


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』31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』31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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第12回 開教公開カンファレンス　報告

コロナ禍社会に役立つお寺に
　　　　　　　─今何が出来るか─

2021年11月29日、第12回開教公開カンファレンス「コロナ禍社会に役立つお寺に ―今何が出来る

か―」（主催：浄土宗開教振興協会）をZoomによるオンライン形式で開催いたしました。2021年2月に

開催された第11回開教公開カンファレンスでは、海外で活躍する開教使からコロナ禍における各国の状

況と寺院の取り組みについて報告がなされました。今回は前回の内容を踏まえたうえで、基調講演、ワーク

ショップ、その後の全体会を行うことにより、人々や社会に寄り添い、役立つ僧侶・寺院の在り方について

考えを深め、21世紀浄土宗劈頭宣言「世界に共生を」を如何に具現化するのかを考察いたしました。

基調講演を浄土宗教師でありジャーナリストである鵜飼秀徳師が行い、その後、北米開教区・ハワイ開

教区グループ、南米開教区・オーストラリア開教地・フランス開教地グループ、国内開教使グループの3つ

に分かれてワークショップを行いました。それぞれのワークショップでは、数名の開教使らが報告をしたう

えで、参加者を交えたディスカッションが展開されました。その後、各ワークショップで話し合われた内容

を共有する全体会が行われ、全日本仏教会理事長である戸松義晴師より全体を通してのコメントをいただ

きました。

　以下、基調講演およびワークショップでの発表概要等を報告いたします。

　右記のQRコードより、当日の録画が視聴できます。

コロナ禍の現在、葬儀の簡略化が進行している。
この状況は、以前から進展していた薄葬ブーム、弔
いの意識の希薄化、超々高齢社会で「送る人」が不
在となった状況などを背景として生じた葬儀の変化
が、コロナ禍により加速化したとみるべきである。

●寺院消滅まであと〇年？2040年の寺院の数

『第7回浄土宗宗勢調査』（2017年実施）によると、
「お寺の後継者がいない」との回答が約46％を占め
ている。2020年現在では、全国の仏教寺院は7万

6970ケ寺、うち正住寺院は6万ケ寺程度であると思
われるが、何の対策をしないまま2040年を迎えると、
正住寺院は5万ケ寺以下になる可能性がある。また
寺院を兼務することが重荷となり、「共倒れ」の危険
性も出てくる。さらに葬送の簡素化や多様化によっ
て、寺院の布施収入の減少も避けられない。

●コロナ禍による寺院経済への影響

大正大学BSR推進センターの調査（2021年1月）
によると、コロナ禍による葬儀への影響は、「会葬者

「寺院消滅からの脱却 
　　　～コロナ禍の今こそ再生のチャンス～」
鵜飼 秀徳 師（京都教区正覚寺住職、ジャーナリスト）

基 調 講 演  概 要
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　基調講演の内容を受けて、参加者はZoomのグループ機能を用いて３つのグループに分かれ、オンライ

ン上にてワークショップを行った。前回のカンファレンスでの発表を踏まえたうえで、前回カンファレンス時

から現在に至るまでの状況の変化、コロナ禍での取り組みや工夫、抱える困難や取り組みの成功例・失敗な

どを通じて、コロナ禍社会に役立つお寺・僧侶とはどのようなものであるのかについて議論を深めた。

の人数が少ない」（93.1％）、「１日葬などの簡素化」
（41.4％）、「出仕僧侶の減少」（30.9％）などであっ
た。年回法要では「参列者減少」（93.1％）、「法事
後の会食が減少」（79.6％）、「申し込みが少ない」
（51.3％）（＊いずれも複数回答）であった。浄土宗
が行った調査（『宗報』2020年9月号）では、宗教活
動による収入が減ったと回答したのは84％にのぼるこ
とからも、コロナ禍は寺院経済に大きな影響を及ぼし
ていることが分かる。

●アフターコロナの世界、お寺は変化に対応できるか

コロナ禍の影響もあり、寺院を取り巻く環境は大きく
変化している。すでに１日葬が増加した状況が各地
で見られる。今後は「強い寺院」と「弱い寺院」の格
差が広がり、兼業をする住職は増えるであろう。また
寺院のDX化（デジタル・トランスフォーメーション化）
が進み、お布施もキャッシュレス化が進むと考える。で
は、寺院はこのDＸ化に現時点でどれほど対応して
いるだろうか。
浄土宗が行った調査（『宗報』2020年9月号）で

は、オンライン法事やオンライン法話を行っている寺院
はわずか3.2％、オンラインでの決済に対応しているの

はわずか0.3％であることが分かった。一方、檀信徒
側では、「法事をオンラインで予約したい」人が約半
数、オンライン法要やヴァーチャル墓参り、オンライン
お盆などを望む人はそれぞれ4分の１程度いることが
明らかになっている（全日本仏教会・大和証券2020
年度臨時調査）。このことからも、時代のニーズに対
して寺院が応えられていないと言えるだろう。

