞ

大本山百萬遍知恩寺  法式研修道場

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

1回につき　20 ,000円
※10月開催分に参加された方は、15 ,000円

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

僧籍登録がお済の方（18歳以上）

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

黒衣、如法衣、改良服、白衣および着物一式、
威儀細、日課数珠、作務衣、『浄土三部経	聖典
版』、『浄土宗法要集（上・下）』、『浄土宗法要集
（音声部）』、『教師養成道場勤行式』、マスク、入
行前検温記録、体温計、携帯用消毒液

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

次頁のファックス申込書に記入の上お申し込
み下さい。

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

2月開催　1月25日（火）	

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

途中入行、途中退行も相談いたします。
また、新型コロナウイルスの感染拡大、他府県往
来自粛要請発令の場合は開催中止といたします。
入行希望者は、各自入行2週間前より検温記録
をお願いいたします。

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

大本山百萬遍知恩寺
〒606 -8225	京都市左京区田中門前町103
TEL	075 -781 -9171　FAX	075 -781 -0157
受付：	大本山百萬遍知恩寺	式衆会
	 担当　小泉範幸　090 -8886 -1266

日 程

場 所 大本山 百萬遍知恩寺

令和3年 10月 26日（火） 午前9時 から 

  28日（木） 午後5時 まで 

令和4年 2月 1日（火） 午前9時 から 

  3日（木） 午後5時 まで

一級法式教師　橋本�知之

一級法式教師　別所�良道

二級法式教師　加藤�宜敬

二級法式教師　林　�陽宏

●講　師

終了

新着
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大大本本山山百百萬萬遍遍知知恩恩寺寺『法式研修道場』申込用紙 

入行を希望される方は、下記の記入欄に必要事項をご記入の上、ファックスにて締切期日までに 

お送りください。その際に、アレルギー等の申告がありましたら備考欄に併せてお申し付けください。道場

に関する詳しい内容については、後日連絡先の住所にお送りさせていただきます。 

 

申申込込用用紙紙フファァッッククスス送送付付先先番番号号  

007755--778811--00115577  大大本本山山百百萬萬遍遍知知恩恩寺寺内内  式式衆衆会会  宛宛  

 

以下の内容についてご記入の上、075-781-0157 までファックスください 

 

※本山記入欄    受付日 平成２９年   月   日     受付者           

教区 組 寺・院 

受講者名 生年月日 

年    月    日 

      教区     組      寺・院 

師 僧 名 
性  別     男 ・ 女 

連絡先住所 〒    －       

 

 

※受講者の現住所をお書きください。 

電話番号 
 

FAX番号 

各種道場 

① 教師養成道場入行中 （１・２・３）期まで受講 

② 道場満行       年  道場名（          ） 

③ 入行経験なし（教師養成道場以外の方は、具体的に記入してください） 

【【注注意意事事項項】】参参加加資資格格はは、、僧僧籍籍登登録録済済みみのの1188歳歳以以上上でで、、伝伝宗宗伝伝戒戒道道場場成成満満ででなないい方方でですす。。  

備考 : 

 

キ 

リ 

ト 

リ 

※本山記入欄　　受付日	令和3年　　月　　日	　　受付者	　　　　　　　　　
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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

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

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

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】

指導者講習会
令和4年2月2日
浄土宗宗務庁
（京都）

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
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

中止

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

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

中止

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
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

東京教区
11月20日
※オンライン
併修

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

尾張教区
6月18日
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

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
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 新潟教区
令和4年
2月25日

福井教区
令和4年2月
予定

石川教区

近
畿
地
区

滋賀教区
5月24日
（草津市）
滋賀教区教務所
※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

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
令和4年2月8日
和歌山刑務所

奈良教区
6月17日
　　～18日
THE 
KASHIHARA

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

広島教区
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

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

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

令和3年度 団体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。
※以下の行事予定は令和3年12月13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。
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講習1「私の歩んできた音楽布教の道」
光誉 祐華

講師紹介：
奈良教区西迎院副住職、総本山知恩院布教師
昭和57年生まれ、広い世代の方が佛様とご縁
を結ぶ架け橋になれるよう、平成 19 年より愛
$菩薩（あいどるぼさつ）という名で歌と法話
の仏教伝道ライブを始める。平成 29 年 7 月、
戒名である光誉祐華に改名。
宗派を問わず全国の寺院やライブハウスで布
教活動中。
音源発表 アルバム：
平成24年 1st『菩薩 Revolution』（完売）・平成
28年 2nd『菩薩 Calling』、シングル:平成29年
1st『光』・令和元年2nd『回向』
HP http://koyo-yuka.com/

