


身近な人権問題を考える
―ジェンダーの平等について―

浄土宗人権センターでは、人権問題を身近に感じ、学びを深めてもらうため、浄土宗教学部と連携
し実践講座（ともいき編）を行っています。
本年度は、社会的にも注目を集めているSDGs（持続可能な開発目標）で掲げられている17目標の

なかから、人権問題と関わりが深い「ジェンダーの平等を実現しよう」について取り上げます。ジェン
ダーの問題は、近年の報道によって知られるようになり、新しい人権問題のように思えますが、人と人
が一緒に生活していくなかで昔から存在する人権問題です。男性、女性だからとの考えではなく、性
別をこえてともに支え合い、笑顔でともに過ごす日常を目指して今回の講座を開講します。
人権問題は、遠くにある問題ではなく、身近に潜んでいます。学び、問題について知ることが差別
や偏見の解消に向けての第一歩です。受講を機会に、ジェンダーの問題について、一緒に考えてみ
ませんか。

受講対象
本宗僧侶・寺族
※宗徒の方も受講いただけます。

定員
教化研修会館での受講　50人
Zoomでの受講　300人

申込方法
『和合』35頁をご確認ください。

問合せ先
教化研修本部
TEL 075-744-0360
FAX 075-744-0363
Eメール kenshu-honbu@jodo.or.jp

実践講座  ともいき編（第1回）

令和4年3月8日火
午後零時50分から4時50分まで

浄土宗教化研修会館
（源光院）

講義①

「SDGs の中の
ジェンダー平等とは何か」
東海林良昌師

（浄土宗総合研究所研究員 
　　宮城教区雲上寺副住職）

講義②

「身近にあるジェンダー問題」
松波めぐみ氏

（大阪市立大学・龍谷大学非常勤講師）

講義③

「浄土宗におけるジェンダー平等
―法然上人の平等思想を通じて―」
工藤量導師

（浄土宗総合研究所研究員、
　　　大正大学非常勤講師）

※講義内容・日程の詳細については、
『和合』35頁をご覧ください。
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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』（平成9年／浄土宗発行）

「消息編」「法語類編」「対話編」を、このほど文庫版として
リニューアル。さらに近日、新編「伝語・制誡編」の発刊も
予定しております。
今号では、『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、
本書の活用法や印象に残るご法語について伺った内容を
お届けします。

―― さまざまなご苦労の末、発刊された『法然上人の
ご法語』ですが、数多くのご法語に触れる中で、特に
印象深いものなどはありますか。

袖山▶私にとって一番印象深いご法語は、「明遍僧都
との問答」ですね。

―前略―
　（すると僧都は）「至らぬ考えを巡らしますに、その

念仏往生の信心を揺るぎなくするために、重ねておう
かがいいたします。お念仏を称える時、心が散り乱れ
ますが、どうすればよろしいでしょう」と尋ねました。
上人は再び「人は、そもそも欲望が渦巻き、心が掻き
乱される迷いの世界に生まれた存在です。ですから、
どうして心が散り乱れないことなどありましょう。そのよ
うなことは、この源空にもまた力及ばぬことです。しか
しながら、心が散り乱れたままであっても、口に名号を
称えたならば、阿弥陀さまの本願のお力に乗じるので

後編

『文庫版 法然上人のご法語』シリーズ①～④
各1,100円（税込）
書籍のお申し込みについては浄土宗出版
ご利用ガイド（94頁）をご確認ください。

対談する袖山榮輝師（左）と林田康順師（右）
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すから、往生に疑いはありません。とにもかくにも、ひた
すらお念仏の功徳を積めばよいのです」とお答えにな
りました。

（『文庫版 法然上人のご法語③対話編』法語番号70）

　ここでは明遍僧都の「お念仏をとなえる時、心が散り
乱れてしまう」という不安に対して、法然上人は「この源
空にも力及ばぬこと」であるとして、ひたすらお念仏を続
けることを薦められます。
　もちろん、法然上人は、煩悩を消し去ることを最初か
らあきらめるように諭しているわけではなく、煩悩を無く
そう、減らそうと精進したとしても、どうしても自分の煩悩
に気が付いてしまうことがある、ということをおっしゃって
いるのだと思っています。さとりを開いたお釈迦さまでさ
え煩悩を滅しきったわけではなく、沸き起こらないように
制御しきったのであるといわれています。
　この「力およばず」というおことばは、法然上人の煩
悩が起こらないようにしようとされた、日頃のご精進を感
じることができる非常に好きなおことばです。
林田▶今の袖山先生からのお話に関係して、ご紹介し
たいご法語に、法然上人が晩年に述べられたとされる
次のものがあります。

ある人が法然上人に「善導大師が阿弥陀さまの第
十八念仏往生願を解釈するにあたり、その願文にある

『嘘偽りなく心の奧底からわが浄土に往生したいと願
う心』、すなわち安心を省略されたのはどういう理由か
らなのでしょうか」と質問しました。
法然上人は「『衆生が阿弥陀仏の名号を称えれば必
ず往生が叶う』と心得れば、三心は自ずと具わるもの
だからです。こうした道理を明らかにするために、善導
大師は略して解釈されているのです」とお答えになりま
した。

（『文庫版 法然上人のご法語③対話編』法語番号97）

　法然上人は、建永の法難の際、75歳で流罪の憂き目
にあわれます。上人は流罪の地から九条兼実公など身
近な方々に多くのお手紙を書かれていますが、その中
でお念仏をとなえなくなってしまう人々が増えてしまった
ことを嘆かれています。
　建永の法難は、念仏批判の強まりによって起こった
出来事でしたが、それはお念仏の教えを間違って受け
止めた人たちの生活のありようが大きな原因であった
と考えられます。これらの人々は阿弥陀仏の第十八願
の「至心信楽欲生我国」の部分を勝手に理解し、「三
心」の内「安心」を正しく受け止めさえすればそれで良

いと考えて、お念仏をとなえるという「乃至十念」の部分
を軽視し、むしろ戒律を破った方が信心深いとする者た
ちさえいました。法然上人はこうした者たちを「附仏法
の外道」であるとして、厳しく非難されています。
　そして法然上人はこのような状況にあって、あらため
て善導大師の書物をお読みになられました。そして、
大師が第十八願の解釈として「三心」を説明するうえ
で、あえて「安心」を省略されていることに着目され、こ
のご法語のように、お念仏をとなえることで「三心」は
おのずと具わるものであるとのお考えに至ったのではな
いかと思います。このようなお考えは『一枚起請文』の

「ただ一向に念仏すべし」というおことばにも表れてい
ます。
　袖山先生の取り上げられたご法語で「力及ばず」と
述べられたように、法然上人は三学の器にあらずという
自覚を持ちながらも、仏教者であるならば仏さまによろこ
んでもらえる日暮らしをしなければならない、そういった
振る舞いはお念仏をとなえる中で自然と身についていく
のだと示されました。この姿勢は『選択集』の執筆時期
までには見られないもので、晩年に生まれた思想だとさ
れますが、これが浄土宗の二祖三代に連なる「結帰一
行三昧」の姿になっていったと考えられます。
袖山▶今、林田先生がおっしゃったことはまさに法然上
人の真髄ではないかと思います。
　大正大学の学長を務められた松濤誠達先生はかつ
て、「常に修行をしているのがお釈迦さまの本来のお姿
である」とおっしゃられました。お釈迦さまは諸行無常
を理解しているからこそ、さとりを得た後も、その状態を
保つために、常に行を続けられたのです。そして、法然
上人の「常にお念仏をとなえなさい」とは「常に阿弥陀
さまと出会っている自分を作り出していきなさい」とおっ
しゃっているだけのことなのです。
　この、常に行を続けるという姿勢を忘れてしまえば、そ
れはもはや「仏教」ではなくなってしまうといえますし、法
然上人は、この部分において決してぶれることはありま
せんでした。
林田▶お釈迦さまの教えの中での浄土教といえば、以
前に袖山先生とともに『浄土宗の常識』（2003年、朱鷺
書房）という本の編集に携わらせていただきました。そ
のなかで「浄土宗」を説明するにあたって、袖山先生に
無理を言って、お釈迦さまの教えの中で浄土教の教え
に帰依する理由を書いていただいたことがありました。
袖山▶そんなこともありましたね。「南無阿弥陀仏」とお
となえさえすれば阿弥陀さまの慈悲によって往生はでき
ます。お釈迦さまはその慈悲を大切に受け止め、浄土
教を説かれました。しかし、その慈悲を逆手にとっては
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いけません。林田先生がよくおっしゃっているように、両
親がわが子の善い行いをよろこび、悪い行いを嘆くよう
に、阿弥陀さまもお念仏をとなえる者の善行をよろこび、
悪行を嘆かれます。そのことを肝に銘じ、仏さまがおよろ
こびになるような日暮らしをしなければなりません。
　行はやり続けるところに意味があるという部分は、お
釈迦さまの教えからお念仏の教えにつながっている部
分だと思っています。
林田▶私たちは、僧侶として仏教徒の名である戒名を
いただいて、檀信徒の皆さまにもお授けしています。申
しあげるまでもなく、私たちが仏弟子として戒体発得さ
せていただいて、檀信徒の皆さまにも戒を授けて、お浄
土に往生していただくわけです。仏弟子として、僧侶と
しての心の持ち方を忘れてはならないと思います。

―― ご法語一つひとつに法然上人の教えのエッセンス
がつまっているのですね。一方でお二人が布教や法話
の場で法然上人の教えを広めていく際に、よく使われる
ご法語などはありますか。

袖山▶条件に関わらず、誰もが平等にお念仏によって
往生できることを端的に表した次のご法語は、気が付く
と法話の場でよく使っています。

阿弥陀さまのお誓いは智恵のある人もない人も選ば
ず、戒律をまもれる人もまもれない人も区別することな
く、またお釈迦さまのいらっしゃった時代の人と、入滅さ
れた後の時代の人を区別することもなく、在家・出家を
区別することもなく、念仏往生の誓願はあらゆる人々に
対する平等の慈悲の御心から発されたのですから、人
を分け隔てするなどということは決してないのです。

（『文庫版 法然上人のご法語①消息編』法語番号24）

　阿弥陀さまは、最初から選別せず、比べようともせ
ず、価値判断をされません。本願にしたがってお念仏を
となえるか否かという一点でお慈悲を向けてくださると
いうのは、まさに平等といえます。そのことをお受け止め
になられたのが善導大師であり法然上人です。
　お説教の場で目の前にいる聴衆の一人ひとりに、「皆
さんにはそれまでの生き様がそれぞれあるのでしょうが、
それを卑下することなく、堂 と々お念仏をとなえていただ
きさえすれば、そのまま救われるのですよ」とお伝えする
ことで多くの人の救いになればと思っています。
林田▶私は、お説教の場ではなるべくお念仏の信仰の
素晴らしさをお伝えしたいと思っています。そこで、よく
使わせていただくのは『一紙小消息』の下記部分です。

うけがたき人
にんじん

身を受けて、あいがたき本願にあいて、お
こしがたき道心を発

おこ

して、はなれがたき輪廻の里をは
なれて、生まれがたき浄土に往生せん事、悦びの中の
悦びなり。

（『文庫版 法然上人のご法語①消息編』法語番号1）

　今はもしかすると辛くて苦しい方もおられるかもしれな
いけれど、お念仏の信仰をいただけることが「悦びの中
の悦び」であると、法然上人がおっしゃっているというこ
とをお伝えできるように布教・法話を組み立てるようにし
ています。
　また、『一紙小消息』の終わりの方にある次の一節も
よく用いています。

阿弥陀仏は不
ふ

取
しゅしょうがく

正覚の言
ことば

を成就して、現に彼の国に
ましませば、定

さだ

んで命
みょうじゅう

終の時は来迎したまわん。釈
尊は、善

よきかな

哉我が教えに随
したが

いて生
しょう

死
じ

を離ると知見した
まい、六方の諸仏は、悦ばしき哉我が証

しょうじょう

誠を信じて
不退の浄土に生まると悦びたもうらんと。天に仰ぎ地
に臥して悦ぶべし、このたび弥陀の本願にあう事を。
行
ぎょうじゅうざが

住坐臥にも報ずべし、かの仏の恩徳を。
 （『文庫版 法然上人のご法語①消息編』法語番号1）

　ご先祖さまや仏さまによろこんでいただける日暮らしを
していくことで、命終わる時、阿弥陀さまにご来迎してい
ただき、その姿を見たお釈迦さまに「善哉」とおっしゃっ
ていただき、六方の諸仏にもよろこんでいただける。この
ように、お念仏をおとなえし続けることで、仏さまにもよろ
こんでいただける生涯を送ることができるのです。私自