●弔いの大切さ

コロナ禍で葬儀の簡略化が進む傾向があるもの
の、あらためて死生観を問いなおす機会にもなったよ
うだ。家族の看取りや見送りを満足にできず、葬式を
直葬や１日葬にせざるを得なかった人も多くいたが、
なかには納得がいかずに葬式をやり直したり、追善
供養を手厚く行う事例が増えている。
このような例から考えると、このコロナ禍は本来の
弔いの形をとりもどすエンジンになりうるのであり、そこ
に仏教者が胆力と知力、行動力、そして誠実さをもっ
て対処できるかどうかが生命線となる。
「寄り添える寺院」「儀式を大切にする寺院」は残
り、全てにおいて形骸化した寺院は消滅すると考え
ている。

ワークショップ 報告

①北米開教区・ハワイ開教区グループ

ファシリテーター： 田中康道 
 （浄土宗開教振興協会）

書記・全体会発表： 秋谷昇龍 
 （浄土宗開教振興協会）

発表者： 北米開教区 田中孝道開教使 
ハワイ開教区 石川広宣開教総監 ・   
江崎晃司開教使 ・ 原潮音開教使
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ハワイ開教区 石川 広宣 開教総監

ハワイ開教区 江崎 晃司 開教使

ハワイ開教区 原 潮音 開教使

現在のハワイでのコロナ感染状況は、オアフ島で
の１日の感染者数が25人、ハワイ州全体では77人
である。ワクチン完全接種率は72.5％（１回目接種
率84％）である。日本からの到着者数は平時では
約5000人であるが227人と少ない。なおアメリカ本
土に比べると制限は厳しく感じる。
コロナ禍での活動では、安心を提供する、特に情
報を提供することが重要と考える。また規制・法令に

コロナ禍での最近10か月の変化は特になく、
2020年3月13日、アメリカ大統領による非常事態宣
言以来、お寺の門は閉めたままである。お寺の法要
に関しては全て動画で配信している。
コロナ禍における活動の３本柱は以下のとおりで
ある。
•ガレージセール
ロックダウンにより時間を持て余した人々が家の掃
除を始めたことにより不用品が増えた。その不用品
をお寺に寄付していただき、それを売ることにより毎

６月からサービスを始めた。その際には感染予防
の観点から、焼香の入れ物に工夫を施した。盆踊
りは2020、21年ともに中止したが、感染者数減少に
よる活動制限緩和に伴いウェディングサービス、ケ
アホームビジテーション、公共の場所での盆ダンスで
のブレッシングなどの活動は行った。新しく始めた取
り組みとして、ハロウィンでのパンプキン制作などの
ワークショップを開催している。これは新しい人との
コネクションをつくる目的である。また、お寺でのフィッ

よる制限下であっても、とにかく「続ける」ことを心が
けている。
コロナ禍においても活動可能である４つの選択肢
は、対面法要（従来通りの方法）、オンライン法要、
ローテク（電話を利用したお勤め、など）、ハイブリッ
ト（オンラインと対面の混同）である。特にオンライ
ンの普及により時間短縮・経費の軽減が可能となっ
た。一方で対面の重要性をあらためて確認できた。

月3000〜4000ドルの収入となっている。
•フードバンクへの手伝い（ボランティア）
様々な人が集まるイベントにボランティアで参加す

ることにより、自分が主催するガレージセールへ来る
人との縁が広がり、結局は集客にも繋がっている。
•YouTubeによる法要
６時間かけて30分の動画を作成している。ライブ
配信は行なっていない。理由は録画・編集しテロップ
など入れることにより、見ている人はお経の意味を理
解することができるからである。

トネス、ハレアカラでの念仏サンセット、クラフトマー
ケットを行った。
先週、葬儀の導師を勤める機会があった。参列

者は主に日系人とフィリピン人であり、参列者に多くの
キリスト教徒が含まれていた。そのような中でも、宗
教の共通言語である「愛と感謝の気持ち」を互いが
持ちながら、しっかりと浄土宗の教え、念仏は旅立つ
人・先祖への感謝を表す行為であることを伝え、お
互いの理解を深めることが重要であると感じた。

北米開教区 田中 孝道 開教使
アメリカはサンクスギビングからクリスマスにかけて
のホリデーシーズンとなり、２年ぶりに大きな人の移
動が見られた。宗教活動においてはロサンゼルス・
カウンティによる人数制限解除に伴い、３月彼岸で
は人数制限２５％まで制限が緩和、７月お盆では人
数制限が５０％まで緩和され70人のお参り、３０人の

リモート参加があった。９月の彼岸では４０人程度の
お参り、その他数名のリモート参加があった。
北米開教本院においては、治安問題により賃貸

収入が全くない。実収入は法要等のお布施のみで
ある為、活動制限中にあり大変厳しい状況に変わり
はない。
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南米開教区 大江田 晃義 開教使

南米開教区 櫻井 聡祐 開教使 ・ 櫻井 志子 開教助員

ワークショップ参加者からの意見・質問
◦自省も込めて「なぜ開教使は日系人しか相手にしないのか」と赴任当時から感じていたが、江崎先生
や原先生は積極的にコミュニティに参加し、彼らを巻き込んで活動している報告を聞いて我 も々そう
するべきだと感じた。