講習2「キラキラ輝く夢を引き出す
　　　　　　　　ステキな応援方法」

つだつよし
講師紹介：
大分舞鶴高校ラグビー部時代全国大会ベスト
8の成績で卒業後、吉本興業福岡事務所に所属
し8年間芸人として活動する。独立後、タレン
ト活動の他様々なメディア制作を手がける。
教育分野では大分県推奨のもとフリースクー
ルの設立（現 代表）、専門学校長（現 顧問）、
キャリア教育開発団体理事等に就任。現在は、
自身が主催する「伝える技術育成 津田塾」を
設立し、企業・教育現場で年間100回以上の講
演講師の活動を行う。2018年～2020年には、
ニューヨークでの講演も成功させる。
著書　「らららのいろは」、「ダイバーシティ時
代に必要な巻き込み力」

●講題・講師

日 時

場 所

令和4年 2月2日（水）午前10時 から午後4時30分 まで　※午前9時30分受付開始

浄土宗宗務庁京都3F講堂（定員：50名まで）
〒605-0062 京都市東山区林下町400-8 TEL 075-525-2200

オンライン受講（定員：90名まで）
※Zoomによるオンライン受講をご希望の方は、郵便振替または現金書留で参加費ご入金確
認後Zoom入室要項を個別に送付いたします。

●日　程　（1日開催、講習のみです）

9：30 受付 14：00 休憩

10：00 開講式 14：30 講習3　山添真寛

10：30 講習1　光誉祐華 16：00 閉講式

12：00 昼休憩 16：30 解散

13：00 講習2　つだつよし

第37回 浄土宗児童教化連盟指導者講習会
　未だ新型コロナウイルスの収束が見通せない状況下ではございますが、感染対策を講じた上で
本年度の指導者講習会を下記のとおり開催いたします。会員はもとより教師、寺庭婦人、児童教化
に携わる方々のお一人でも多くのご参加をお待ち申し上げます。

テーマ：「コドモ☆生き生き」― たくましく生きる子どもたち ―

次頁へつづく→
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講習3 「思いっきり楽しむ紙芝居 ～つながれ心～」
山添�真寛

講師紹介：
浄観寺（滋賀県信楽町）に生まれる。大阪芸術短
期大学で美術全般を学び、20代前半より東京の
劇団「青年劇場」で活動。退団後、エツコ・ワー
ルドに勤務し公演の営業、およびスタッフを勤
める。会社移転に伴い滋賀県に移住し、40歳よ
り紙芝居、人形芝居の上演活動を始める。退社
後、生まれ育ったお寺に戻り僧侶として再出発
する。合わせて上演活動を続け、自称「浄土宗
の劇団ひとり」として全国巡演を開始。年間約
100ステージの上演を行う。現在は、京都を拠点
に移しお寺の法要、幼稚園保育園、フェスティ
バルなどでの活動の他、「おてらおやつクラブ」
（2018年グッドデザイン大賞受賞）より「おてら
おやつ劇場」のメインアクターとしても活動中。

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

教区名・組名・寺院番号・所属寺院名・氏名・電話
番号を明記の上、郵送・FAX・Eメールで下記
事務局までお申し込み下さい。
※Eメールで申し込みの場合は事務局から必
ず確認メールをお送りいたします。確認メー
ルが届かない場合は再度送信して下さい｡

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

令和4年1月15日（土）
当日参加も可能ですが、なるべく事前にお申
し込み頂きますようお願いいたします。
締切を過ぎますと、参加者名簿にご芳名が掲
載できない場合もあります。
●備　考  ...........................................................

新型コロナウイルス感染拡大予防対策

ご協力をお願い致します。
今後の新型コロナウィルス感染状況により、
講演内容の変更および直前の開催中止もあり
得ます。当講習会でクラスターが発生した場
合、行政機関へ会場参加者名簿を提出致しま
す。上記の際には参加申込者へ個別にご連絡
申し上げます。以上予めご了承ください。
●申込先（問合先）  ............................................

浄土宗児童教化連盟事務局
〒870 -0819	大分市王子新町7-1	安養寺中　
事務局長　阿部昌道
TEL	097 -543 -1522
Eメール	jikyouren@gmail.com

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

当連盟会員・本宗教師・寺庭婦人・寺族および児
童教化を志す方。一般参加も大歓迎。
●会　費  ...........................................................

参加費　3,000円

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

各自でご準備下さい。（会場内での食事はお控
えください。）
●宿　泊  ...........................................................

各自でご準備下さい。

浄土宗児童教化連盟　第37回指導者講習会　申込書
FAXの場合切り取らずに事務局097-543-1528へ送信願います。

参加方法に〇印を記入 　　　　会場　　　・　　　オンライン

教区名 組名 寺院番号

所属寺院名 氏名

当日に連絡可能な携帯電話番号

Eメール　※オンライン参加の方は手続きが円滑に捗りますのでご記入ください。

※2名以上の申込みはお手数ですがこの用紙をコピーの上送信願います。
※お預かりした個人情報は当講習会運営のみに使用し当連盟事務局が適切に処理いたします。

振込先（郵便振替）
０１７６０－６－１３８９９５	浄土宗児童教化連盟
※通信欄に「指導者講習会参加費〇名分」と	
　ご記入ください。

マスク着用・手指消毒・入場前検温・
会場内換気の励行
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令令和和 33年年度度  浄浄土土宗宗寺寺庭庭婦婦人人会会  