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。
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身もそういう人生を送りたいですし、そのように皆さまに
お伝えしていくことが大切なことなのだと思っています。
　そのことがまさに「天に仰ぎ地に臥して悦ぶ」べきこと
であり、仏さまによろこんでいただける報恩感謝の日暮らし
を送っていかなければならない、ということだと思います。

―― 教えを聞いた方々が、往生をされるそのときまで、
よりよく生きてほしいというお二人の想いを感じさせてい
ただきました。さて、制作に携わられた立場から特に活
用していただきたい部分などはありますか？

袖山▶索引はぜひ活用していただきたいですね。索引
には「法語別索引」（1巻は「消息別索引」）、「成句索
引」、「語句索引」があって、特に成句索引は、どこか
覚えているフレーズがあれば検索できるように作ろう、と
いうことで設けました。
林田▶ある程度長いセンテンスで区切った語句で調べ
られる成句索引がある書籍は珍しいと思います。
袖山▶「あのご法語って聞き覚えがあるけれど、どこに
出てきたっけ」「前後のフレーズはどうだったっけ」という
疑問を解決できるようにと設けています。逆に成句索引
を見ていただきながら、法話に使えそうなご法語に目星
をつけるといった使い方も良いと思います。また、ぜひ
覚えていただきたいフレーズを並べてみた、という意味
合いもあります。
林田▶一つのご法語につき一つの成句を索引に掲載
するということを原則に作成しています。作成はそれな
りに大変でしたが、良いものができたと思っていますの
で、ぜひ使っていただきたいです。

―― ありがとうございます。最後にあらためて本書へ
の思いを一言ずつお願いします。

袖山▶２０年以上前に自分たちが行った仕事が、こうし
て時を経て、カバーデザインなどもきれいに刷新されて、
リニューアル刊行されるということは非常にうれしく思っ
ています。
　本書を手に取ったそれぞれの方ご自身、そしてその
方から教えを受け取った方が生きる支えとなるご法語を
見つけていただければと思います。
林田▶一人で作ったならダメだったのだろうなと思って
います。チームで喧々諤 と々しながら作ったからこそ、良
いものができたのだと、振り返りながら感じています。
　最後に有名なご法語ではありますが、「いけらば念仏
の功つもり」のご法語を挙げさせていただきたいと思い
ます。

生きている間はお念仏を称えてその功徳が積もり、命
尽きたならばお浄土に参らせていただきます。「いず
れにしてもこの身にはあれこれと思い悩むことなどない
のだ」と思ったならば、生きるにも死ぬにも、なにごとに
も悩みなどなくなるのです。
（『文庫版 法然上人のご法語②法語類編』法語番号２０６）

　法然上人の信仰というのは、娑婆世界は忍土であ
り、辛い、苦しいことがたくさんある世の中である、だか
らこそ「厭離穢土」であり、苦しみの無い西方極楽浄
土に往生することを願う「欣求浄土」が基本となってい
ます。先にも述べましたとおり、辛い世の中だからこそ、
お念仏をとなえて極楽浄土へ行くということが信仰の基
本ではありますが、娑婆世界を生きていく中で、お念仏
の信仰をしっかりいただければ、阿弥陀さまのお護りを
いただいて、「明るく」「正しく」「仲良く」生きることがで
きます。
　浄土宗は、開宗８５０年に向けて「お念佛からはじま
る幸せ」というキャッチコピーを掲げています。このご法
語のように、お念仏をとなえることで、辛い娑婆世界で
思い煩うことなく過ごせるという、まさに「お念佛からはじ
まる幸せ」という言葉が表すような日暮らしを皆が送る
ことができるのですよ、と法然上人がおっしゃっていただ
いたのだと思います。
　本書を通じて、教師や檀信徒の方をはじめとした多く
の人に法然上人の教えが伝わり、お念仏をとなえる「幸
せ」な日 を々お過ごしいただければ幸いです。

─ 了

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。

特集企画 ◆ おススメの一冊
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善導大師の
『観経疏』を読む� （第38回）

柴田泰山

善導大師像（大本山百萬遍知恩寺蔵）

はじめに
心から信頼していた人が、本当は自分のことなど見向きも

していないと知ったとき、どのような気持ちになりますか？おそ
らく深い悲しみと、激しい怒りとで、自分を見失いそうになるこ
とでしょう。

毎日、自分のことを冷酷な視線で見つめる実の父親に対
して、それでも阿闍世（以下、王舎城関係者は漢字にて記
載）は優しい言葉を待っていたのかもしれません。しかし父
の頻婆娑羅王にとっては、日を追うごとに成長していく我が
子が、やがてこの身を滅ぼす存在となるという誰にも言えな
い恐怖に苛まされる日々が続くばかりです。「この子が、い
つか自分を手にかける」と思っているのに、その子を抱き上
げることができますでしょうか。優しい言葉をかけることができ
るでしょうか。親子の溝は、日増しに深まるばかりであったこ
とでしょう。

やがて悪人である提婆達多のことをすっかり信じ込み、騙
されてしまった阿闍世は、その言葉だけを信じ、自らの父親
を幽閉し、死へと追いやることとなります。ここには人間の苦
しみと悲しみしかありません。本当は愛すべき我が子を愛せ
なかった頻婆娑羅王、実の父親のぬくもりを知らないままに
育った阿闍世、人の心を弄んだ提婆達多、そして後で登場
する母の韋提希。『観経』に登場する人物は人生の悲哀の
縮図のような存在であり、『観経』の舞台設定はまさにこの世
の生き地獄としか言いようのない悲しみが広がっています。

今回は禁父縁の、阿闍世が提婆達多によって騙されてい
く場面を読み進めていきます。
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善導大師の『観経疏』を読む（第38回）

【１：「未生怨」について】
未生怨と言うは、これ提婆達多、悪妬の心を起すによるが故に、彼の太子に対して、昔日の
悪縁を顕発す。

【現代語訳】
〔また阿闍世のことを『涅槃経』①などでは〕「未生怨（過去世の怨みが未だ生じていな
い）」というが、これは提婆達多が〔釈尊に〕悪しき嫉妬の心を起こし、この王子に対して

〔彼が誕生する〕以前に起った〔あの〕恐ろしき出来事を暴露した〔ことに由来する名前
である〕。

阿闍世のことを「未生怨（過去世の怨みが未
だ生じていない）」とも言いますが、この過去世の
怨みが提婆達多によって白日のもとに晒されたこと

で、阿闍世の心の中で両親への愛情と信頼が音
を立てて崩れていくこととなります。

【２： 阿闍世の性格】
云何が妬心して悪縁を起すや。
提婆悪性にして、ひととなり匈猛なり。また出家すといえども、恒常に仏の名聞利養を妬む。

【現代語訳】
〔では提婆達多は〕どういう経緯で〔釈尊に対する〕嫉妬の心を起こし、〔あの〕恐ろしき
出来事を暴露したのであろうか。
提婆達多は〔生来〕性分が〔とても〕悪く、性格も極めて凶暴であった。いくら出家し〔仏
弟子になっ〕たとはいえ、四六時中、釈尊の名声や〔捧げられる〕供物を妬んでいた。

①（北本）『大正蔵』１２・５６５頁・下／（南本）８１２頁・上

ここで提婆達多の性格が「〔生来〕性分が〔と
ても〕悪く、性格も極めて凶暴」と紹介され、しか
も四六時中、釈尊の名声や〔捧げられる〕供物を
妬んでいた」と評されています。言葉を換えれば、

提婆達多はとても暴力的で、しかも欲が深く、嫉
妬心が強い人物であることが分かります。この提
婆達多の性格が、後の悲劇の原因となります。

【３： 頻婆娑羅王から釈尊への供物】
然るに父王はこれ仏の檀越、一時の中に、多く供養を将て如来に奉上す。
謂く金銀七宝、名衣上服、百味菓食等、一一色々、皆五百車、香華伎楽、百千万の衆、
讃歎囲繞して、仏会に送向って、仏および僧に施す。
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【現代語訳】
さて〔阿闍世の〕父〔である頻婆娑羅〕王は、釈尊の庇護者であり、一回で膨大な量の供
物を如来〔である釈尊〕に献上していた。
それは金銀などの七宝や素晴らしい反物、上等な着物、数々の美味しい食べ物などであっ
た。それらの一種類ずつを、それぞれ車五百台に載せ、〔その車一台一台の周りを〕香や
華をまいたり、歌ったり踊ったり〔することで華やかに供養〕しながら、無数の人々が〔こ
の荷車を〕讃えて取り巻きつつ、仏の会座に向かい、釈尊や弟子たちに布施をした。

このように頻婆娑羅王は釈尊と弟子たちに対し
て、毎回、膨大な量の供物を献上していました。
これは頻婆娑羅王から釈尊に対する信頼と尊

敬であり、頻婆娑羅王はこうして釈尊に供物を捧
げることで、自身と自国の安穏を祈っていたことで
しょう。

【４： 提婆達多の嫉妬】
時に調達見已って、妬心更に盛んなり。
すなわち舎利弗の所に向って、身通を学ばんと求む。
尊者語って言く、人者しばらく四念処を学せよ。身通を学すべからず。
すでに請すれども心を遂げず。

【現代語訳】
その時、提婆達多は〔この布施の行列を〕見ては、嫉妬の心がさらに燃え盛った。
そして〔提婆達多は〕舎利弗のところに出向き、超能力を教えて欲しいと求めた。

〔舎利弗〕尊者は〔提婆達多に向かって〕「君はとりあえず〔、その悪しき煩悩を鎮めるた
めにも〕四念処〔観〕②を学びなさい。〔今の君が〕超能力を学ぶべきではない」と告げた。

〔提婆達多は〕懇願したが、その願いを聞き入れられなかった。

頻婆娑羅王から釈尊に対する供物を目の当た
りにした提婆達多は、これ以上の供物をすべて自
分のものにしたいという欲望、どうして釈尊ばかり
がこうして供物を手にすることができるのかという
嫉妬、自分こそが供物を受けるに相応しいという
慢心など、悪しき想いで心がいっぱいになったこと

でしょう。だからこそ恥をしのんで先輩にあたる舎
利弗のところに出向き、「超能力を教えて欲しい」
と懇願しました。おそらくこの時点で、提婆達多の
心の中には阿闍世王子を騙す悪しき計画が考え
られていたことでしょう。

②「苦、空、非常、非我」を観じる実践行のこと。

【５： 提婆達多の執念】
更に余の尊者の辺に向って求む。乃至五百の弟子等ことごとく人の教うる無し。
皆、四念処を学せしむ。請して已むことを得ず。
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善導大師の『観経疏』を読む（第38回）

【現代語訳】
そして〔提婆達多は〕五百人の〔仏〕弟子の〔ところに赴き、超能力を身につける方法を教
えて欲しいと懇願したが、〕誰一人として〔これを〕教えるものはいなかった。
皆、〔提婆達多に向かって〕「〔まず〕四念処〔観〕を学ぶように」と勧めた。

先輩の舎利弗にまったく話を聞いてもらえな
かった提婆達多は、今度は五百人もの先輩出家
修行者のもとを訪ねます。この提婆達多の凄まじ
き執念は、そのまま彼の煩悩の大きさに比例する
ものでしょう。おそらく提婆達多は自身の名誉と利
益に対して強い執着を持っており、これらを手に
するためには手段を選ばない性格であったことで
しょう。この提婆達多の姿は、今を生きる私たちの
姿を写し出しているように感じてなりません。この
提婆達多の姿は自分の欲望のために手段を選ば
ず、自身のみが幸せであればいい、自身のみが生
きればいいということが歪んだ正義にもなりかねな

すべての先輩出家修行者から神通力を身につ
ける方法を教えてもらえなかった提婆達多は、致
し方なく実の弟にあたる阿難のもとに足を運びま

い現代において、我が身のことのようにさえ感じて
しまいます。

提婆達多の懇願を聞いた先輩出家修行者は
一様に四念処の実践を勧めています。これは自身
の貪欲と憂いを取り除くことを目的とした実践行で
あり、すべての存在は欲望の対象ではないという
ことを我が身の上において知るための行でもありま
す。舎利弗をはじめ先輩出家修行者たちは全員、
提婆達多の胸のうちを読み取り、彼の悪しき計画
を知っていたからこそ、まずは我が身の煩悩と欲
望を鎮めることを強く勧めたものと考えられます。