◦開教とは他者に対する愛の実践であると考えている。その信念の上に立ってコミュニティの要請に
応えていく、それ以外に我々のできることは無いと考えている。

2020年5月より月に１回の慈善バザーを開催して
いるが、このような慈善バザーには、檀家さんも新規
参加者も「クチコミ」で参加者が広がっている。バ
ザーでは婦人部の有志が各家庭で調理した食べ
物を主に提供しているが、地域の経営者や地域住
民も協力してくれている。バザーを通して「お寺の
ファン」が生まれ、本堂建立の為のPRにも繋がって
いると思う。

コロナ禍になってから、SNSを利用してお寺のお
便り、境内の様子や行事等を中心に連絡を交わす
ようになった。これは、メンバーはコロナでお寺に参
拝できない為、せめて「お寺はいつでもここにありま
すよ」と伝えたかったからである。最初は、「何もで
きませんが、せめてこの夕焼けをお裾分け致します」
との気持ちで夕陽が映るお寺の写真を添付し送信
した。現在では境内の様子や行事の案内を中心

コロナ禍で改めて気づいた点は、政府や自治体
の対応の遅さである。そして、政府や自治体の対
応を待つより地域での横の繋がりがあれば、ある程
度の困難には対応できる事も分かった。このために
は、普段から相互援助の出来る体制を構築しておく
ことが肝要であり、人脈の宝庫であるお寺の存在意
義をあらためて確認することができた。

に、83人の皆さまと連絡を交わすようになった。
また、高齢者宅への声かけと野菜配布を行って
いる。これは、お寺を心配してくださる檀信徒さんか
ら野菜を頂くので、その野菜をひとり暮らしや夫婦
で過ごす高齢者にお届けしている。認知症の進行
が顕著な方や自粛中にご家族を亡くなられた方々
から優先的に野菜を届けており、その際には玄関
先で明るい話題を中心に健康観察や情報交換を

ファシリテーター： 神田眞晃 
 （浄土宗開教振興協会）

書記・全体会発表： 正木唯真 
 （浄土宗開教振興協会）

発表者： 南米開教区 大江田晃義開教使 ・  
櫻井聡祐開教使 ・ 櫻井志子開教助員 
オーストラリア開教地 ウィルソン哲雄開教使 
フランス開教地 高僧光隆開教使

②南米開教区・オーストラリア開教地・フランス開教地グループ

5和合　令和4年　3月号



行う。また介護に関する相談も受け、11の家庭を訪
問している。
このような取り組みはコロナ前でも実行可能であっ

たのに、コロナ禍によってはじめて必要性に気づい
た。またコロナ禍によって、人と人との「真心と優しさ
のバトンの繋がり」を再確認することができた。

オーストラリア開教地 ウィルソン 哲雄 開教使

フランス開教地 高僧 光隆 開教使

オーストラリアでは、ロックダウン政策により州の境
界が閉鎖された。このため在豪日本人のなかには、
日本のお墓に参りできない、法事に参加できないと
いう方もいた。そのような日本人が阿弥陀寺を知り
法事を行なったり、阿弥陀寺の催しに参加してくださ
るようになった。コロナ禍で新たなご縁が結ばれた
方々は、コロナ禍が収束しても、阿弥陀寺との関係
は途切れないと確信している。
他にはインターネットの活用も行っている。オースト

ラリア在住の日本人男性が亡くなり、娘さんはドイツ

コロナ禍でも、仏教僧侶としての自覚を大切にし、
生きる大変さ、心の持ち方を布教している。僧侶と
しての自己の能力、適性、与えられている状況を鑑
み、問題意識を持ち、自分に出来ること、目標を持ち
続け、僧侶として誠心誠意自身、他者に向かい、行
い、発言を心がけている。人々が求めているのは、
仏の教え、信仰の優しい説明、社会に対する僧侶
自身の姿勢と真摯な発言だと思う。

に住んでいて、葬儀に参列出来なかったことがあっ
た。その際に、葬儀の様子をインターネットライブで
配信したことにより、娘さんの心労が緩和された。
定期法要はしばらく中止せざるを得なかったが、

彼岸法要を再開できた時には、メンバーのほとんど
が参加しお互いの近況を報告し合った。この様子
を見て、阿弥陀寺は人が集まる中心的な場所であ
ると実感した。メンバーは阿弥陀寺への信仰によっ
て繋がっている。その繋がりは強く、不朽だと感じて
いる。

ドイツ人の開教補佐がドイツ、ケルンに在住し日系
社会の責任者として勤めているが、Zoomを活用し
連絡を取り合っている。
ドイツ南東で2人のドイツ人の帰敬式、通訳も入れ
て１時間半の式を厳修した。儀式一つ一つ、法話
を大切に行ったが、２人は大変感動された。
今後は、慈善バザー等もしていきたい。

ワークショップ参加者からの意見・質問
◦お寺は心の癒し、寄り添いの場所である。あらためて人との繋がりの大切さを感じる。またコロナ禍
でお墓参りが増えた気がする。

◦青年会の事業として同時別時念仏会を開催し、世界の人たちとお念仏を通して繋がった。コロナ
禍でも繋がりの有り難さを感じた。

◦今まで当たり前のように行けていた場所に行けない今、現地へ行く大切さ実感している。

◦コロナ禍であっても僧侶としての芯をブラさない。今まで以上のコミュニケーションが大切であると思う。
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元国内開教使 岩﨑 念唯 師（宮崎）