心心ののケケアア支支援援ププロロジジェェククトト                

 

 

 浄土宗開宗 850年に向けて、寺庭婦人として知っておきたい法然上人の 

 み教えを学び、しっかりと信仰の土台を築いて参りましょう。  

日日  時時  令令和和 44年年 22月月 33日日((木木))午午後後 11時時～～44時時  

場場  所所  浄浄土土宗宗教教化化研研修修会会館館（（源源光光院院））  

    〒〒660055--00006622  京京都都市市東東山山区区林林下下町町 441166  電電話話 007755--774444--00336600  

  ●講題・講師                             

講講題題：：「「知知恩恩院院のの歴歴史史ととそそのの周周辺辺」」  

講講師師：：    伊伊藤藤  茂茂樹樹    

        奈良教区称念寺住職        

    華頂短期大学准教授  

    総本山知恩院浄土宗学研究所副主任 

 ●参参加加形形態態  

    ①現地受講(30名)  ②ZOOM受講  ③DVD購入 

 ●注意事項………………………………………… 

    <オンライン Zoom受講 定員 300名> 

 ・参加者へは、ミーティング IDとパスコード 

  をメールで事前にお知らせ致します。 

  オンライン受講される方はあらかじめ Zoom 

  のホームページよりダウンロードをお願い 

  いたします。 

 ・受講中は講師の妨げにならないよう、音声をミュート（消音）にして下さい。  

  チャット及び「画面共有」の使用などは固く禁じます。 

 ・肖像権、著作権等の理由から、講義の録画・録音、ログイン ID・パスコード 

  の他者への伝達、申込者以外の視聴、資料の複製・転載・譲渡を禁止致します。  

法法然然上上人人みみ教教ええセセミミナナ－－  

●対対  象象    ………………………… 

 浄土宗寺庭婦人会会員 

●参参加加費費    ………………………… 

 1,000円 

●持持参参品品  

  寺庭婦人袈裟、念珠、筆記用具 

●申申込込締締切切 ………………………… 

 令和 4年 1月 20日(木) 

 （教区会長経由） 

●申申込込先先（（問問合合先先））…………………   

  浄浄土土宗宗寺寺庭庭婦婦人人会会事事務務局局  
  〒519-2426三重県多気郡大台町下楠 493 
  宝泉寺内 
  TEL・FAX：0598-83-2047 
  オオンンラライインン担担当当  
  Ｅメール：j.jiteihujinkai＠gmail.com 
  

日 時

会 場

●参加形態 ..................................................

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

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

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

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

●申込先（問合先）  .............................
●注意事項 ..................................................

令和3年度 浄土宗寺庭婦人会
心のケア支援プロジェクト

●講題・講師
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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 

  浄土宗寺庭婦人会五重相伝を大本山百萬遍知恩寺様に於いて
下記の日程で開筵致します。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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第第４４７７回回浄浄土土宗宗ススカカウウトト指指導導者者研研修修会会

開開催催ののおお知知ららせせ 
 

浄土宗スカウト連合協議会では、スカウトをはじめ青少年を指導する方々を対象に研修会を開催し

ています。コロナ禍で延期になっておりましたが、落ち着きを見せていますので、対策を取りながら、

下記にて開催すべく準備を進めています。皆さまにおかれましては、無理のない範囲でご参加をお願

いします。会員の皆様はもちろんのこと、特に青少年教化活動にたずさわっておられる青年会会員諸

師、御寺院の関係の皆様のご参加も心待ちにしております。なお、本研修会修了者には宗からの修了

証（普通講習扱い）が発行されます。 
※状況により事前 PCR 検査等を実施したり、研修会を中止にしたりする場合があります。 

浄土宗スカウト連合協議会 
理事長 濱田智海 

 
●日 時―――令和４年２月２６日（土）１３時～２７日（日）1２時まで 
 
●場 所―――瑞相寺（山口教区周東第二組 No.23） 

〒742-0022 山口県柳井市柳井津 308 
電話 0820-22-0427 
交通 JR 山陽本線 柳井駅から徒歩 10 分 

岩国錦帯橋空港からいわくにバスと JR 山陽本線を乗り継い 
で約 50 分（待ち時間含まず） 

 
●受講対象―――本宗教師・寺庭・青年会員・本会会員とその推薦者 
 
●テーマ 

「スカウトの地域貢献活動」 
 
●講題／講師 

研修Ⅰ 「柳井の発展と瑞相寺」 
講師 松島 幸雄（柳井市郷談会会長・社会教育指導員） 

研修Ⅱ 「円頓戒と地域貢献」 
 講師 柴田 泰山（福岡教区東筑組弘善寺住職・大正大学非常勤講師） 

研修Ⅲ 「スカウトの地域貢献活動 ～ボーイスカウト水俣 1 団の事例より～（仮題）」 
講師 濱田 智海（熊本教区第二組西生院住職・当会理事長） 

研修Ⅳ 白壁の町並み（国の重要伝統的建造物群保存地区）見学 
 ボランティアガイドの案内で町を歩きます。入館料が掛かる施設があります。 
 
●持 参 品―――スカウト制服またはネッカチーフ、筆記用具、その他 1 泊舎営に必要なもの。 
 
●申込締切―――令和４年２月１５日（火）必着 
 
●必要経費―――参加費は、研修会当日受付にて徴収いたします。  

参加費３,０００円 
 
 
 