す。ここで最初に「汝はこれ我が弟なり」と言い、
阿難が断れないように話を進めていくあたりにも、
提婆達多の狡獪さがよく分かります。

【６： 弟の阿難のもとへ】
ついに阿難の辺に向って学ぶ。
阿難に語って言く、「汝はこれ我が弟なり。我れ通を学せんと欲す。一一次第に我れに教
えよ」。

【現代語訳】
〔しかし提婆達多は〕諦めることができず、ついに〔実の弟である〕阿難のところに出向
き、〔超能力を身につける方法を〕学ぼうとした。
〔そして提婆達多は〕阿難に「お前は私の〔血を分けた〕弟だ。私は超能力を学びたいの
だ。〔超能力をこの身につける方法を〕詳しく順序立てて教えよ」と言った。

【７： 阿難の短慮】
然るに阿難、初果を得たりといえども、いまだ他心を証せず。
阿兄

きょう

の私
ひ そ

密かに通を学して、仏所に悪計を起さんと欲することを知らず。
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【現代語訳】
ところが〔この〕阿難は、とりあえず三界の煩悩は断ち切った（初果）とはいえ、まだ人の
心を読み取る超能力（他心）を身につけていなかった。

〔それ故に阿難は〕自分の〔実の〕兄が秘密裏に超能力を身につけ、釈尊の説法の場にお
いて悪しき企てを実行しようとしていたことを見抜けなかった。

他人の胸のうちを読み取る他心智通という能力
までは身につけていなかった阿難は、他のすべて
の先輩出家修行者が読み取っていた提婆達多
の悪心を読み取ることができませんでした。だか
ら阿難には、いつ日か提婆達多が釈尊の説法の

場において、釈尊をその場から追放し、教団を我
が物にしようとする恐るべき計画を見抜くことがで
きず、提婆達多の言うままになってしまうのです。
これこそが後の悲劇を生み出す要因となります。

【８： 神通力の伝授】
阿難ついにすなわち喚んで静処に向って、次第にこれを教う。
跏趺正坐せしめて、まず教ゆ、心を将て身を挙げ動くに似たりと想え。
地を去ること一分一寸なりと想え。一尺一丈なりと想え。
舎に至るに空無礙の想を作せ。直に過ぎて空中に上ると想え。
還って心を摂して下って、本の坐処に至ると想え。
次に身を以て心を挙げよ、初めの時地を去ること一分一寸等、また前の法のごとくせよ。
身を以て心を挙げ、心を以て身を挙ぐるに、また随ってすでに至る。
空に上り已って還って身を摂取して下って、本の坐処に至れ。
次に身心合して挙ぐと想え。
また前の法に同じく、一分一寸等より、周ってまた始めよ。
次に身心一切の質礙の色境の中に入ると想え。不質礙の想を作せ。
次に一切の山河大地等の色、自身の中に入るに、空のごとく無礙にして色相を見ずと想え。
次に自身あるいは大にして虚空に遍満し、坐臥自在にしてあるいは坐しあるいは臥して、手
を以て、日月を捉り動かすと想え。
あるいは小身と作って、微塵の中に入るに、一切皆、無礙の想を作せ。
阿難かくのごとく次第に教え已んぬ。

【現代語訳】
阿難はついに〔提婆達多を〕呼び出し、〔二人で〕誰もいない静かなところに行き、〔提婆
達多に向かい、〕順序立てて〔超能力を身につける方法を〕教えた。

〔提婆達多に〕結
け っ か

跏趺
ふ ざ

坐をさせ、まず〔次のことを〕教えた。「〔精神を集中させたまま〕
心で身体を浮かす〔ように念じて、さながら〕、身体が〔空中に〕動いたように想像せよ。

〔それから身体が〕地面から〔浮き始めて、最初は〕一ミリ、次は三センチ、三〇センチ、
三メートルと〔少しずつ身体が高く浮いていると〕念ぜよ。

〔もっと高く浮き上がって〕家の天井に達したら、〔家も取り払って〕空中には何も障害物
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善導大師の『観経疏』を読む（第38回）

何も知らない阿難は、渋々ながらも超能力を身
につけるための修行方法を提婆達多に教えてし
まいました。以前、マスコミを騒がせた「空中浮
遊」という言葉も、どことなくこの提婆達多の悪しき

心に似通ったものを感じずにはいられません。本
来は精神集中のための修行を、提婆達多は自ら
の欲望を満たすための手立てやパフォーマンスと
してしか考えていなかったのでしょう。

【９： 提婆達多の修行】
時に調達すでに法を受得し已って、すなわち別に静処に向って、七日七夜、一心専注にし
て、すなわち身通を得。一切自在に皆成就することを得たり。

【現代語訳】
こうして提婆達多は〔超能力を身につける〕方法を〔阿難から〕聞き出すと、そのまま独り
で誰もいない所に赴き、七日七夜の間、ただひたすら心をとどめて〔修行し〕、ついに超
能力を獲得し、すべての超能力を意のままに使うことができるようになった。

がないと念ぜよ。
〔次に身体が〕真っ直ぐに浮き上がって、空の上に〔浮いているように〕念ぜよ。
〔次に〕心と〔身体を〕一体化させて、〔空から〕戻ってもとの場所に帰るように念ぜよ。
次に身体で心を浮かす〔ように念じて、〕先程のように最初は一ミリ、次は三センチ〔と
徐々に高く浮いていくように念ぜよ〕。

〔次は〕身体を動かしながら心も動かし、それから心を動かしながら身体も動かす。
先程と同じようにまず空中に浮き上がり、それから身体と心を一体化させて、もとの場所
に戻る。
次ははじめから身体と心を一つにしたままで、〔空中に〕浮かすように念ぜよ。また先程と
同じような一ミリ三センチと〔この修行を最初から〕繰り替えしせよ。
次は身体と心があらゆる物質の中を透き抜けていくことを念ぜよ。〔透過する際、〕あらゆ
る物質が障害にならないことを念ぜよ。
次は大自然のすべて、たとえば山や河などが、自分の身体の中に入り込んでくることを念
ぜよ。この時、あらゆる存在には実体もなく、障害となることもなく、姿や形がないことを
念ぜよ。
次は自分の身体には際限がなく、空中に遍満し、〔しかも空中で〕寝たり起きたり立ったり
座ったりすることが自由自在で、太陽でも月でも〔思いのままに〕手に取り動かすことがで
きると念ぜよ。
〔次は〕自分の身体はどこまでも小さく、塵の中にでも入ることができるほどに小さく、何
の障害もないということを念ぜよ。」
阿難はこのように〔提婆達多に対して、詳細に〕順序立てて〔超能力を身につける方法
を〕教え終わった。
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悪心に駆られたときに行動の早さは、誰にでも
思い当たることです。提婆達多は七日七夜で他
心智通以外の超能力を身につけてしまいます。も
し提婆達多が悪心に流されず、釈尊の言葉のま

これが提婆達多と阿闍世王子の出会いの場面
です。提婆達多が阿闍世王子の前でさまざまな
パフォーマンスを繰り広げ、その心をいとも簡単に
鷲掴みにしたことが分かります。

提婆達多は、阿闍世の存在を自分の欲望を満
たすための道具としてしか見ていなかったことで
しょう。しかし阿闍世にすれば、身の回りの世話

ま懸命に修行に励んでいたら、きっと優れた高弟
となったことかもしれません。しかし提婆達多の
性格の悪さが、彼の人生を大きく狂わせてしまっ
たのです。

をする側近以外、両親をはじめ、大人は皆、自分
のことをただ冷たく見るばかりであり、誰も優しい
言葉さえかけてくれない毎日のなかで、自分のた
めに、突然、空中に現れた提婆達多という存在
に、はじめて心許せる感情を抱いたのかもしれま
せん。

【１０： 提婆達多が阿闍世のもとへ】
すでに通を得已って、すなわち太子の殿前に向って、空中に在って、大神変を現ず。
身上より火を出し、身下より水を出し、あるいは左辺に水を出し、右辺に火を出す。
あるいは大身を現じ、あるいは小身を現ず。
あるいは空中に坐臥するに、意に随って自在なり。
太子見已って、左右に問うて曰く、「これはこれ何ん人ぞ」。
左右、太子に答えて言く、「これはこれ尊者提婆なり」。
太子聞き已って、心大いに歓喜す。
ついにすなわち手を挙げて喚んで曰く、「尊者何ぞ下り来らざる」。

【現代語訳】
こうして超能力を身につけた提婆達多は、そのまますぐに〔阿闍世〕王子の宮殿の前に行
き、空中に〔高く〕浮かび上がって、摩訶不可思議な幻術を繰り出した。
上半身からは炎を出し、下半身からは水を出し〔て見せた。次に〕左半身から水を出し、右
半身から炎を出した。
また大きくなったり、小さくなったりした。
さらに〔浮いたまま〕空中で座ったり、寝転がったりして、〔その身を〕思いのままに操っ
〔て見せ〕た。
〔阿闍世〕王子は〔この提婆達多の幻術を〕見終わると、側近たちに「あれは一体、誰だ」
と聞いた。
〔すると〕側近たちは〔阿闍世〕王子に「あの御方は提婆達多先生でございます」と答えた。
〔阿闍世〕王子は〔側近たちの言葉を〕聞き終えると、大変に喜んだ。
そして〔提婆達多に向かって〕手を挙げ、〔提婆達多に〕声をかけ「先生はどうして〔こち
らに〕降りてこないのですか」と言った。
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善導大師の『観経疏』を読む（第38回）

この場面で、阿闍世は提婆達多の悪しき計画
に完全にはまり、その心を提婆達多に奪われたこ
とが分かります。おそらく提婆達多は、人のぬくも
り、両親のやさしさをしらないままに育った阿闍世
に対して、自身が赤ん坊の姿となり、そのぬくもり、
その重さを、阿闍世の身に教えることで、自らの子
であるという錯覚を抱くように仕向けたのでしょう。
そしてあえて阿闍世の唾を飲み込んでみせること

で、自分という存在は阿闍世の分身であると思い
込ませ、自分こそこの世界のなかで阿闍世のこと
を心から信頼しているただ一人の人物であると洗
脳したのではないでしょうか。

提婆達多の思惑通り、阿闍世はすぐに提婆達
多の洗脳にはまり込み、提婆達多の言葉のまま父
王以上の寄進をすることをその場で約束してしま
います。このとき提婆達多は御礼も言うことなく、

【１１： 提婆達多による阿闍世への洗脳】
提婆すでに喚ぶを見已ってすなわち化して嬰

えい

児
じ

と作って、ただちに太子の膝の上に向う。
太子すなわち抱いて口を鳴らしてこれを弄し、また口中に唾す。
嬰児ついにこれを咽む。
須臾にして還って本身に復しぬ。 
太子すでに提婆が種種の神変を見て、転た敬重を加う。
すでに太子の心に敬重するを見已って、すなわち父王供養の因縁を説く。「色別に五百
の乗車、載せて仏所に向って、仏および僧に奉る」と。
太子聞き已って、すなわち尊者に語る。「弟子また能く備うに色各五百車を具へて、尊者
を供養し、および衆僧に施さんこと、彼に如かざるべけんや」。
提婆言く、「太子この意大いに善し」と。

【現代語訳】
提婆達多は〔このように阿闍世が〕呼びかけたことを見るやいなや、その姿を赤ん坊に変
え、そのまま〔空中から、阿闍世〕王子の膝の上に降りてきた。
〔阿闍世〕王子は〔この赤ん坊を〕抱き上げ、口を鳴らしつつこの赤ん坊をあやしつけ、そ
して〔この赤ん坊の口に〕唾を垂らした。
〔すると〕この赤ん坊は、その唾を飲み込んだ。
〔そして〕一瞬のうちに〔提婆達多は〕もとの姿に戻った。
〔阿闍世〕王子はすでに提婆達多が繰り出す様々な幻術を目の当たりにし、〔提婆達多に
対して〕心傾き、畏敬の念を増していった。

〔提婆達多は〕すでに〔阿闍世〕王子の心が〔自分に対して傾き〕畏敬の念を抱いたこと
を見て取ると、〔そこで〕そのまま「父〔である頻婆娑羅〕王は、〔釈尊に対して多くの〕
供養をささげ、種類別に五百台の荷車に載せ釈尊のところに赴き、仏や僧に対して献上し
ている」と話した。