元国内開教使 伊波 清慈 師（沖縄）

元国内開教使 𠮷川 輝昌 師（千葉）

平成14年、檀家数ゼロから自然寺をスタートさせ
たが、現在は檀家120件、信徒4 〜50件である。寺
院経営は大変で、これまでは布教師として活動する
ことにより経済的に補填していた。しかし、コロナ禍
でお説教に行く機会がほとんど無くなった。このため
自坊にいる時間が増え、毎日5人〜10人の方々から
相談事を受けているが、このようなことが住職として
大切なことだとあらためて感じている。
コロナ禍のためか、お葬式をするのに経済的に大
変な方もいる。お寺でお通夜・お葬式をできるように
したが、低額ということもあり喜ばれている。インター
ネットも活用しており、法事に参加できなかった方に

コロナ禍による寺院への影響は、とくに都市部に
おいて大きいと感じている。葬儀の簡略化が進ん
でいるおり、告別式がほぼなくなった。「この形式で
固定してしまうのでは」と危惧している。一方、久米
島などの離島では葬儀の形はほとんど変わっておら

寺院活動を開始して8年であるが、法務依頼は
葬儀社、石材店からの紹介によるものが多い。コロ
ナ禍になってから、葬儀や法事などの法務が減っ
た。コロナ前は他寺院が行事を行う際に手伝いに
行くこともあったが、他寺院も行事を軒並み中止した
ため、その手伝いも減った。
しかし、コロナ禍で人々は家にいる時間が増えた

ネット上で法事の様子を写真や動画で送り、喜ばれ
ている。お寺での定期法要は、年5回行なっている
が、人数制限をして密にならない様に気を付け、おと
き(食事会)は出さずに、手土産に替えている。
若い人たちに「出会いの場」となる様な行事、

「お寺は楽しいところ」と思ってもらえる様な取り組
みをしている。例えば、門松作り等を通じて、小学
生・中学生はじめ若い人たちにお寺に来てもらい、こ
れを機縁として色々な活動に参加してもらう様に取り
組んでいる。また、誰でも・いつでもお気軽に来れる
お寺にする為、無料の寺カフェをして、コーヒーやお
茶を差し上げている。

ず、3〜400人の参列者が集まるものとなっている。
コロナ禍になってから、直接檀信徒と会える機会
が減ったこともあり、約280件へ伝道はがきを送るよ
うにした。

せいか、仏壇・位牌の開眼・発遣の法要依頼は増え
たような気がする。ここ数か月はコロナの状況が落
ち着いていることもあり、法務の数も戻りつつあるし、
大規模の葬儀も増えた。
コロナ禍は、実は「弔いの気持ちの大切さを見つ
める機会」になっていると思う。またコロナによって
葬送の儀礼がなくなるわけではないと思う。

ファシリテーター： 笠原泰淳 
 （浄土宗開教振興協会）

書記・全体会発表： 名和清隆 
 （浄土宗開教振興協会）

発表者： 元国内開教使 岩﨑念唯師（宮崎） 
元国内開教使 伊波清慈師（沖縄） 
元国内開教使 𠮷川輝昌師（千葉） 
元国内開教使 笠原泰淳師（東京）

③国内開教使グループ
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元国内開教使 笠原 泰淳 師 （東京）
2020年は法事などのキャンセルが相次ぎ、前年よ

り法事数は2割減、収入は16％減であった。2021
年上半期は昨年より15％増したが、未だ戻りきらな
い状況である。
コロナ禍により、最後のお別れがちゃんとできてい
ない遺族が増えている。遺族の心理が心配である
ので、これまで行っていなかった枕経を行うようにし、
その際にしっかりと話しを聞くようにした。また法事で
は「参加型」のものとすべく、一緒に読むプリントを
作成した。
毎月定例の「お念仏の会」「写経会」なども当初

は中止したが、現在では密を避ける形で再開をし、

ネットでの配信も行っている。インターネットを利用し
ての布教を積極的に展開しているが、コロナ禍に
おいてネットでの活動比重が増加したように思う。リ
モート法事も増加したため、参列者を映す、念仏は
一緒に称える、遺影を大きいものとするなど、リモート
法事に相応しい形式とすべく工夫している。
一方で、「人と人とのつながり感」「あたたかさ」

を届けるべく、新たにはがき通信を始めたり、温かみ
を感じる書体での掲示伝道を展開した。
コロナ禍において、仏教を求める人々が増加した

と感じている。本堂の扉を９－１７時で開け、地域の
人が手を合わせることができるようにした。

続いて、ワークショップを行なった各グループの

記録係がパワーポイントを用いて意見等を報告

し、全体で共有を図った。そして最後に基調講

演の講師をお務めいただいた鵜飼秀徳師に、グ

ループワークを通じて挙がった工夫や意見に対

するコメントを頂戴した。

全 体 会  報 告

ワークショップ参加者からの意見・質問
◦みんな頑張っていると感じた。自坊の特徴、信徒の特徴を捉えて柔軟に工夫をし、一人一人に対応
している。人と人との関わりを強める大切さをあらためて感じた。

Ｑ .	どのように０から檀信徒を獲得したのか？

A.	信仰に飢えている人がいると思う。寄り添える僧侶を目指すとともに、儀礼を大切にしてきた。また
若い時にこそ、仏教に触れる機会をつくることが大切であると思う。

Ａ.		布教の熱心さだと思う
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鵜飼 秀徳 師  コメント