 

次頁へつづく→
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●宿泊場所―――ホテルに宿泊を希望される方は、１月１４日（金）までに事務局へお申し込み下さ 
い。それ以外は各自でご手配ください。宿泊費等は各自で清算していただきます。 
 

＜宿泊予定ホテル＞ 
柳井グランドホテル シングル（１泊 6,990 円 朝食 990 円） 
柳井市中央２-２-22 電話 0820-23-0030 FAX0820-22-0535 
柳井駅より徒歩３分 

 
●懇談会会場――未定 
 
●参加申込―――参加希望者はメールまたは FAX にて、所属寺院名（教区・組・寺院番号）、所属団  

名、年齢、性別、氏名、連絡先住所、電話番号、FAX 番号、メールアドレスおよび 
アレルギーの有無などの特記事項、宿泊手配希望有無、もし途中参加退出される場 
合はその旨を明記の上、事務局へお申し込み下さい。 

 
●日 程 

２月２６日（土） ２月２７日（日） 

12:30 集合・受付 8:30 集合・勤行・朝礼 

13:00 開講式・記念撮影 9:00 研修Ⅲ  

13:30 研修Ⅰ  10:30 研修Ⅳ  

15:00 休憩 11:30 閉講式・解散 

15:10 研修Ⅱ   

16:40 別時念仏会   

17:40 宿泊施設へ移動   

18:30 懇談会（未定）   

※日程は都合により一部変更することがあります。 

 
 
 
浄土宗スカウト連合協議会では、スカウト活動に興味のある方、スカウト活動に関わってくださる方のご入会

を募集しております。事務局まで、お気軽にお問い合わせ下さい。 
 
【申し込み・問い合わせ】浄土宗スカウト連合協議会事務局 
  東京教区玉川組祐天寺内（担当 脇川・野城ﾔｼﾛ） 

TEL : 03-3712-9960 FAX : 03-3760-6283 
                      E-mail:  scout-info@jodo.or.jp 
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令和3年度 浄土宗総合研究所シンポジウム

　DNA上の遺伝情報（ゲノム）を自在に書き換える技術である「ゲノム編集」。従来の遺伝子組換え技
術よりも、確実性・汎用性・操作性などが圧倒的に優れており、研究領域だけでなく産業領域、とくに農業・
エネルギー・医療などの分野での活用が急速に進みつつある一方、ゲノムを人為的に改変することに対
して、倫理的・哲学的な面でさまざまな疑問や警鐘が提起されています。
　本シンポジウムでは、ゲノム編集の仕組みや遺伝子組換え技術との違い、具体的な活用例などを紹介
したうえで、この技術の問題点について、仏教者として抱く懸念や違和感を軸に検討してゆきます。ゲノ
ム編集をはじめとする科学技術の進展に対して、私たちはどう向き合ってゆくのか、みなさまと一緒に考え
る機会になれば幸いです。

ゲノム編集と私たち
─科学技術の進展に宗教者はどう向き合うか─

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

どなたでも参加できます。参加費無料。

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

研究所ホームページからお申し込みください。
https://jsri.jodo.or.jp/

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

浄土宗総合研究所
〒105 -0011	東京都港区芝公園4-7 -4　
明照会館4F
TEL	03 -5472 -6571　FAX	03 -3438 -4033
Eメール	info@jsri.jp

日 時

場 所

令和4年 2月21日（月）13時 から 16時30分 まで

オンライン会議システムを利用
※会場での実施はありません

当研究所「科学技術の進展に伴う社会の変化と
浄土宗の対応」プロジェクトメンバー

●登壇者

●タイムテーブル

13：00 開会・挨拶・趣旨説明

13：20 第1部： ゲノム編集で何ができるのか

14：20 第2部： 宗教者・仏教者とゲノム編集

15：40 第3部： 質疑応答・総括

16：30 閉会

新着
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　浄土学研究会では、下記の通り公開講座を開催いたします。ふるってご参加ください。なお対面を
主としながらもZoom（オンライン）での聴講も準備しております。例年と申し込み方法等も異なりますの
で、ご注意ください。

第10回 浄土学研究会公開講座
（ハイブリッド型開催）

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

広く一般に公開します

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

無料

●申し込み方法  ................................................

参加御希望の方は、申込フォーム
（https://forms.gle/iHQ7F51U
vhyT8APc7）もしくは右に掲載
のQRコードからお申し込みく
ださい。
メールでの申込を希望される場合は、右記の
事務局まで「所属」「氏名」「メールアドレス」を
記してお送りください。
ZoomのミーティングID・パスコードは、開催
1週間ほど前にメールでご案内いたします。

●主催（問合先） ................................................