〔すると〕〔阿闍世〕王子は〔この提婆達多の〕言葉を聞き終えると、すぐに〔提婆達多〕
先生に「〔あなた様の〕弟子〔となったこの私は〕、品物別にそれぞれ五百台の荷車に載
せ、先生を供養し、さらに先生の弟子たちへの布施をいたしますこと、彼（父である頻婆
娑羅王）〔の供養〕に及ばないということがあるでしょうか」と答えた。

〔すると〕提婆達多は〔阿闍世に対して〕「王子よ、その御心は大変に良いものです」と答
えた。
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ただ「太子この意大いに善し」とのみ発言したと
ころに、精神的に完全に阿闍世の上位に立ったこ
とを、阿闍世の本人に言い聞かせようとする意図

阿闍世から多額の金品を貢がせ私財を肥やし
た提婆達多が次に狙ったものは、釈尊の立場と、
その教団でした。すでに慢心と貪欲という悪心で
その身を完全に焦がしていた提婆達多は、善悪
の分別をつけることさえもできず、ただ暴走する自
らの欲望のまま釈尊のもとに行き、高齢を理由に

や、これからもっと莫大な量の金品を我が身に捧
げるようにと阿闍世に言い聞かせようとしている意
図が見えてきます。

釈尊に引退を勧告するとともに、その指導者として
の地位と名誉、そして教団と教団すべての財産を
要求します。

この時の釈尊は、どのような気持ちでいたこと
でしょうか。自らの悪しき心と煩悩のままに生きる自
身の弟子を悲しく思い、またこの目の前の人物を

【１２： 提婆達多、釈尊のもとへ】
これより已後、大いに供養を得て、心転

うた

た高慢なり。
たとえば杖を以て悪狗の鼻を打てば、転た狗悪を増すがごとし。これもまたかくのごとし。
太子今利養の杖を将って、提婆貪心の狗の鼻を打つに、転た悪を加すこと盛んなり。
これに因って僧を破し仏の法戒を改めて、教戒同じからず。
仏普く凡聖大衆の為に、説法したまう時を待って、すなわち会中に来て、仏に従って徒衆な
らびに諸の法蔵を索

もと

む。「ことごとく我れに付嘱したまえ。世尊は年まさに老邁したまわんと
す。宣しく静に就いて内に自ら将養したまうべし」と。
一切の大衆、提婆がこの語を聞いて、愕爾として迭

た が い

互に相い看て、はなはだ驚怪を生ず。

【現代語訳】
その日より以後、〔提婆達多は阿闍世から〕莫大な供養〔の品々〕を得て、〔その〕心は次
第に傲慢になっていった。

〔その様子は〕まるで、棒で凶暴な犬の鼻を叩くと、その犬がますます凶暴になっていくよ
うであった。この〔提婆達多の〕欲望も、また〔凶暴な犬と〕同様〔にますます激しくなる
ばかり〕であった。

〔阿闍世〕王子が今、「利得」〔という名〕の棒で、提婆達多の貪りの心という〔凶暴な〕
犬の鼻を叩くと、さらに〔激しく提婆達多の〕悪心が増していった。
このことで〔ますます悪心が激しくなっていった提婆達多は、〕僧団を分裂に追いやり、釈
尊の戒の教えを〔許可なく勝手に〕改変し、〔その〕戒の教えは〔釈尊の教えとは〕異なっ
たものであった。

〔そしてついに提婆達多は、〕仏〔たる釈尊〕が、〔弟子である〕すべての凡夫や聖者のた
めに説法をするときを待ち、その〔説法の〕場に〔ひとりで〕乱入し、釈尊に対して、仏弟
子や諸々の教えを〔引き渡すように〕要求し、「〔釈尊よ、弟子も教えも〕すべてを〔この〕
私にお譲りください。釈尊も〔すでに〕高齢となられました。〔そろそろ〕静な所〔に隠居
し〕、御心穏やかに余生をお過ごしなるべきではございませんか」と〔言った〕。
〔その場に居合わせた〕すべての人々は、提婆達多のこの発言を聞くや、〔全員が〕驚愕し
て互いに顔を見合わせ、〔提婆達多に対して〕心の底から驚き〔、そして〕不信に思った。
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釈尊は、提婆達多の一連の所業、提婆達多の
悪心と悪計のすべてを、最初からすべて知ってい
ました。だからこそ提婆達多に対して厳しい言葉
を投げかけ、決して提婆達多の欲望のままになら

正しき道へと誘うことができなかったことを悲しく感
じつつ、ただ静かにその暴挙と暴言を見ていたこ

ないことを伝えたのです。
ここで釈尊に対して謝罪ができなかった提婆達

多は、釈尊への逆恨みだけをつのらせ、怒りと欲望
でまともな分別もできないようになってしまいます。

とでしょう。

【１３： 提婆達多、釈尊のもとへ】
その時世尊、すなわち大衆に対して、提婆に語って言く、「舎利目連等の、すなわち大法将
なる、我れなお仏法を以て付嘱せず。いわんや汝痴人、唾を食える者をや」。
時に提婆、仏、衆に対して毀

き

辱
にく

したまうを聞き、なおし毒
どくせん

箭の心に入るがごとし。更に痴狂
の意を発す。

【現代語訳】
すると釈尊は、すぐにすべての人々の前で、提婆達多に対して〔次のように〕言った。「舎
利弗や目連といった優れた弟子たちにさえも、私〔釈尊〕はいまだ仏法を託してはいな
い。なぜ、お前のような、愚かで、〔他人の〕唾を飲み込むような者に〔教えを〕託すこと
ができようか」。
提婆達多は、仏がすべての人々の前で〔我が身の所業を〕非難し、恥をかかせる言葉を述
べたことを聞くや、まるで毒矢が胸に突き刺さったかのようになり、ますます愚かさを増し
て正気を失った。

【１４： 提婆達多、ふたたび阿闍世のもとへ】
この因縁によって、すなわち太子の所に向って、ともに悪計を論ず。
太子すでに尊者を見て、敬心に承問して言く、尊者今日顔色憔悴、往昔に同じからず。 
提婆答えて曰く、「我れ今憔悴することは、正しく太子の為なり」。
太子敬って問く、「尊者、我が為に何の意か有る」。
提婆すなわち答えて云く、「太子知るや不や。世尊年老いて、堪任する所無し。まさにこれ
を除いて我れ自ら仏と作るべし。父王年老いたり。またこれを除いて、太子自ら正位に坐し
たまうべし。新王新仏治化せんに、あに楽しからざらんや」。
太子これを聞いて、極めて大いに瞋

しん

怒
ぬ

して、「この説を作すこと勿れ」という。
また言く、「太子瞋

いか

ることなかれ。父王太子に、全く恩徳無し。初め太子を生ぜんと欲せし
時、父王すなわち夫人をして、百尺の楼の上に在って、天井の中に当って生ましめて、すな
わち地に堕ちて死せしめんことを望む。正しく太子の福力を以ての故に、命根断えず。ただ
小指を損す。もし信ぜずは、自ら小指を看たまえ、以て験しと為るに足らん」。
太子すでにこの語を聞いて、更に重ねて審

つまびら

かにして言く、「実にしかなりや不や」。

善導大師の『観経疏』を読む（第38回）
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提婆答えて言く、「これもし実ならずんば、我れ故
ことさ

らに来て漫語を作すべけんや」と。
この語に因り已って、ついにすなわち提婆が悪見の計りごとを信用す。
故に「随順調達悪友之教」と道う。

【現代語訳】
このことがあってすぐに〔提婆達多は〕王子のもとに向かい、〔王子と〕ともに悪しき企み
を考えようとした。
王子は先生〔として敬う提婆達多〕を見ると、恭しく質問して〔次のように〕言った。「〔提
婆達多〕先生。本日は顔色〔悪く〕憔悴し、以前にお目にかかったときとは〔とても〕違い
ます〔が、一体、何があったのですか〕」。
提婆達多は「私が今、〔このように〕憔悴することは、実のところ王子のためであります」
と答えた。
王子は恭しく「先生よ。この私のために、何をお考えですか」と聞いた。
すると提婆達多は「王子はご存知ですか。釈尊は高齢となり、〔もはや〕仏弟子たちを導
き、仏法を説くことができない。〔だから〕釈尊を〔教団から〕排除し、〔後任にこの〕私が
自ら〔新たなる〕仏となるべきである。〔また同様に、王子の〕父〔である頻婆娑羅〕王も
高齢となったので、父〔である頻婆娑羅〕王を排除し、王子が自ら王位におつきください。

〔ともに〕新たなる王と新たなる仏となり、〔この国を〕統治と教化すれば、どうして悦し
くないことなどありましょうか」と答えた。
王子はこの言葉を聞くと、ありないほどに怒りを露わにし、「そのようなことを口にすべき
ではない」と言った。

〔しかし〕提婆達多は〔続けて〕「王子よ、〔そのように〕怒ることはございません。父〔で
ある頻婆娑羅〕王は王子にとって何の恩義もございません。〔なぜならば〕当初、王子が
生まれようとしたとき、父〔である頻婆娑羅〕王は〔韋提希〕夫人を百尺〔もある〕楼閣の
上に行かせて、〔その〕天井の中から〔王子を〕産ませ、そのまま地面に落とさせ、〔王
子〕を死に追いやろうとしたのです。〔しかし〕まさに王子〔自ら〕の運の良さに恵まれ、
死を免れたのです。ただ小指が折れ曲がったのです。もし〔今の話しが〕信じられないの
であれば、〔どうぞ〕ご自身の〔その折れ曲がった〕小指をご覧なさいませ。それ以上の証
しがございましょうか」と言った。
王子はこの言葉を聞き終えると、〔そのことを〕もう一度、確かめるべく「〔そなたが今、申
したことは〕本当に間違いのない事実なのか」と言った。
〔すると〕提婆達多は答えて「このことがもし事実ではないとすれば、私はわざわざ〔ここ
に〕来て、〔このような〕戯言を言う必要がありましょうか」と言った。
この言葉を聞くやいなや、〔王子は〕はついに提婆達多の悪しき企みを信用してしまった。
だからこそ〔経典に〕「隨順調達悪友之教」と説くのである。

釈尊から厳しく批判された提婆達多は、そのま
ま阿闍世のもとに走ります。己の身を隠す場所は、
ここしかないと考えたからでしょう。そして阿闍世
に対して、「太子知るや不や。世尊年老いて、堪
任する所無し。まさにこれを除いて我れ自ら仏と

作るべし。父王年老いたり。またこれを除いて、太
子自ら正位に坐したまうべし。新王新仏治化せん
に、あに楽しからざらんや」と語ります。これこそ
提婆達多の野望であり、この国の地位も名誉も財
産も、すべてをこの手中におさめ、すべてを好きに
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【小結】
これが、阿闍世が実の父である頻婆娑羅王に対して謀反を起こすきかっけであり、同時に『観経』全体の

舞台設定でもあります。こうして阿闍世は五逆を、また提婆達多は誹謗正法を犯すこととなります。
ここに描かれた提婆達多という人物は、確かに極悪非道の大罪人であります。よろしければ名作『銀の

匙』の著者である中勘助の『提婆達多』をご覧になってください。『銀の匙』とは異なった文体で、提婆達
多の目線から見た釈尊像が語られています。また提婆達多の実像につきましては森章司先生と本澤綱夫先
生による『原始仏教聖典資料による釈尊伝の研究』【論文１１】「提婆達多（Devadatta） の研究」をご参
照ください。本論文では原始仏教資料に見られる提婆達多と阿闍世の関わりや、釈尊と提婆達多の関係な
どが詳細に言及されています。

使いたいという欲望であります。
この言葉を聞いた阿闍世はさすがに激昂しま

すが、その怒りの感情を提婆達多は待っていまし
た。その怒りの矛先をそのまま父に向けさせれば
いいからです。ここぞとばかりに提婆達多は阿闍
世が生まれる前の頻婆娑羅王の罪を言い聞かせ
ます。この時、提婆達多は阿闍世に対して、「こ
こままではあなた様が、大王様から命を奪われま

す。大王様の冷たい仕打ちは、すべてあなた様
をいつか亡き者にしようとする思いの現れです」と
いったことを暗に伝えたことでしょう。

提婆達多のさらなる洗脳のまま、阿闍世の心の
なかで両親に対する愛情が音を立てて崩れ落ち
ていく様子を、提婆達多はただ心のなかでニヤニ
ヤとしながら見ていたことでしょう。

執筆者　柴田泰山（しばた・たいせん）

福岡教区弘善寺住職。大正大学非常勤講師、浄土宗総合研究所研究員、博士（仏
教学）。専門は中国仏教および浄土学。著書に『善導教学の研究』（単著、１巻
2006年、２巻2014年、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。