戸松 義晴 師  総評

コロナ禍であるからこそ、形は違えど様々なことに
チャレンジしていただいており、国内外問わず寺院
としてやるべきことは、さほど変わらないと思う。いか
に人 と々接点を持ち、コミュニケーションを図ってい
くかが重要である。継続して努力を続けていれば、
きっと良い方向に進むだろう。
海外開教区の場合は、歴史的に移民コミュニティ

鵜飼師の基調講演とグループワーク報告は、全
国の浄土宗僧侶や寺族、そして檀信徒に是非知っ
ていただきたい話であった。例えば北米開教区の
田中開教使の発表にあったように、コロナ禍による
移動制限等の措置により厳しい環境に置かれなが
らも少しずつ回復に努めていたこと、また、仏教を宗
教的に捉えるのではなく、人々の生きがいとして捉え
ること。アメリカでは世俗化が急激に進み、教会の
中核メンバーがどんどん辞めている。スティーブ・ジョ
ブズもそうだが、そうした人達は実のところ仏教に大
きな共感を持っている。今後はそうした人へのニー
ズに応えていくことが重要ではないかと感じた。
ハワイ開教区においては、同じハワイの中でも開
教使１人１人のキャラクターが異なり、地域の特性に
合わせた取り組みをされ、非常に興味深い。日本国
内においても、浄土宗寺院が同じ取組みを行う必要
はなく、オーダーメードの方法を見つけていくべきで
ある。ハワイ浄土宗別院では、メンバーが多くいると
いうこともあり、コロナ禍では積極的にオンラインを導

に主軸を置き活動されてきたかと思うが、それを日本
に置き換えると檀信徒のコミュニティを対象にしてき
た。しかしながら、今後はさらに外に目を向けるべき
である。すぐに結果が出るとは思わないが、地域住
民とより多く接点を持つことで芽が出る可能性は十
分にある。

入していると伺ったが、最終的には対面形式の重要
性を強調されていたことが印象的だった。世界全体
でAI化が進み、効率性・合理性が追及されている
社会の中で、私たち僧侶が同じことを試みても勝ち
目はなく、役割も担えない。人間が誰しも持っている
非合理的な部分に注目し、人 と々関係性を築いてい
かなくてはならない。
海外開教区・開教地全体で言えることとして、本

カンファレンスのテーマにもある「役に立つお寺」を
実践している。要介護や認知症等、弱い立場にあ
る方を優先して手助けすることは非常に重要な役
割である。ワークショップの中で、「健康観察」とい
う言葉も出てきたが、檀信徒や地域住民にとって命
のかかわるところに少しでも何かお寺から支援がも
らえる、あるいはそういうものを通して医療従事者に
繋げることは命を繋げる行為である。こうした取り組
みをコロナ禍だけではなく日常的に行うことが本当の
意味での「役に立つお寺」であると感じた。

（文責：開教振興協会企画委員　秋谷昇龍、正木唯眞、名和清隆）
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善導大師の
『観経疏』を読む （第39回）

柴田泰山

善導大師像（大本山百萬遍知恩寺蔵）

はじめに
白川静の『字通』で「父」という一文字を調べてみますと、

「父」の原意は斧を持ち、指揮権を有する人と説明があり
ます。また「斧」を調べてみますと、斧とは指揮権や刑罰権
の象徴であり、これを執るものが父であったという解説があり
ます。その意味でも『観経』に説かれる「父王」という表現
は、まさに斧や刀を携えて儀式に臨み、一族を支配する存
在を指し示すものでしょう。
今回は、この父王である頻婆娑羅王が我が子である阿

闍世王子によって幽閉される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39回）

【１： 頻婆娑羅王が幽閉される】
三に「収執父王」より、下「一不得往」に至る已来は、正しく父王、子に幽禁せらるることを
明す。
これ闍世、提婆が悪計を取って、頓に父子の情を捨つることを明す。
ただ罔極の恩を失うのみに非ず。逆の響きここに因って路に満つ。
たちまち王身を掩うを「収」曰う。
すでに得て捨てざるを、「執」と曰う。
故に「収執」と名づく。

【現代語訳】

第三に「収執父王」から、「一不得往」までは、まさしく父〔である頻婆娑羅〕王が〔我が〕
子に幽閉・監禁されたことを明かしている。このことは阿闍世が提婆達多の悪しき企みを
受け入れ、何の躊躇もなく親子の情を捨て去ったことを明かしている。

〔これは阿闍世が親子の情という〕極まりない恩を失うばかりではなく、この時から〔阿闍
世が父殺しという許されざる〕逆罪〔を犯そうとしたと〕の悪評が城内に知れ渡った。

〔こうして〕すぐに〔頻婆娑羅〕王の身を幽閉したことを「収」と説くのである。
〔また、〕幽閉して解き放たないことを「執」と説くのである。
このことから「収執」と言うのである。