浄土学研究会 事務局
〒170 -8470 東京都豊島区西巣鴨3-20 -1
大正大学浄土学教授室内
Eメール joudo@mail.tais.ac.jp

●浄土学研究会について  .................................

　昭和5年からの歴史を有する大正大学浄土
学研究会は、浄土教に関わることを広く研究
してまいりました。この研究会が、平成17年
に組織改編を行い「浄土学研究会」に改称し、
学外からの会員も募り、一般の学会としてス
タートしました。
　浄土宗教師の方々はもちろん、宗外の浄土
教研究者も集い研鑽を重ねております。学術
大会と公開講座を各年1回開催し、雑誌『浄土
学』の刊行を行っています。ご入会を希望され
る方は上記問い合わせ先まで「お名前・住所・
電話番号」をご連絡ください。（年会費：一般
会員5,000円、購読会員3,000円）

日 時

場 所

令和4年 2月10日（木）午後3時30分 から 5時30分 まで

大正大学（対面）もしくは　Zoom（オンライン）
（対面で聴講される方も、必ず下記より事前にお申し込みください）
※感染状況によってはオンラインのみでの開催と変更となる場合があります。

「中国仏教における仏身論について」
佛教大学教授　曽和 義宏

●課題・講師

新着
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浄土宗教師資格の取得について 

お知らせ

本学では、浄土宗教師資格取得を目指す学生のために宗門子弟教育を行っ

ています。入学後は、所定の科目を履修し単位を取得することによって伝宗

伝戒道場（加行）の入行資格を得ることができます。

＜編入学について＞

既卒大学の単位を活かし、新たに僧侶資格単位を取得することによって、

2 年間で資格を取得することができます。短期間で浄土宗の教えを広く、深く

学ぶことができます。

入学試験・僧階取得についての問い合わせ先

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

【受付時間 10：00～18：00（月～金）】

※仏教学科以外で僧階の取得をご希望の方はご相談ください。

文学部 

日本文学科 
人文学科 

文学部 文学部 

人文学科 
日本文学科 
人文学科 
日本文学科 日本文学科 日本文学科 

表現学部

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

文学部 文学部 

日本文学科 日本文学科 日本文学科 日本文学科 

文学部 

日本文学科 日本文学科 

仏教学部

人文学科 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

89和合　令和4年　1月号



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

学習システムを導入

在宅での科目最終試験受験が可能

実践道場を夏に加え、冬にも開講

※実践道場は 泊 日（２回） 泊 日（ 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「2022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 年間となり、最長 年間在籍することが可能です。

② 年間で 単位の修得が必要となります。（取得可能分限：僧階 少僧都、教階 輔教、学階 得業）
※カリキュラムやスクーリングの日程等の詳細は次頁を確認してください。

③ 必要経費（学費・スクーリング履修費・学友会費等）は 年間で、 円となります。
※学費、スクーリング履修費は毎年改定する可能性があります。

※在籍を延長する場合［ 年以上在籍する場合］は、継続料 円、システム利用料 円、学友会費 円および

学費 円（スクーリング履修費別）が必要となります。

④ 本科目履修コースを修了しても、 年制大学を卒業できなかった場合は、僧階－少僧都は叙任されません。

『『現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 年制大学在籍者

または卒業者で入学年度に満満 歳歳をを超超ええるる方方

『『実実践践仏仏教教』』はは年年 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 回あり

ます。

※実践道場は夏休み期間（ 月下旬）と春休み期間

（ 月中旬）に開講予定

※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

『『 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。

※テキスト履修科目のみ

※スクーリング科目は登学が必要です

『『最最短短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

年間で浄土宗教師資格の取得が可能です。

※高卒の方は学部（本科）へのご入学が必要となり、

最短 年の在籍が必要です
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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 必