善導大師の『観経疏』を読む（第38回）
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　幸せに生きる

さぁ、私たちは真に幸せに生きていこう。悩み深い人々の中でも悩むことなく。
悩み深い人々の中で暮らしていこう。悩むことなく。

『ダンマパダ』第 198偈

釈尊のことば

この世は悩みや苦しみばかり、一切皆苦でありま
す。釈尊は四諦説の中で苦諦を説き示し、仏道に
おいてはまずこの世の苦しみを見極めることが、そ
の第一歩であるとお説きになりました。まさに私た
ちは娑婆世界に生きる凡夫であります。けれども苦
しみの中にありつつも、真実を見極め、大いなる涅
槃、本当の幸せを目指して生きていくことが、道諦、
すなわち仏教の目的であります。

そうは申しましても、この世の雑踏の中で悩み多
き人々と共に生きる暮らしは、何が真実なのか、何
が人生の目的なのか、ついつい見失いがちになって
しまいます。また昨今の情報化社会では、個人の意
見が発信しやすくなっている反面、発信する側に対
する恨みつらみ、妬みが横行し蔓延しています。な
んと虚しく悲しいことでしょうか。そんな渦中にあ
りながらも私たちは真実を見極めつつ、生きていか
ねばなりません。まさにこの世の営みは、灯火一つ
ない闇夜の中を彷徨っているかのようです。

長野市にある善光寺の本堂内々陣には、お戒壇
巡りという道場があります。本堂の内々陣の右側を
奥に進みますとお戒壇巡りへの入口があり、内々陣
床下の真っ暗な回廊へと階段で降りて行きます。階
段を降りきると、そこはまさに漆黒の世界です。そ
の暗闇を恐る恐る壁伝いに進み、ようやく内々陣の
中程の柱に懸かる「極楽の錠前」に触れることで、

錠前の真上におられる秘仏の御本尊阿弥陀如来と
のご縁を結ぶことができます。そして、そこからふ
と左に目をやりますと出口の灯りが一筋差し込んで
います。まさに真っ暗闇の中で一つの灯火を得て救
われる瞬間です。

このお戒壇巡りでの体験は、この世の悩み苦しみ
の中を手探りで、もがき苦しみながらも必死に生き
ている私たちのようです。しかし、この暗闇に一歩
足を踏み入れると目からの情報は一切遮られ、心の
働きだけに意識が集中します。そんな究極の状態に
立たされて初めて私たちは、人生の出口、すなわち
極楽往生という一筋の光に気づくのです。

法然上人も悩みや迷いの中で一筋の光を見出さ
れました。関連するご法語にあげたように、心が煩
悩に覆われていても、お念仏をとなえ続ければ三心
はおのずから具わり、必ず極楽往生を遂げることが
できるのです。

この世の悩み深き人々のなかで、我が身の煩悩
具足を憂い、迷い悩みつつも、わずかな信心が極
楽往生という真の目的を芽生えさせ、それに向けて
一心にお念仏する。すると阿弥陀さまが光明を照ら
してくださり、極楽往生を求める気持ちがますます
湧いてくる。それこそが私たちにとって真に幸せに
生きる術なのではないでしょうか。どうぞ、ご自坊
等での法話の参考にしていただければ幸いです。

【文】浄土宗総合研究所　釈尊聖語の広報・布教用現代語訳研究プロジェクト　北條竜士
本研究は、広報・教化活動の様々なシーンを念頭に、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。

人目を気にして自身を飾り立てることなく、往生の叶うお念仏を称え続ければ、自ずから三心は具わるのです。例えば、葦の
繁った池に十五夜の月が映っている様は、遠くからでは月が映っているようには見えませんが、よくよく近くに寄って見ると、葦
の間を分け入って月は映っているのです。（それと同じように）心に煩悩という妄念の葦が繁っていようとも、三心という月は
我が心に具わるのです。 【乗願上人伝説の詞（『文庫版 法然上人のご法語②』法語番号120、昭法全467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
23
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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

終 了

中止

中止

中止

中止

中止
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行
事
予
定

令和3年度教化研修会館（源光院）  教師研修会等開催行事予定一覧
※この一覧表はあくまでも予定です。日程及び詳細は必ず『和合』掲載開催のお知らせにてご確認ください。
※各行事へ参加申し込みする際は、各種申込頁「教師研修会受講申込書」「実践講座各種申込書」にてFAXでお申し込みください。
　なお、各行事開催のお知らせに記載の申し込み締切日を厳守してお申し込みください。
※新型コロナウイルス感染拡大の影響により、状況次第では一部行事を中止又は延期する場合があります。

行事名 日程 会所 必要経費
●教師研修会　※詳細は22～25頁

第30回 4.12（月）～13（火） 教化研修会館
※WEB併修第31回 6.14（月）～15（火）

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

●実践講座（『選択集』編）　※詳細は34頁　
第14回 5.6（木） 規模縮小

教化研修会館
※WEB併修

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

●実践講座（『御法語』編）【布教編とタイアップにより連日開催】　※詳細は31頁　
第13回 5.10（月）  規模縮小

教化研修会館
※WEB併修

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

●実践講座（布教編）【御法語編とタイアップにより連日開催】　※詳細は32頁　
第1回 5.11（火） 規模縮小

教化研修会館
※WEB併修

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

●実践講座（法式編）　※詳細は33頁
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35・36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29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30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
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 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） 終了

第17回 令和4年3月14日（月）

『御法語』編 連携企画 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13回  5月10日（月） 「他力往生」「機教相応」「特留此経」 終了

第14回  9月15日（水） 「無上功徳」「念仏付属」「助成分別」 終了

第15回  12月20日（月）「安心起行」「至誠心」「深心」 終了

第16回 令和4年2月24日（木）　「廻向発願心」「二河白道」「無比法楽」

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。
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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

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） 「身近な人権問題を考える ―ジェンダーの平等について―」

第2回 令和4年3月16日（水）「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 終了

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
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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、87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、87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。
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※講座のお申込みは、87ページをご覧ください。

12：30 受付

12：55 資料の確認 ・ 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
後篇11「廻向発願心」
三心の最後は廻向発願心です。廻向発願心とは、自
ら作るところの善根をすべて浄土往生に振り向け往生
を願い求める心です。善導の解釈を基礎に廻向発願
心を学びます。

後篇12「二河白道」
浄土往生は疑いを除きまっすぐな信仰を確立すること
が大事です。二河白道はそんな私たちの信仰を秀逸
に譬えています。善導大師の廻向発願心釈の中に見
えています。二河白道について学びます。

後篇13「無比法楽」
四十八願は、阿弥陀仏がいまだ法蔵菩薩の時に建立
されたものですが、法蔵菩薩は阿弥陀仏となり、その
誓願は完全に成就されたものです。阿弥陀仏の誓願
は、一切の衆生を救う最大の根拠となります。本法語
では、阿弥陀仏の本願を学び、浄土往生の基礎を学
んでいきます。

「廻向発願心」「二河白道」「無比法楽」

実践講座　御法語編（第16回）

● 講義概要
本講座では『元祖大師御法語』を読み解き、改めて法然上人の御教えを感じ日々の教化活動等に活

用していただきたく開講いたします。
布教編とのタイアップにより檀信徒はじめ一般社会へ伝えるべき法然上人のお言葉、込められた心を正

しく受け止め、次に続く布教編へと繋ぎます。
法然上人の教えを正しく伝えるためにはまず、教えを正しく受け止める必要があります。この機会に、共

に『元祖大師御法語』法然上人の御言葉に込められた心を読み解きましょう。

日　時 令和4年 2月24日（木）　午後零時55分 から 4時30分 まで

講　師
華頂短期大学准教授・総本山知恩院浄土宗学研究所副所長��
伊藤 茂樹��（奈良教区 称念寺 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。

新着

31和合　令和4年　2月号



日　時 令和4年 2月25日（金）　午後零時55分 から 5時 まで

講　師
大本山善導寺布教師会副会長・布教師養成講座常在指導員��
安永 宏史��（福岡教区 生往寺 住職）

実演布教講師
総本山知恩院布教師��麻上 昌幸��（北海道第一教区 長昌寺 住職）
総本山知恩院布教師��山田 照信��（尾張教区 唯称寺 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。

※講座のお申込みは、
　87ページをご覧
　ください。

12：30 受付

12：55 資料の確認
講師紹介等

13：00 講義①

14：00 休憩

14：15 講義②

15：45 休憩

16：00 講義③

17：00 閉講式

● 時間割（予定） ● 各講義の内容
【講義①】担当講師：安永宏史
法話を志す者にとって大切なことは、「説教師者は常に筆紙を用いて其の説教
の組織を推敲すべし」（『沛雨遺書』）とあるように、常日ごろから法話の構成を
思案して書き起こし、それを声に出して練磨することです。今回は実践講座『御
法語』編の内容を踏まえながら、身近な話材を用いた法話の草案作成方法を
解説します。また話し手は立ち居振る舞いを常に意識する必要があります。歩き
方、礼拝の姿、高座登り下りの動作、袱紗を開く作法など一つ一つの動作が尊く
厳かであれば身業説法となるので、基本的な作法・心得について学びます。
【講義②】担当講師：麻上昌幸
元祖大師ご法語後編・第十一章『廻向発願心』の一節を讃題として、実際に
行っている一席の法話を基調に、導入・法説・譬喩・因縁・合釈の構成を守り
つつ実演します。また、至誠心・深心・回向発願心の三心は当然のことながら
別々ではなく、通じている一心ですから、前の二心を踏まえた上での法説とな
ります。話材については、至極私的な譬喩、因縁ではなく、どなたでも共有で
きるものを用いたいと思っています。

【講義③】担当講師：山田照信
仏定上人『続蓮門住持訓』には「たとえ話し下手であっても自分で説法をす
べきである」と諭されており、私たち浄土宗教師は、よく「教師即布教師」とい
われております。そして、法話をする目的とは、まず「浄土宗の教えを知ってい
ただき」、次に「阿弥陀様を信じていただき」、さらには「お念仏をとなえていた
だく」の三点が目的といえます。この三つの目的をしっかり受け止め、一人でも
多くの方を念仏信仰に導けるような法話をお伝えいたします。

「廻向発願心」「二河白道」「無比法楽」

実践講座　布教編（第4回）

● 講義概要
本講座は令和元年度から、実践講座『御法語』編とのタイアップにより、『元祖大師御法語』をテーマ

にいただき、“法然上人の御言葉に込められた心”を檀信徒はじめ一般社会へとお伝えすることを目的に
開講いたします。
講義では安永宏史先生による原稿作成のポイントや講説をはじめ、布教の第一線で活躍されている方

の布教実演講義を通して、通夜・年忌・年中法要の法話の中でいかにして法然上人のみ心をお伝えでき
るか、を学びます。
先の『御法語』編のポイントを踏まえ、実践・活用できる『御法語』法話を会得しましょう。

新着
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日　時 令和4年 3月10日（木）　午後零時55分 から 4時30分 まで

講　師 一級法式教師��清水 秀浩��（大阪教区 法樂寺 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。

※講座のお申込みは、87ページをご覧ください。

12：30 受付

12：55 資料の確認 ・ 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
本講義「悉曇（梵習字）」では講義を聴くだけではなく、
明日から実践できる技術の習得を目的に開講いたします。
悉曇（梵習字）の基本的な筆使いなどの説明をした後、

“練習”
↓

“講師による添削・アドバイス”
↓

“練習”

の工程を繰り返し、より丁寧な塔婆の浄書を目指します。

「悉曇（梵習字）」

実践講座　法式編（第1回）

● 講義概要
本講座では、各種講習会等においてご活躍されている法式教師をお招きし、本宗教師として必要な知
識・作法を学び、法務の現場において実践・活用いただくべく開講します。
今回は「悉曇（梵習字）」をご講義いただきます。本講座では、悉曇の意味、使用方法の説明及び実
技練習を行います。機会に、共に『元祖大師御法語』法然上人の御言葉に込められた心を読み解きま
しょう。

● 備　考
※講師による添削は、会場となる研修会館で受講される方を対象とします。
　（オンライン参加の方の添削はできません）

新着
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※講座のお申込みは、87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17回）

日　時 令和4年 3月14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。

新着
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※講座のお申込みは、87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「浄土宗におけるジェンダー平等 ―法然上人の平等思想を通じて―」

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
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※講座のお申込みは、87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
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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 終了

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→

37和合　令和4年　2月号



●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）　 締め切りました

	•	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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教師養成道場

第1期道場

第2期道場
〈継続入行〉

〈新規入行〉

第3期道場

日 程

日 程

日 程

場 所

場 所

場 所

令和4年 8月20日（土） から 9月8日（木） まで

令和4年 8月21日（日） から 9月9日（金） まで

令和4年 8月22日（月） から 9月10日（土） まで

大本山百萬遍知恩寺

大本山金戒光明寺

大本山増上寺

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

①第1期道場の入行資格は、令和4年度入行面
談を受け、入行が許可された者。
②第2期道場の入行資格は、平成29年度以降
に第1期道場の課程を合格した者。
③第3期道場の入行資格は、平成28年度以降
に第1期道場ならびに第2期道場の課程を合
格した者。

④新型コロナウイルス感染症の拡大状況に
よっては、次のいずれかに該当する方につ
いては、事前にご相談ください。
◦健康状態に不安のある65歳以上の方
◦新型コロナウイルス感染症が重症化しや
すい基礎疾患がある方（糖尿病、心不全、
呼吸器疾患等）

◦免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方

　令和4年度教師養成道場につきましては、以下の日程での開設を予定しておりますが、今後の感染拡
大状況により、日程等が変更となる場合もございます。
　関係各位には、ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解ご了承くださいますようよろしくお願いいたします。

次頁へつづく→
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●入行面談  ........................................................