ここは『観経』の「収執父王頻婆娑羅幽閉置
於七重室内制諸群臣一不得往」を注釈した部分
となります。
阿闍世が頻婆娑羅王を幽閉した理由につい

て、善導大師は「阿闍世が提婆達多の悪しき企
みを受け入れ、何の躊躇もなく親子の情を捨て
去った」と解説しています。確かに提婆達多の悪

しき企みが直接的な要因でしょうが、そこには頻
婆娑羅王自身の阿闍世に対する冷たい視線が
伏在していたと思われます。だからこそ「罔極の
恩」、つまり「極まりない恩」を何の躊躇もなく捨
て去り、実の父を幽閉し監禁することで、阿闍世
自身が我が身を護ったようにも読み取ることがで
きます。

【２： 父王の幽閉状況】
「父」と言うは、別して親の極を顕す。
「王」とは、その位を彰す。
「頻婆」とは、その名を彰す。
「幽閉七重室内」と言うは、所為すでに重し、事また軽きに非ず。浅く人間に禁ずじて、全
く守護無かるべからず。ただ王の宮閤、理めて外人を絶つを以て、ただ群臣のみ有って、
すなわち久しきより来た承奉せり。もし厳制せずんば、恐らくは情通有らんことを。
故に内外をして交りを絶って、閉じて七重の内に在かしむ。
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【現代語訳】

「父」とは、特別に〔大恩深き〕親の至極であることを明確に表している。
「王」とは、その位を明かしている。
「頻婆」とは、その名前を明かしている。
「幽閉七重室内」とは、ここまでの〔阿闍世の〕罪ですらすでに重たく、このことは〔決し
て〕軽く〔済まされることで〕はない。〔そればかりか阿闍世は、頻婆娑羅王を〕浅く人目
のつく〔ところに〕監禁をせず、〔また〕誰も警護につかないようにもしなかった。もとより
王の所在とは場所的に外の人々を絶ち、ただ家臣たちのみが離れたところから宣旨を承
るものである。もし厳しく〔王の身の回りを〕規制しなければ、場合によっては〔王と〕個
人的に親しくなることもある。
だからこそ内外とも〔すべての人々に〕交わりを絶たせ、〔頻婆娑羅王を〕幽閉して七重

〔の壁に取り囲まれた部屋の〕中に監禁させたのである。

善導大師は「父王」についてこのように解説す
ることで、阿闍世の犯した逆罪の重さを強調しよう
としています。
そして頻婆娑羅王を外部との接触を完全に
絶った状況に置くことで、王の権威と権力によって

我が身が脅かされないようにしたものと思われま
す。言い換えますと阿闍世はそれほど気が強い
性格ではなく、むしろ周囲に流されやすく、また、
常に大人に対して恐怖感や威圧感を感じながら
育ったものと考えられます。

【３： 韋提希夫人が密かに頻婆娑羅王のもとに食事を運ぶ】
四に「国大夫人」より、下「密以上王」に至る已来は、正しく夫人密かに王に食を奉ること
を明す。
「国大夫人」と言うは、これ最大なることを明す。
「夫人」と言うは、その位を標す。
「韋提」と言うは、その名を彰す。
「恭敬大王」と言うは、これ夫人すでに王身禁ぜらるるを見るに、門戸極めて難く音信通ぜ
ず。恐らくは王の身命を絶たんことを。
ついにすなわち香湯をもって滲浴し、身をして清浄ならしめ、すなわち酥蜜を取って、まずそ
の身に塗り、後に乾麨を取って、始めて酥蜜の上に安き、すなわち浄衣を着てこれを覆い、
外衣の上に、始めて瓔珞を着ること、常の服法のごとくにして外人をして怪しまざらしむ。ま
た瓔珞の孔の一頭を取って、蝋を以てこれを塞ぎ、一頭の孔の中により、蒲桃の漿

こんず

を盛れ
て、満たし已って還って塞ぐに、ただこれ瓔珞なり。ことごとく皆かくのごとくす。
荘厳すでに竟って、徐に歩して宮に入って王と相見することを明す。

【現代語訳】

第四に「国大夫人」から、「密以上王」までは、まさしく〔韋提希〕夫人が密かに〔幽閉さ
れた頻婆娑羅〕王に食事を運んでいたことを明かしている。
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善導大師の『観経疏』を読む（第39回）

「国大夫人」と説くことは、これ（韋提希夫人）が〔国中の女性において〕もっとも偉大で
あることを明かしている。

「夫人」と説くことは、〔韋提希夫人の妃という〕位を明かしている。
「韋提」と説くことは、〔韋提希夫人の〕名前を明かしている。
「恭敬大王」と説くことは〔次のことを〕明かしている。これは〔韋提希〕夫人がすでに
〔頻婆娑羅〕王の身が監禁されていることを見て、〔その幽閉場所の〕門戸が極めて固
く、音信が途絶え、このままでは〔頻婆娑羅〕王の命が絶たれると〔憂慮した〕。
〔そこで韋提希夫人は〕ついに薬草を敷き詰めた蒸し風呂（香湯）に入り、身を清めた上
で、酥蜜を手に取って、まずそれを身体に塗り、その後に麦焦がしの粉を手に取り、最初
に塗っておいた酥蜜の上に〔さらに〕塗りつけ、その上に清らかな衣を着て、〔衣の下の
酥蜜と麦焦がしの粉を〕覆い隠した。〔さらに清らかな〕衣の上に首飾り〔などの装身具〕
を身に着け、いつもの普段着のように〔振る舞い〕、他に人に怪しまれないようにした。ま
た首飾り〔などの装身具〕の両方の穴を取って、〔その片方の穴を〕蝋で塞ぎ、もう片方の
穴からブドウのジュースをしのばせて、〔それを首飾りなどの装身具それぞれに〕いっぱい
に入れてから、〔その穴を〕塞いだ。〔その首飾りなどの装身具は〕見たところは、普通の
首飾りなどの装身具であった。〔韋提希夫人は身に着けるもの〕すべてに、このように〔頻
婆娑羅王に食べ物を運ぶ準備を〕した。
すべてを着飾った〔韋提希夫人は〕、〔何事もなかったかのように〕ゆっくりと歩き王宮に
入り、〔頻婆娑羅〕王に面会したことを明かしている。