浄土学の基礎 浄土学の基礎 必

三部経の思想 浄土三部経研究１ 必

浄土宗日常勤行式の解説 浄土宗日常勤行式の解説 必

浄土教の歴史 浄土教史 必

選択集の思想 選択集講読１ 必

浄土宗の歴史 浄土宗史 必

浄土三部経研究２ 必

選択集講読２ 必

浄土学研究 選

浄土宗学研究 選

三部経特講 選

選択集特講 選

法然の法語特講 選

三巻書特講 選

円頓戒特講 選

論註特講 選

観経疏特講 選

安楽集特講 選

法然門下の思想 法然門下の思想 選

小　　計

釈尊の生涯と思想 ブッダの教え 必

仏教学の基礎 仏教学の基礎 必

日本仏教史（仏教伝来～平安） 選

日本仏教史（鎌倉以降） 選

仏教学研究（初期・部派） 選

仏教学研究（大乗・チベット） 選

大乗仏教思想史 選

中国仏教史 選

インド仏教史 選

各宗の概要等 天台教学 選

小　　計

現代社会と人間 浄土宗と加行１（伝法） 必

浄土宗と加行２（円頓戒） 必

人権（同和）教育 必

宗教法制 仏教の儀礼と儀式 必

仏教と人権 仏教と福祉 　 選

仏教の儀礼と儀式 宗教法制 選

宗教学概論 選

仏教看護 選

小　　計

実践仏教学１ 必

法式実習１ 必

実践仏教学２ 必

法式実習２ 必

法式実習３ 必

法式実習４ 必

伝道Ⅰ（念仏講話） 仏教伝道学 T・S 必

詠唱 詠唱 必

伝道Ⅱ 仏教伝道学Ⅱ T・S 必

小　　計

合　　計 上記60単位を履修すること

　必修科目9科目18単位、選
択科目6単位、合計24単位を
履修すること

科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
（2022年度）

修得
単位

備　　　考

現
代
社
会
と
教
団
に
関
す
る
科
目

日本仏教の歴史と教え

仏教の受容と展開

仏教史

仏
教
学
に
関
す
る
科
目

浄
土
学
に
関
す
る
科
目

　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）

宗教学、社会福祉学、
臨床心理学などの概論科目

2022年度のスクーリングの日程につ
いては、決定次第、掲載いたしま

す。

　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

浄土教の思想と展開
（三部経、選択集、
　三巻書、円頓戒等）

《履修上の注意事項》
　①「実践仏教学１」「法式実習１」のスクーリングは、「仏教の儀礼と儀式」を履修後でなければ受講することができない。
　　（同時に申込可能であるが、「仏教の儀礼と儀式」が不合格となった場合、「実践仏教学１」「法式実習１」の受講は取り消しとなる。）
　②「実践仏教学２」「法式実習２」「仏教伝道学」「仏教伝道学２」「詠唱」のスクーリングは、「実践仏教学１」「法式実習１」を履修完了しなければ受講することはできない。
　③「選択集講読２」のスクーリングは、「選択集講読１」を履修後に受講することが望ましい。
　④「法式実習３」「法式実習４」のスクーリングは、「実践仏教学２」「法式実習２」を履修後でなければ受講することができない。
　　（同時に申込可能であるが、「実践仏教学２」「法式実習２」が不合格となった場合、「法式実習３」「法式実習４」の受講は取り消しとなる。）

《伝宗伝戒道場入行資格について》
　①入行資格の有無は、上記60単位の科目が履修済であるかで判定する。テキスト履修科目は、入行を希望する当該年の8月に実施される科目最終試験までに受験・合格すること。
　　スクーリング科目は夏期・集中Ⅱ（実仏1）スクーリングまでに受講し合格すること。
　②「実践仏教学１」「法式実習１」を履修後５年以内に入行資格を得て伝宗伝戎道場に入行すること。

　合計14単位を履修すること

法式（上級）

僧
侶
の
実
践
に
関
す
る
科
目

法式（初級）
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学
階

僧
階

教
階

得
　
業

少
僧
都

輔
　
教

浄土学研究

浄土宗学研究

三部経特講

選択集特講

法然の法語特講

三巻書特講

円頓戒特講

論註特講

観経疏特講

安楽集特講

法然門下の思想

日本仏教史
（仏教伝来～平安）

日本仏教史
（鎌倉以降）

仏教学研究
（初期・部派）

仏教学研究
（大乗・チベット）

大乗仏教思想史

中国仏教史

インド仏教史

天台教学

仏教と福祉

宗教学

仏教看護

僧侶の実践に
関する科目

仏教伝道学Ⅱ T・S

スクーリング履修費

〒〒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」おいても、さらに6単位を修得することで

スクーリング（2022年度）

少僧都・輔教・得業

◆スクーリングの受講種別により開講形態が異なるため、受講日数が変動する場合があります。

12日間（7科目）

10日間（6科目）

　した場合は学費およびスクーリング履修費は異なります。

「輔教」を取得希望の
場合は、「現代社会と
教団に関する科目」か
ら4単位以上、僧侶の実
践に関する科目」から2
単位の合計6単位以上を
履修すること

履修
方法

浄土学に
関する科目

現代社会と教
団に関する科

目

開講
単位

　　①所定の質問用紙（本誌同封）に在籍時の学籍番号を明記
　　②返信用封筒（長3〔23.5cm×12cm〕、宛名明記、94円切手貼付）

宛宛先先

法然門下の思想

【【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

仏教学に
関する科目

備考

「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
修得
単位

種別

◆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

履修費
（円）

僧階・教階・学階

2022年度のスクーリングの日程につ
いては、

決定次第、掲載いたします。

※スクーリング科目は科目により開講形態（対面開講、オンライン開講）が異なります。

　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

　わせください。

◆上記の金額は「浄土学に関する科目」、「仏教学に関する科目」についてテキスト履修を選択した場合の金額です。スクーリング履修を選択

◆履修科目について、佛教大学通信教育課程においてすでに修得済み科目がある方は、一部履修が不要となる場合がありますので、入学志願前に本学へお問い合

入学時の必要経費（登録料+学費） スクーリング受講日数（科目数）

　申請の詳細については、浄土宗宗務庁へお問い合わせください。

少僧都・得業

【【留留意意事事項項】】

◆必要単位を修得後、申請により「単位修得証明書（宗務庁用）」を発行いたしますので、各自で僧階の進叙および教階・学階の新授与の申請を行ってください。
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■受講希望回の（全科目・一部科目）ご希望の欄に〇印をご記入ください。