◦第1期道場の入行希望者に対し、下記の期間中
に1日で行う予定です。

◦【入行面談】（新規募集）
京都会場
　令和4年5月27日（金）から28日（土）の間
東京会場
　令和4年6月3日（金）から4日（土）の間
※場所、詳しい日程及び方法については、新
型コロナウイルス感染症による国内状況
を見極めつつ、ただいま検討しておりま
す。追ってご案内いたします。

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

義務教育を修了し又はこれと同等以上の学力
があると認められ、入行する年度の4月1日現
在年齢18歳以上の宗徒若しくは助教師。
※僧籍登録が完了していない方または所属寺
院において一宗課金等が滞納の場合、入行
面談を受けることはできません。

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

令和4年4月26日（火）
※締切日以後の入行願書は受理しません。

（２）提出書類
教師養成道場入行願書	 1通
履歴書（教師養成道場用）	 1通
健康診断書（医師による診断書）	 1通（複数可）
入行に関する自己申告書兼師僧所見票	 1通
卒業証明書又は在学証明書	 1通
※面談会場および面談日は、入行者の希
望を考慮し各会場にて調整したうえで
本宗にて決定し、師僧に通知します（希
望日と異なる場合があります）。
※健康診断書につきましては、医師によ
る診断書を提出してください。また、日

常生活において通院・加療中の方は、必
ずその診断書を提出してください。

※卒業証明書は、最終学歴の学校の卒業
証明書を提出してください。

※在学中の方は、在学証明書を提出して
ください。

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

（３）「入行願書」ならびに「教師養成道場入行
の手引書」等の請求
郵便・FAX・電話・Eメールにて受け付け
ます。なお、郵便・FAX・Eメールでの請
求は、所属教区・寺院番号・寺院名・氏名・
送付先を明記のうえ、浄土宗教学部まで
連絡してください。

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

入行資格を有する方へ、第1期道場は入行面談
後、第2期・第3期道場は6月上旬に師僧宛に
「教師養成道場入行届」および入行手続きのた
めの関係書類を送付しますので、案内に従い
手続きしてください。
※必要経費（1期道場あたり）
　入行冥加料	 40 ,000円
　（※指定の郵便振替用紙にて振り込み）
　道場冥加料（道場賄費）	 100 ,000円
　（※　　　　　　　〃　　　　　　　）
※入行届は、所属組、所属教区教務所を経由
し、浄土宗教学部に提出してください。な
お、進達に係る手数料は教区にお支払いく
ださい。

※本道場全課程（全3期）の入行冥加料、道場
冥加料の合計金額は、420 ,000円です。

　内訳…（入行冥加料40 ,000円＋道場冥加料
100 ,000円）×3期分

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

◦道場は三期制とし、期間は一期20日間で行
います。

◦期間中は、完全宿泊で道場清規（規則）に
則った実践道場生活を過ごします。
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◦1コマ60分の講義を実施し、科目毎に実技
および筆記試験を行います。
◦合格認定は実技・筆記試験60点以上とし、全
科目合格しなければ次期道場に進めません。
◦不合格の場合は該当科目の追試験または補
講により進むことができます。
◦入行面談から第3期道場まで最短3 ヵ年で
修了となります。なお、最大6ヵ年の間に全
課程を修了しなければならないものとし、
修了できなかった方はそれまでの入行実績
が無効になります（※新型コロナウイルス
感染症のため、令和2年度開設の各道場に入
行が認められなかった方については、修了
年限を延長いたしますので、該当する方は、
教学部までお問合せください）。
◦全課程を修了し、伝宗伝戒道場を成満した
方は、僧階「律師」、法階「六級式師」、詠唱級
「五級詠唱講司」（すでに詠唱資格を取得し
ている方を除く）に新叙任（認定）されます。
◦入行期間以外は自坊研修期間となりますの
で、次期道場の入行に向けて精進してくだ
さい。
◦教師資格取得までのスケジュールは次のと
おりです。
　令和3年度
　　入行面談	→	第1期道場・8月
　	 　　↓
　令和4年度	 第2期道場・8月
　	 　　↓
　令和5年度	 第3期道場・8月
	 	 　　　　　↓
	 　　　　　　　伝宗伝戒道場・12月
	 	 　　　　　↓
	 	 　　　　律師新叙任
◦その他
○伝宗伝戒道場への入行年限
　全課程を修了した方は、3年以内に伝宗伝
戒道場へ入行しなければなりません。
○冥加料の返還
　各道場に入行を許可された方で、入行を
辞退又は入行後途中下山された場合、納
付された入行冥加料（40 ,000円）の返金に

ついては応じられませんが、道場冥加料
（100 ,000円）については、前日までに入行
を辞退した場合は全額、途中下山の場合
は日割り計算で返金します。

○入れ墨を施している方は入行を認めません。

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

浄土宗教学部　
〒605 -0062	京都市東山区林下町400 -8
TEL	075 -525 -0480（直通）
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（佐賀教区）

●日　程

10：00 開会式

10：30 ①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) ②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 講義
「浄土宗の御心　お念佛からはじまる幸せ」

浄土宗総合研究所主任研究員	　齋藤�舜健
② グループワーク

プレゼンテーション 「てら活って何？」
ワークショップ 「寺院の未来について語り合おう」

浄土宗総合研究所研究員	　宮坂�直樹�
同	　石田�一裕

●講題・講師

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

本宗教師・助教師・寺族・宗徒

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

参加費不要
昼食費（弁当）　1,000円
※当日受付にお支払いください
※3月7日以降のキャンセルは返金できません。

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

令和4年2月22日（火）必着

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

参加を希望者は、感染症対策にかかるご協力
をお願いいたします。その詳細内容は事務局
より申し込み者へ連絡いたします。

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

浄土宗佐賀教区	教務所
〒849 -0906	佐賀市金立町金立1658 -7
TEL	0952 -71 -8144　FAX	0952 -71 -8145
Eメール	sagakyouku@gmail.com

日 程

場 所

令和4年 3月8日（火） 午前10時 から 午後5時 まで

四季彩ホテル「千代田館」　
〒849-0916 佐賀市高木瀬町東高木216-1　　TEL 0952-32-5115

新着
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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拡大状
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
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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
※最少開設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）。

※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が必要
となります。

●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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◆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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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
大阪教区教務所

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
令和4年
2月21日

オリエンタルホテル
博多ステーション

大分教区
令和4年
3月9日～10日

第二組№17
蓮華寺

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
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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 講義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
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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
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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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東京教区普通講習会

日 時

場 所

令和4年 2月18日（金）午後1時 から 6時 まで

大本山増上寺「講堂」　
〒１05-0011 東京都港区芝公園4-7-35 TEL 03-3432-1431

またはWEB受講（ZOOM使用）

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

本宗教師　※寺庭婦人、寺族も受講可

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

無料

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

教師の方は改良服または洋式道衣及び伝道袈
裟・日課数珠

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

お申込みいただいたメールアドレスに、受付
完了の返信をいたします。ID・パスワードは開
催の1週間前にお申込みのメールアドレスへ
送信いたします。ZOOM参加の方は、修了証
の発行にはアンケートにお答えいただく必要
があります。（講習会当日にアンケートフォー
ムのURLをお知らせいたします）

※ZOOM参加の方は、http://zoom.us./test より
マイク／スピーカー等のテストができます
ので、予めご確認ください。

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

右記グーグルフォームQRコード
よりアクセス頂き、お申し込みく
ださい。FAX、メールでのお申し
込みも可能です。

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

令和4年2月10日（木）

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

浄土宗東京教区教務所
〒105 -0011
東京都港区芝公園4-7 -4 明照会館4階｠
TEL 03 -3434 -3045　FAX 03 -5472 -4567
Eメール info@jodo-tokyo.jp

「アフターコロナ時代の寺院運営
　　　　　　～問われる僧侶の覚悟～」

京都教区正覚寺副住職鵜飼 秀徳

「『コロナ禍』における調査データを基に
　　仏教寺院の現状と今後の動向を考察する
　　　― 仏教に関する実態把握調査

（全日仏教会×大和証券調査）より」
大和証券株式会社佐藤 泰之

●講題・講師●日　程

12：30 受付開始

13：00 開講式

13：15 講義①　鵜飼秀徳

14：45 休憩

15：00 講義②　佐藤泰之

16：00 休憩

16：15 意見討論会

17：45 閉講式

18：00 解散

テーマ：「『アフターコロナ』変わりゆく寺院と変わらなければならないこと」

新着
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九州地区布教研修会
日 時

場 所

令和4年  2月21日（月）午後1時 から 5時 まで

オリエンタルホテル福岡　博多ステーション
〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街4-23　　TEL 092-461-0170
【交通の便】ＪＲ博多駅

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

本宗教師

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

参加費：3,000円

●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、申込先までFAX又は郵
送にてお申し込みください。

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

令和4年2月7日（月）

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

九州地区布教研修会事務局
〒838 -0039 福岡県朝倉市桑原1026 見性寺内
TEL 0946 -22 -6551　FAX 0946 -22 -6586

●日　程

12：00 受付

13：00 開講式・勤行・挨拶

13：20 講義1　行正明弘

14：20 講義2　井野周隆

15：30 布教実演1　阿部昌道

16：10 布教実演2　松野瑞光

17：00 閉会予定

「現場からの声 」
福岡教区福岡組正覚寺　行正 明弘

「供養の現場における法話」
滋賀教区湖南組雲住寺　井野 周隆

大分教区第三組安養寺　阿部 昌道

長崎教区大諫組法源寺　松野 瑞光

●講師（講義順・敬称略）

●布教実演（敬称略）

新着
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法儀司 太田 正敬
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 堤 良寛

九州地区法式講習会・式師検定試験実施

●日　程

●講師・検定委員

日 時

場 所

令和4年 3月 9日（水）午前8時45分 から
 10日（木）午後4時 まで
※10日は午後2時30分から式師検定試験（三級～五級）を実施

蓮華寺（大分教区第二組№17）
〒873-0401 大分県国東市武蔵町池ノ内1512番地　　TEL 0978-68-0039

【交通の便】ＪＲ日豊本線「杵築駅」下車 タクシー30分
大分空港 タクシー10分

3月9日（水） 3月10日（木）

8：45 開講式 9：00 講義7

9：00 講習1 10：20 休憩

10：20 休憩 10：30 講義8

10：30 講習2 11：50 閉講式・昼食休憩

11：50 昼食休憩 13：00 希望テーマ 又は 質疑応答

12：40 講習3 14：15 休憩

14：00 休憩 14：30 検定①筆記

14：10 講習4 15：00 検定②実技

15：30 休憩 16：00 終了予定

15：40 講習5

17：00 休憩

17：10 講習6

18：30 1日目終了

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

本宗教師

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

三級式師から五級式師までの課程

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

三級式師課程　四級式師以上の法階を有する者
四級式師課程　五級式師の法階を有する者
五級式師課程　六級式師の法階を有する者

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

筆記、口頭及び実演等による三級から五級式
師までの式師検定試験

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

三級式師検定	 四級式師に令和3年3月31日
までに叙任され、本講習会を
修了した者

四級式師検定	 五級式師に令和3年3月31日
までに叙任され、本講習会を
修了した者

五級式師検定	 六級式師に令和3年3月31日
までに叙任され、本講習会を
修了した者

●選択講習  ........................................................