ここは『観経』の「国大夫人名韋提希恭敬大
王澡浴清浄以酥蜜和麨用塗其身諸瓔珞中盛蒲
桃漿密以上王」という経文を注釈した部分です。
この場面は手塚治虫の『ブッダ』でも、飢餓状態

にある頻婆娑羅王のもとに密かに韋提希夫人が
食事を運び、涙を流しながらに王に食事を与える
場面がとても悲しく描かれております。

【４： 韋提希夫人が密かに食事を届けることができたことに関する問答】
問うて曰く、諸臣は勅を奉けて、王を見ることを許さず。
未
い ぶ か

審し。夫人は門家制せず。放して入ることを得しむることは、何に意か有る。
答えて曰く、諸臣は身異に、また、これ外人なり。恐らくは情通有らんことを、厳しく重制を加
えしむることを致す。また夫人は、身これ女人なり。心に異計無かるべし。王と宿縁業重く、
久近の夫妻、別体同心なり。人をして外慮無からしむることを致す。
これを以て入って王と相見することを得しむ。

【現代語訳】

問う。諸々の家臣たちは〔阿闍世王の〕勅命を受け、〔頻婆娑羅〕王への面会が許されて
いなかった。

〔ならば、ここで〕疑問がある。門番が制止することなく、〔韋提希〕夫人が勝手に〔頻婆

13和合　令和4年　3月号



娑羅王が幽閉された場所に〕出入りすることができたのは、〔一体〕なぜなのか。
答える。諸々の家臣たちは身内でもなく、〔また〕彼らは〔親族でもなく〕関係ない者たち
である。場合によっては〔頻婆娑羅王が彼ら家臣たちと〕密通が起こることもあるので、

〔頻婆娑羅王が幽閉された場所に出入りすることは〕厳しく〔禁じられ〕、〔出入りする者
には〕重い罰則が加えられた。一方、〔韋提希〕夫人は、その身は女性であり、心に何も
怪しい企てもなかった。〔韋提希夫人は、頻婆娑羅〕王と幾世にも渡り縁とつながりが深
く、前世にあっても今世にあっても夫婦の契りをかわし、身体は別個であっても、〔常に〕
心はひとつであった。他人が夫婦に余計な配慮をするようなことは〔何も〕なかった。
このようなことから〔韋提希夫人は、頻婆娑羅王が幽閉された場所に〕出入りして、〔頻婆
娑羅〕王との面会ができたのである。

このように善導大師は、頻婆娑羅王と韋提希
夫人は幾世にもわたり夫婦であり、「別体同心」
つまり「身体は別個であっても、〔常に〕心はひと
つであった」ということを強調しています。
このように良好なる夫婦仲だったからこそ、ま

た夫婦がともに「王」と地位に固執したからこそ、
そしていつかはこの子が我が身を滅ぼすという
恐怖感に苛まされ続けたからこそ、夫婦とも我が
子に対する愛情が冷ややかになったのかもしれ
ません。

【５： 頻婆娑羅王に八戒の授戒①】
五に「爾時大王食麨」より、下「授我八戒」に至る已来は、正しく父王禁に因って法を請
することを明す。
これ夫人すでに王に見え已って、すなわち身上の酥麨を刮ぎ取って、団となして王に授与す。
王得てすなわち食す。麨を食することすでに竟れば、すなわち宮内に、夫人浄水を求め得
て、王に与えて口を漱がしむ。口を浄め已りぬれば、虚しく時を引くべからず。朝心寄る所
無し。
ここを以て虔

けん

恭
きょう

合掌して、面を廻らして、耆闍に向い敬を如来に致して、加護を請求するこ
とを明す。
これは身業の敬を明す。また通じて意業有り。

【現代語訳】

第五に「爾時大王食麨」から、「授我八戒」までは、〔阿闍世の〕父〔である頻婆娑羅〕王
が〔阿闍世に〕監禁されたことを機縁として、〔釈尊に〕法を〔説くことを〕願い求めたこ
とを明かしている。
これは〔韋提希〕夫人がすでに〔頻婆娑羅〕王と面会し、その場で身体に塗ってきた酥蜜
と麦焦がしの粉をはがし取り、〔それを団子状に〕丸め、〔頻婆娑羅〕王に与えた。これを
手にした〔頻婆娑羅〕王はすぐに食べた。

〔頻婆娑羅王がこの〕麦焦がしの粉を食べ終えると、〔韋提希〕夫人はすぐさま宮中に〔出
向いて〕浄らかな水を求め得て、〔再び頻婆娑羅王のもとに戻りこの水を〕王に与えて、口
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善導大師の『観経疏』を読む（第39回）