回数 開催期日 全科目受講 部分受講

第35回 令和4年 2月9日～10日

一部科目受講希望者の方には後日電話にて希望科目の確認をさせていただきます。

■ご希望講座の受講方法欄に〇印をご記入ください。

講座名 開催期日 受講方法 【対面】 受講方法 【Zoom】

授戒会編（第5回） 令和4年 1月26日（水）

授戒会編（第6回） 令和4年 2月21日（月）

『選択集』編（第16回） 令和4年 1月31日（月）

阿弥陀仏編（第7回） 令和4年 2月8日（火）

ともいき編（第1回） 令和4年 3月8日（火）

ともいき編（第2回） 令和4年 3月16日（水）

オンライン講座をご希望の方は、資料送付等の都合上、E-mailアドレスを必ずご記入ください。

■授戒会編・法式編では事前に質問を受けつけています。ご希望の方はご記入ください。

教師研修会受講申込

実践講座申込

連絡先　※必ずご記入ください。

申し込みの受付確認を行うため
受付後、FAXにて返信いたします。

教区 組 寺院№ 寺院名

氏名 E-mail

住所　〒

携帯 TEL FAX

浄土宗教師研修会館本部  教師研修会・実践講座 申込用紙
FAX 075-744-0363

受付印
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FAX
  075-531-5105

第494回教化高等講習会
（総本山知恩院冬安居道場併修）

受講申請書（対面のみ）

【注意事項】
1 . 自家用車での登嶺は一切禁止します。公共の交通機関をご利用ください。

2. 講習会開催期間中、受講者の本山食堂の利用は一切禁止します。
また、希望者への昼食の提供も行っておりません。昼食は各自でご手配ください。

※ 上記個人情報は個人情報保護の関連法令及び浄土宗の関連規程に基づいてお取り扱い致します。

問合先  ......................................................................

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

下記枠内の必要事項をご記入のうえ、FAX等にてお送りください。
※WEB受講の方は以下の内容をメールでお送りください。FAX等では受付けません。

受付印

令和　　　年　　　月　　　日

所　属

教　区 組 寺院№ 寺院名

ふりがな

氏　名

TEL FAX

許可証
送付先

※ 所属寺院の場合は記入しないでください。

〒　　　－

【申請者】

●受付期間　　令和3年12月1日（水）から令和4年1月14（金）まで（必着）
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FAX
   075-531-5105

  第118回教学高等講習会
  対面・スクリーン受講申請書

下記枠内の必要事項をご記入のうえ、FAXまたはEメールにてお送りください。
※WEB受講の方は以下の内容をメールでお送りください。FAX等では受付けません。

令和　　　年　　　月　　　日

所　属

教　区 組 寺院№ 寺院名

ふりがな

氏　名

許可証
送付先

※ 所属寺院の場合は記入の必要はありません。

〒　　　－

TEL（　　　　　　）　　　　　　－

受講形態 ➡　〇、×をつけてください

教化研修会館で受講
（対面またはスクリーン受講） 希望する 希望しない

宗務庁（東京）で受講
（対面またはスクリーン受講） 希望する 希望しない

【注意事項】
1 . 自家用車での来庁は禁止します。公共の交通機関をご利用ください。
2. 食事・宿泊の手配はご自身でお願いします。
※ 上記個人情報は個人情報保護の関連法令及び浄土宗の関連規程に基づいてお取り扱い致します。

問合先  ......................................................................

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

受付印

●受付期間　　令和3年12月1日（水）から令和4年1月31日（月）まで（必着）

※講師の出講状況に
より対面受講では
なく、スクリーン
受講となる場合が
あります。
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【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

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

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。

浄土宗教学部  案内資料請求書
FAX 075-531-5105

受付印
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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

浄土宗出版からのお知らせ
　浄土宗出版では、僧侶向けには教学・法式・布教の各方面の研鑽を深めるための書籍を、檀
信徒向けには浄土宗の教えを知っていただくため、「読んでいただく教化活動」をモットーに、

『浄土宗新聞』『かるな』をはじめとした定期刊行物、教化・施本シリーズ『てらこやブックス』
など、バリエーション豊富に取り揃えております。販売書籍につきましては、令和3年5月号
宗報同封の出版目録、または浄土宗出版ウェブサイトをご覧ください。

この機会にぜひ、浄土宗出版ウェブサイトをご活用ください！
 クレジットカード決済が可能！（ウェブサイトからのご注文のみ） 

浄土宗出版のウェブサイトからご注文いただくと、クレジットカード決済が可能となります。
※お電話やFAXからのご注文ではご利用になれません。
※定期購読商品はクレジットカード決済に対応しておりません。