未定

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

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

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

参加費　3,000円
昼食費　1,000円
※宿泊希望者は、宿泊先を事務局より紹介（予
約）いたしますので、事務局にお申し込みく
ださい（宿泊費5,280円は宿泊先に各自支払）

式師検定冥加料
（式師検定冥加料の領収証は、検定終了後に検
定結果と併せて教学部より所属寺院宛に送付
します。なお合格者につきましては叙任冥加
料が別途必要となります。）
（１）三級式師検定冥加料　　7,000円
（２）四級式師検定冥加料　　5,000円
（３）五級式師検定冥加料　　5,000円

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

令和4年2月20日（日）

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

〒873 -0421	大分県国東市武蔵町糸原493番地
善長寺　正本秀崇	宛
TEL	0978 -68 -0040　FAX	0978 -69 -0860
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南海教区普通講習会
日 時

場 所

令和4年  3月15日（火） 午前9時30分 から 午後5時 まで

サンメッセ香川　
〒761-0301 香川県高松市林町2217-1　　TEL 087-869-3333

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

本宗教師
※寺庭婦人・寺族も受講可

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

3 ,000円（昼食費含）
※その他経費として、講義②「お香を学ぶ」
　3,000円

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

組・寺院名・寺院番号・参加者氏名を記載の上、
郵送、FAX、Eメール、南海教区SNSにてお申
し込みください。

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

令和4年2月28日（月）

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

南海教区教務所
〒761 -8078	香川県高松市仏生山町甲3215	
法然寺内 
TEL	087 -880 -8251　FAX	087 -883 -6663
Eメール	jodonankai@gmail.com

「浄土宗の機について  
　　　―初重と一枚起請文―」
佛教大学法然仏教学研究センター嘱託研究員	

上野�忠昭

「お香を学ぶ」
香合師　岩佐�一史

「足尾鉱山鉱毒事件について」
南海教区人権同和委員長　佐々木�諦道

●講題・講師●日　程

9：30 受付開始

9：45 開講式

10：00 講義①　上野忠昭

12：00 昼食

13：00 講義②　岩佐一史

15：00 講義③　佐々木諦道

17：00 閉講式

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

配　送 ・ 教務所渡

教区 組（　　　　番） 寺・院

配送をご希望の方は、配送先をご記入ください

〒

ご連絡先　TEL　　　　　　　　ー　　　　　　　　ー

こちらからお送りください
FAX送信先  03-5472-4567

コロナ対応リーフレット 
「幸せ」に向かって生きる

注 文 用 紙

コロナ対応・リーフレット「幸せ」に向かって生きる1部 30円

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

教化団長　佐藤雅彦

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

■ 配送の場合は、振込み用紙を同封いたします。

 ※着払いで発送いたします。

 振込用紙の受領証を以って領収書とさせていただき
ます。

■ その他、ご不明な点がありましたら、東京教区教務所
TEL 03 -3434 -3045 まで、ご連絡ください。
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《お問い合わせ先》
浄土宗東京教区教務所
〒105-0011
東京都港区芝公園 4-7-4
TEL 03-3434-3045 FAX 03-5472-4567
E-mail ： info@jodo-tokyo.jp

浄土宗東京教区「寺院ネットワーク」

東京教区では、浄土宗教師の「身命をなげうっても、浄土の法門を伝うるべき」という信条に
基づき、広く有縁の人々に、その教えをお伝えするために、開宗八百五十年慶讃事業の一環とし
て「寺院ネットワーク」を開始いたしました。
「寺院ネットワーク」は、他教区寺院の檀信徒等で、東京近郊に居住されている方の求めに
応じて、東京教区内の浄土宗寺院・教師を紹介し、法務を介してお念仏を伝えるためのネット
ワークです。

◆紹介する寺院・教師

上記の趣旨を共有し、偏りなく安定した法務を行えるよう、実際の法務に則した研修を受け、
東京教区「寺院ネットワーク」に登録された寺院・教師です。

◆「寺院ネットワーク」のシステム

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

浄土宗東京教区公式 WEBサイト

「寺院ネットワーク」

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

東京教区内の法務を代行いたします！

※パソコンの取り扱いが苦手な方は、お電話にてお問合せ下さい
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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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○○『『浄浄土土宗宗五五重重相相伝伝会会勤勤行行式式』』発発売売中中！！  

 
 
 

 
  

○○大大座座具具・・掛掛軸軸  無無料料貸貸出出ししいいたたししまますす！！  ※※サイズは全て（ｃｍ）です  
 
 
 
 

四四句句のの偈偈軸軸         釈釈迦迦三三尊尊軸軸       二二河河白白道道軸軸        二二祖祖対対面面軸軸  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 （縦190×横68）       （縦190×横68）       （縦190×横123）      （縦190×横123） 
   
 

 

 

『五重相伝 大座具・掛軸 無料貸出』を希望される方 
申 込 方 法 五重相伝開筵の３ヶ月前までに教学部にお電話にて予約可能かどうか確認のうえ、所定の申請書

にてお申込みください。 
備 考 貸出は先着順となります。予約状況によってはお受けできない場合がございます。 

【浄土宗教学部】 
 〒６０５－００６２ 京都市東山区林下町４００－８ 
 ＴＥＬ：（075）525-0480  ＦＡＸ：（075）531-5105 

『浄土宗五重相伝会勤行式』購入を希望される方 
申 込 方 法 下記連絡先にご連絡ください。 

【浄土宗出版】 
〒１０５－００１１ 東京都港区芝公園４－７－４ 明照会館 3階 
ＴＥＬ：（03）3436-3700  ＦＡＸ：（03）3436-3356 

  

  
価価格格：：１１，，００００００円円（（税税込込））  ササイイズズ：：天天地地 1188..99ccmm××左左右右 99..22ccmm    

頁頁数数：：115511頁頁    編編集集：：五五重重相相伝伝推推進進委委員員会会    発発行行：：浄浄土土宗宗  

五五重重相相伝伝をを開開筵筵さされれるる方方へへ（（おお知知ららせせ））  
 

【大座具】 ３サイズ 
・６畳用（360×270）  ・１０畳用（450×360） 
・１５畳用（540×450） 

【掛軸】 
・軸立てもあります 
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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 講義内容 月　日 講義内容
 2月 7日 橋本 法服法全般/如法衣着脱  3月 7日 全員 三級式師検定試験

14日 中西 犍稚法全般 14日 小林 御忌 –日中–
21日 橋本 音声全般 28日 中西 御忌 –逮夜–
28日 全員 法要集全般質疑 研修生 小林 御忌

研修生 橋本 声明 –散華–
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おてつぎ運動だより

■■  第第６６５５１１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】】 2 月 12 日（土）13：00～14：30 ※予約不要 

【【場場  所所】】 知恩院和順会館 

【【講講  師師】】 家事ジャーナリスト 山田 亮 

【【演演  題題】】 「きっと毎日が楽しくなる！令和時代の家族のカタチ 

       －今、男の家事が家庭に必要な理由－」 

【【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行っています。どなたさまでも  

お気軽にご参加ください。 
【【日日  時時】】 発願文   2 月 13 日（日）9：00 受付～昼ごろ 

一枚起請文 2 月 23 日（水）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。 

  ■■『『秋秋ののラライイトトアアッッププ２２００２２１１』』御御礼礼  
昨年11月5日から28日までの期間中約2万人のご来場をいただきました。感染症予防

のご協力をいただき無事に終えることができましたこと、心より御礼申し上げます。 

国宝御影堂において「聞いてみよう！お坊さんのはなし」を開催し、法然上人のみ

教えをお伝えさせていただきました。また、参加者全員で別時念仏を行い、仏縁を結

んでいただくことができました。今後もお念仏の根本道場である知恩院において、た

くさんの方々にお念仏にふれていただけるよう行事を企画してまいりますのでぜひ

お越しください。 

 

【【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11回　講読　令和4年 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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日 程 場 所 大本山百萬遍知恩寺第1回 令和4年 2月 15日（火）
第2回  3月 15日（火）
第3回  4月 15日（金）

時間：午後4時 から 5時30分 まで

大本山百萬遍知恩寺  特別研修会
「想いを伝えよう！伝わるように伝えよう！」

　コロナ禍において私たちの生活が一変しました。今こそ仏教のみ教え、お念仏のみ教えの尊さを説
く重要性は共々に感じていることと思います。
　しかし、「どう伝えていいのか」、「どうすれば伝わるのか」伝えたい自分の思いを伝わる術を専門家
にご指導いただき、自分の伝えたい仏教のみ教えを伝えられるようにするヒントを学びます。

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

一般：5,000円（全3回分）　会員：無料

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

平服に改良服（ガウン）・袈裟

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

電話もしくはメール（右記QRから）
に教区・寺院名・氏名・メールアドレス
を記入の上ご連絡ください。

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

令和4年2月10日（木）

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

奈良教区　九田寺　辰己順祐
TEL 0744 -42 -6503

第1回「相手に伝わる話し方」
女優　園 英子（その ひでこ）

　女優として映画･舞台･ドラマ･CMなどで
活躍する。時代劇を中心に多数出演。その他、
情報番組のリポーターやラジオのパーソナリ
ティーを務めるなど多方面で活躍　主な作品
に映画「大奥」「極道の妻たち～最後の戦い～」
テレビ「京都地検の女」「新・科捜研の女05」「部
長刑事」「旅に乾杯」リポーターなどがある。

第2回「相手の心を和ませる笑いの手法」
漫才師　幸助（こうすけ）

　漫才コンビ幸助福助　レツゴー三匹・レツ
ゴー正児に師事　今宮戎新人漫才コンクール
奨励賞、第18回ＮＨＫ上方漫才コンテスト優
秀賞等受賞。主な講演テーマに「悪質商法撃退
法」「終活漫才」など。また、営業活動の他に老
人ホーム、刑務所慰問などのボランティア活
動にも精力的に取り組んでいる。

第3回「落語家が講演形式で『話』を語る」
月亭 八方（つきていはっぽう）

　説明不要の落語家月亭八方師匠が落語では
なく、講演形式で話術についてご指導くださ
います。

●講題・講師 ●時間割

16：00
布教師会会長・副会長の
模範布教15分

16：30 講義

17：30 講義終了

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

法式、布教、詠唱については1回1000円。
仏像彫刻については1回2500円です。

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

〒602 -0852
京都市上京区寺町通広小路上ル北之辺町395
TEL	075 -231 -2550　FAX	075 -212 -7211
Eメール	info@jozan.jp

大本山清浄華院 「浄山研鑚講座 ～はじめの一歩から～」
　大本山清浄華院では、浄土宗の大本山としての存在意義を果たすべく、３つのテーマを掲げました。

　「研鑚道場としての大本山」・「公共福祉の充実した大本山」・「伝統文化を重んじる大本山」
　その中「研鑚道場としての大本山」の事業として、資質向上を目指す浄土宗教師の皆さんが、気軽
に研鑚できる場を提供したいと考え、「浄山研鑚講座～はじめの一歩から～」と題する様々な教室を
開催することといたしました。
　まずは次年度（令和４年４月）より浄土宗教師あるいは僧侶として役立つ４つの講座を開催いたしま
す。皆様のご参加をお待ちしております。

【講座と先生のご紹介】

○法式研鑚講座　講師�大澤亮我先生　第１回目は４月１６日（土）19時～
初心を忘れることなく、法式を学ぶ機会にと思っています。研鑚の基本は、先ず共に
声を出し、威儀を正しての日常勤行におきます。知っておきたいこと、疑問に思ってい
ること等を共に共有できる学ぶ場でありたいと考えています。

○布教研鑚講座　講師�阪口祐彦先生　第１回目は５月１8日（水）19時～
僧侶には必修の勤めが様々あります。昔から「一掃除二勤行三学問」などといわれま
すが、それは最低限の勤めであり、『布教』を抜きにして寺門の興隆はありません。布
教を志す若い僧侶を中心に幅広い布教（口説・掲示伝道・ネット伝道等）	を初歩から
学んでいく講座を開設致します。何卒、ご参加下さいますよう御案内申し上げます。

○詠唱研鑚講座　講師�伏見淨香先生　第１回目は４月２7日（水）19時～
もともとあった男性僧侶の詠唱勉強会「沙羅の会」を清浄華院の講座と合併してより発
展した形で行うこととなりました。男女を問わず、どなたでもご参加頂ける勉強会です。
ご詠歌や和讃を通して檀信徒の皆さんと共にお念仏を唱える会を目指しております。