①ご寺院名での請求書の発行が可能に！
僧侶会員としてのご利用では個人名での発行しかできませんが、寺院会員としてご注文い
ただければご寺院名での請求書・領収書の発行が可能になります。

②『浄土宗新聞』発送先の管理・送付部数の
　変更などがご自身で可能に！
ご好評いただいている『浄土宗新聞』の定期発送ですが、

「代行発送を依頼しているが、現在誰に、どの住所に送って
いるかわからない」

「部数の変更を毎回浄土宗出版に連絡するのもめんどう・・・」
そんなお声も多くいただきました。
寺院会員としてログインいただくと、
ご住職様自身で発送先の管理・部数変更をしていただくこと
が可能になります。

寺院会員としてログインいただくと便利です！
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TEL 03-3436-3700（注文専用）　FAX 03-3436 -3356
浄土宗出版ウェブサイト　https://press.jodo.or.jp/

スマートフォンでもご利用いただけます！

浄土宗出版ウェブサイトでは、スマートフォン表示
にも対応しており、文字やボタンが大きく表示され
直感的に操作することができます。

「外出先で急に注文したい商品を思い出した！」
「お檀家さまの浄土宗新聞定期発送の状況をすぐに
確認したい」※
そんな時にも便利です。

※発送状況の確認には、寺院会員登録が必要にな
ります。

ウェブサイトへのアクセスは、浄土宗出版で検索
または、右記QRコードから

③『浄土宗月訓カレンダー』・『浄土宝暦』の刷り込み印刷の注文も！
『浄土宗月訓カレンダー』『浄土宝暦』の刷り込み印刷のご注文がより簡単に！
前年と同じ印刷内容（修正なし）の場合、寺院会員としてログインいただくと、申込書郵送の
手間をかけずに浄土宗出版のウェブサイトからご注文が可能です。

※初めて刷り込み印刷をご注文される方、前年に刷り込み印刷をされていない方、前年から
印刷内容にご変更がある方は専用申込用紙にてご注文をお願いいたします。

※令和4年版『浄土宗月訓カレンダー』『浄土宝暦』の刷り込み印刷は受付を終了しており
ます。

寺院会員への登録をご希望の方は、浄土宗出版までご連絡ください。
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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
浄土宗出版ウェブサイト　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
ウェブサイト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。

ウェブサイトから
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。

102 和合　令和4年　1月号



〒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
浄土宗出版ウェブサイト　https://press.jodo.or.jp/

浄土宗出版

御 忌

仏教から趣味・生活まで豊富な話題！
どなたにも楽しみながら学んでいただける季刊冊子です。

お寺と檀信徒をむすぶ

ご利用には定期購読が便利です！

ご利用には定期購読が便利です！

充実の9項目

ふれあいマガジン

行事シリーズ

A5判　24ページ　オールカラー

19.6cm×39cm（四つ折り） 1部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』12月号に行事シリーズ『御忌』、11月号に『かるな』冬号のサンプルを同梱しております。

御 忌

年中行
事で

檀信徒
さまに

お配り
くださ

い！



令和4年版  浄土宗月訓カレンダー・浄土宝暦

毎年ご好評をいただいている浄土宗月訓カレンダー・浄土宝暦。
本年も85万部（12月現在）のご注文をいただいております。
刷り込み印刷の受付は11月10日をもって終了いたしましたが、

刷り込み印刷無しのご注文は受け付けております！
　　　　　　　　　　　　ぜひ、お早めのご注文を！

ご注文は、宗報12月号同封の専用申込用紙（郵送・FAX）または浄土宗出版ウェブサイトから。
※ウェブサイトからのお申し込みには寺院専用ログイン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。

浄土宗月訓カレンダー
１部　188円 （税込）　※送料別途

16枚綴 ／ 31.5cm×12.5cm

見開き上頁を標語（月訓）、下頁をカレンダーとした見やすい構成です。
毎月の標語は、大本山善導寺67世ご法主・阿川文正台下にご揮毫いただ
きました。表紙絵は、法然上人が厳しい修行の末、「開宗の御文」と出会い、
念仏往生に対する確信を得たことを、雪解けの季節になぞらえて描いた、
イラストレーター・松井しのぶさんによる作品です。

浄土宝暦
１部　132円 （税込）　※送料別途
B6判 ／ 64頁 ／ 発行：公益財団法人浄土宗ともいき財団

浄土宗の年中行事をわかりやすく収載。檀信徒の皆さまの様々な疑問にお
答えする知恵袋的な内容も好評です。表紙絵と挿絵はさいとうかこみさん。

【こんな疑問に】
「法然上人ってどんな方？」 ⇒浄土宗の教えとともに見開き解説
「身内の不幸ごとがあったら…？」 ⇒仏事のマナーを詳しく収録
「浄土宗のお寺を巡りたいけど…」 ⇒総大本山の行事、法然上人二十五霊場が

　わかる！

ご注文、まだ  間に合います!!

刷り込み受付
終了しました

刷
り
込
み
受
付

終
了
し
ま
し
た

専用封筒付き

数に限りがございます