○佛像彫刻講座　講師�前田昌宏先生　第一、第三金曜日　18時～20時
心の仏さまを彫ってみませんか。初心者の方は、まず片手サイズの可愛らしいお地蔵
さまからスタート。彫るごとに少しずつ姿を表してくれる仏さまと向き合いながら、ゆっく
りと流れていく時間を過ごしましょう。個々のペースに合わせて進めていきますので、
お気軽にご受講ください。

各教室それぞれ月1回～2回を予定して
おります。
未だ未定な部分もありますので、詳細は
お問い合わせください。

大本山清浄華院　諸堂
なお、講座の内容によっては現地開催だ
けでなく、遠方の方も参加できるようzoom
等によるオンライン配信も予定しています。

日 程

場 所

新着新着

71和合　令和4年　2月号



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

青森教区
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

中止

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
オンライン開催

東京教区
11月11日
　　~12日
大本山増上寺

中止

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】
岐阜キャッスルイン

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
ANAクラウン
プラザホテル
新潟

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4年1月11日現在となります。新型コロナウイルス感染拡大防止の為、変更が多数生じておりますのでご注意ください。

中止

中止

中止

中止

中止
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中止
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終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了
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次頁へつづく→

浄土宗教学院  各種講座

日 時

日 時

会 場

会 場

令和4年 2月10日（木） 午後1時30分 から 3時 まで （発表60分、休憩10分、質疑20分）

令和4年 3月2日（水）午後3時 から 5時15分 まで

大正大学（対面） もしくは Zoom（オンライン）

佛教大学1号館1階第3会議室（対面） もしくは Zoom（オンライン）

東部研究会

公開講座

「長西とその門流研究の現在  
　　　─中世浄土教研究における 
　　　　　　称名寺聖教の重要性─」
龍谷大学非常勤講師	
浄土真宗本願寺派総合研究所研究員　佐竹�真城

【概要】覚明房長西は浄土宗九品寺流の派祖で
ある。九品寺流の教学は一般に「諸行本願義」
と評され、法然門流においては背師異義と位
置づけられている。ところで、長西をはじめと

「桑門秀我『選擇本願念佛集講義』 
 前・後篇の出版を終えて」

佛教大学仏教学部教授	
佛教大学法然仏教学研究センター長	 本庄�良文

佛教大学法然仏教学研究センター嘱託研究員	
浄願寺副住職	 上野�忠昭

した九品寺流諸師の教学は、長らく著作が散
逸していたため、第三者の所伝に基づいて言
及されることが多かった。昭和初期に神奈川
県立金沢文庫より著作が顕出されたことで、
その教学を直接に窺うことが可能となったが、
顕出以後も一部を除いた多くの典籍が未翻刻
の状態であり、十分に研究が進展しない状況
が続いていた。発表者は近年、長西の著作を中
心に称名寺聖教の翻刻を進めており、従来の
見解とは異なる点も見えてきている。それら
二、三の点について私見を述べてみたい。

●タイトル・発表者

●タイトル・講師

新着

　教学院では、最新の研究状況を広く共有することを目的に、以下の通り研究会を開催いたします。
この機会にぜひともご参加ください。

　浄土宗教学院では、これまで研究成果の一端を広く公開・発表することを目的に、多くの地域にて、
さまざまな形式で公開講座を開催して参りました。
　本年度は、「桑門秀我『選擇本願念佛集講義』前・後篇の出版を終えて」というテーマのもと、先生
方に桑門秀我『選択本願念仏集講義』の訳注を通して得た各種の知見や課題や、巨大な宗学者の
学殖の一端を復活させる重要性について講義して頂きます。
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開催1週間ほど前にメールにて、対面参加の場
合の会場ならびにZoomのミーティングID・パ
スコードをご案内いたします。
※感染状況によってはオンラインのみでの開
催に変更となる場合があります。

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

浄土宗教学院
〒605 -0062　京都市東山区林下町416
浄土宗教化研修会館内
TEL 075 -744 -0360　FAX 075 -744 -0363
ホームページ　https://acad.jodo.or.jp/

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

どなたでもご参加いただけます。

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

無料

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

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。
申込フォーム（https://forms.gle/
FZDpqHmukcVbArAe7）
もしくは右に掲載のQRコードよ
りお申し込みください。

日 時

会 場

令和4年 3月3日（木）午後2時 から 4時30分 まで

大正大学（対面）もしくは Zoom（オンライン）

東西交流研究会

「良忠の『付法状』発給とその背景」
佛教大学 准教授　坪井 剛

「善導における滅罪とその過程」
知恩院浄土宗学研究所研究助手　小川 法道

●発表概要・発表者

　従来、浄土宗の研究者同士の全国的な交流の場は、年に一度の総合学術大会を除いてほとんど
存在しませんでした。しかし、一宗の学術研究がさらなる進展を遂げるには、研究者間の交流をより一
層進め、相互に切磋琢磨する環境を整えることが不可欠と考えられます。
　そこで教学院では平成27年度より「東西交流研究会」を開催しております。令和3年度は今後の
ご活躍が期待される中堅・若手のお二人をお招きすることとなりました。どなたでもご聴講いただけます
ので、この機会にぜひともご参加ください。

●スケジュール

14：00 開　会

14：10
発表①　小川先生
（発表45分、質疑応答15分）

15：30
発表②　坪井先生
（発表45分、質疑応答15分）

16：30 閉　会

＜3講座共通＞
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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 ～絵本移動図書館『童心号』の活動より～」 
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 
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●宿泊について―――参加申込のお済みでない方で宿泊が必要な場合は、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。 

 
●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、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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　浄土宗平和賞とは、浄土宗の教義を広め、儀式を行うという寺院の活動にとどまらず、

「社会参加する仏教」を志向し、平和推進、国際協力に関する活動をはじめ、環境保護活

動、国際交流活動、社会貢献活動など、幅広い分野で公益のための活動を行っている浄土

宗寺院・教師または浄土宗教師が代表（中心的な役員）を務める団体を顕彰し、支援するも

のです。また同時に浄土宗平和協会の広報誌「ダーナ」などを通じて受賞寺院（浄土宗教

師）の活動内容や、ノウハウなどの情報を提供し、寺院・教師の社会参加型事業への取り組

みを啓発、醸成することを目的として創設されました。

ぜひ多くの推薦をお願いします！
◆賞の内容

賞状・副賞（50万円）
◆表彰対象

１．浄土宗寺院・教師
２．浄土宗教師・寺族が代表（中心的な役員）
　  を務める団体

◆選考方法・表彰
浄土宗平和協会理事会で選考し、浄土宗平
和協会総会の席上、表彰し副賞を授与しま
す（令和４年６月頃を予定）。

◆募集方法
１．公募（自薦他薦問わず）
２．教区長、教化団長、浄青会長、浄土宗平
　  和協会会員による推薦

◆応募・締切
所定の推薦書に必要事項を記載の上、当協
会事務局まで郵送してください。
応募の締切は令和４年２月28日とします。

《推薦書送付先／問い合わせ》
JPA事務局（平和賞担当）
〒612-8376
　京都市伏見区西大文字町956　大信寺内
　TEL：075-611-0738
　E-mail：noriten@n.zaq.jp

◆受賞対象の活動事例について
以下は候補となる活動事例の一部を揚げた
ものです。
※国際交流団体を寺族及び檀信徒が中心になって

つくり、海外の恵まれない人々への教育・医療・
福祉その他の人道支援を継続的に行っている。

※日本で生活する留学生に奨学金を送り、生活の
支援を行っている。

※日本文化の紹介のために、地域と一緒になって、
寺を会場にお茶やお花、能楽などのフェスティ
バルを行い国際交流を図っている。

　浄土宗の社会教化団体である「浄土宗社会福祉協会」
「浄土宗保護司会」「浄土宗保育協会」「浄土宗スカウト

連合協議会」などに属する保育園、幼稚園、福祉諸施設
経営、ボーイスカウト、保護司、教誨師などの活動は、
浄土宗平和賞の応募対象には含まれません。

浄土宗平和賞第 13 回
募 集
要 項

URL : https://jpa-jodo.or.jp/   E-mail: info@jpa-jodo.or.jp

平和賞（宗報）第14回.indd   1 2021/12/16   17:50

新着
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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」。その有用性・効率性か
ら各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） 午後1時 から 4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

●タイムテーブル・登壇者

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
①熊谷信是「ゲノム編集とは  
 ―遺伝子組換えとどう違うのか？―」
②水谷浩志「流通し始めたゲノム編集食品」
③熊谷信是「ゲノム編集で花粉症も解決?!  
 ―資源・環境分野での応用―」
④坂上雅翁「医療応用をめぐる光と影」

14：10 休憩

14：20 第2部　宗教者・仏教者とゲノム編集
⑤吉田淳雄「ゲノム編集の問題点と 
 その先にある懸念」
⑥岡崎秀麿「遺伝子の差異が生む新しい差別」
⑦伊藤竜信「人間の尊厳をおびやかす懸念」
⑧吉田淳雄「科学技術の進展に私たちは 
 どう向き合うか」

15：20 休憩

15：40 第3部　質疑応答・総括
コーディネーター： 工藤量導

16：30 閉会
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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
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浄土宗教師資格の取得について 

お知らせ

本学では、浄土宗教師資格取得を目指す学生のために宗門子弟教育を行っ

ています。入学後は、所定の科目を履修し単位を取得することによって伝宗

伝戒道場（加行）の入行資格を得ることができます。

＜編入学について＞

既卒大学の単位を活かし、新たに僧侶資格単位を取得することによって、

2 年間で資格を取得することができます。短期間で浄土宗の教えを広く、深く

学ぶことができます。

入学試験・僧階取得についての問い合わせ先

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

【受付時間 10：00～18：00（月～金）】

※仏教学科以外で僧階の取得をご希望の方はご相談ください。

文学部 

日本文学科 
人文学科 

文学部 文学部 

人文学科 
日本文学科 
人文学科 
日本文学科 日本文学科 日本文学科 

表現学部

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

文学部 文学部 

日本文学科 日本文学科 日本文学科 日本文学科 

文学部 

日本文学科 日本文学科 

仏教学部

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

表現学部表現学部地域創生学部

地域創生学科 

心理社会学部

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

表現学部

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

社会共生学部

社会創造系学部群 探究実証系学部群

公共政策学科

社会福祉学科
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現役大学生でも少僧都の取得が可能

［僧階 少僧都 教階 輔教 学階 得業］

最短２年で取得が可能

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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■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】

阿弥陀仏編（第7回） 令和4年 2月8日（火）

授戒会編（第6回） 令和4年 2月21日（月）

御法語編（第16回） 令和4年 2月24日（木）

布教編（第4回） 令和4年 2月25日（金）

法式編（第1回） 令和4年 3月10日（木）

『選択集』編（第17回） 令和4年 3月14日（月）

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）

■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。

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

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。
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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。

	第118回教学高等講習会

	教化高等講習会（冬安居道場併修）

	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、
ご住職さま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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〒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/

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、
右記QRからお申し込みください。
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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。
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春彼岸

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

日本食の奥深い魅力を世界へ、
日本へ届けたい
料理人 野永喜三夫さん

·心に残る法然さまの言葉

·ほとけにあいに

·ご開帳が待ち遠しい！
秘仏なぞり描き【新連載】

·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【花まつり】

2022
春号
No.114

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』本号に行事シリーズ『春彼岸』、『かるな』春号のサンプルを同梱しております。

春彼岸

年中行
事で

檀信徒
さまに

お配り
くださ

い！



「焼香の仕方は？」「法事のときの作法が分からない」———。
檀信徒が疑問に感じやすい、お葬式をはじめとしたさまざま
な仏事の意味や作法を、簡潔にわかりやすくまとめた一冊。
檀信徒にお配りいただくことで、お寺とのつながりをより強く
するきっかけになります！

「焼香の作法」や「香典袋の書
き方」など、仏事・作法の基本
がイラストでよくわかる！

お仏壇の祀り方やお墓参り、
葬儀、法要の流れについて
も解説しています。

浄土宗のダイジェストブックが誕生！

浄土宗の手引き
定　価：275円（税込）　サイズ：四六判　80頁
浄土宗出版（編）

浄土宗の手引き

すすお め 書 籍
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第１章 お寺のこと・仏事の作法
第2章 葬送と行事・法要
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 法然上人二十五霊場
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