ここは『観経』の「爾時大王食麨飲漿求水漱
口漱口畢已合掌恭敬向耆闍崛山遙礼世尊而作
是言大目犍連是吾親友願興慈悲授我八戒」を
注釈した部分です。
韋提希夫人が密かに運び込んだ食事を口に

した頻婆娑羅王は、釈尊に対して加護を祈って
います。この時、頻婆娑羅王はどのような想いで
いたことでしょうか。「なぜ王であるべきこの我が

身が、このような仕打ちを実の息子から受けなけ
ればならないのか」という想い、「釈尊よ、どうか
お助けください」という懇願、「我が子にこのよう
なことをさせてしまった」と我が身の罪を悔いる気
持ち、「どうか、妻だけはお護りください」という想
い、さまざま感情が入り乱れ、ただ釈尊に対して
全身で帰依を表現することしかできなかったもの
と思われます。

【６： 頻婆娑羅王に八戒の授戒②】
「而作是言」より已下は、正しく口業の請を明す。また通じて意業有り。
「大目連是吾親友」と言うは、その二意有り。
ただ目連は俗に在ってはこれ王の別親、すでに出家を得てはすなわちこれ門師なり。宮
閤に往来するにすべて障礙無し。しかるに俗に在るを親とす。出家せるを友と名づく。故に

「親友」と名づく。
「願興慈悲授我八戒」と言うは、これ父王法を敬う情深く人を重くすること己に過ぎたり。も
しいまだ幽難に逢わずば、仏僧を奉請せんこと、難とするに足らず。今すでに囚われて、屈
を致すに由し無し。
ここを以てただ目連を請して八戒を受くることを明す。

【現代語訳】

「而作是言」から以下は、まさしく〔頻婆娑羅王が釈尊に対して〕口業を通じて〔教えを〕
懇願したことを明かしている。〔このことは〕また意業にも通じるものである。

「大目連是吾親友」とは、〔この「親友」という経文には〕二種の意味がある。
特に目連に限っては、〔目連が〕出家する以前は〔頻婆娑羅〕王の外戚〔関係〕にあり、

〔目連が〕出家した後には〔頻婆娑羅王の〕王家の師となり、王宮〔内の〕楼閣に出入り
することに何の障害もなかった。ここでは出家前の関係を「親」といい、出家後の関係を

「友」という。だから〔目連のことを〕「親友」というのである。
「願興慈悲授我八戒」とは、〔以下のことを明かしている。〕このことは〔頻婆娑羅〕王が
〔仏〕法を敬い、慈悲深く、他人のことを自分以上に尊重した。もし〔頻婆娑羅王が阿闍

をすすがせた。〔頻婆娑羅王は〕口中を清め終えると、いたずらに時が過ぎるようなことは
決してしなかった。〔しかし頻婆娑羅〕王が誰かに面会したくとも、どうしようもなかった。
だからこそ〔頻婆娑羅王は〕敬虔に恭しく合掌して、顔を〔仏がいる〕耆闍崛山に向け、如
来に対して礼拝して、加護を与えて欲しいと懇願した。
これは〔頻婆娑羅王から仏に対する〕身業の帰依を明かすものであり、また同時に意業の
帰依を明かすものでもある。
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ここでは頻婆娑羅王が、釈尊の高弟である目
連を幽閉先に招き、目連から直接に八戒を受ける
ことを懇願する場面が描かれています。善導大
師の解説によると、頻婆娑羅王と目連は旧知の仲

ここでは目連を招聘して戒を授かるに際して、
どうしてまず釈尊に礼拝するのかという問いに対
して、「最も尊い〔存在は〕仏以上のものはない。
〔だから〕心を寄せて〔何かしら〕願を発すときに
は、まず大いなる尊師〔たる仏〕に礼拝する」と述

であり、もともとは外戚関係にあり、また目連が釈尊
の弟子となった後は、目連が王家の師となってお
り、宮中の出入りも自由であったことが分かります。

べています。その上で、戒は目連でも授けることが
できるからという理由で、頻婆娑羅王は日頃から
懇意にしていた目連の招聘を、釈尊に懇願したの
でしょう。

世の手により〕幽閉されなければ、仏とその弟子を〔自らのもとに〕招くことに何の困難も
なかった〔ことであろう〕。〔しかし〕今は囚われの身となり、膝を曲げ〔仏を〕招くことが
できるはずもない。
だからこそ目連を招いて、八戒を受けることを〔懇願したということを〕明かしている。

【７： 頻婆娑羅王に八戒の授戒③】
問うて曰く、父王遙かに敬うには、まず世尊を礼し、その受戒に及んで、すなわち目連を請す
ること何に意か有るや。
答えて曰く、凡聖の極尊、仏に過ぎたる無し。心を傾けて願を発すには、すなわちまず大師
を礼す。
戒はこれ小縁なり。ここを以てただ目連の来り授けんことを請う。
然るに王の意は貴ぶこと得戒に存す。すなわちこれ義周し。何ぞ労わしく世尊を迂屈せん。

【現代語訳】

問う。頻婆娑羅王が遥か〔耆闍崛山に向かって〕敬意を表し、まず釈尊に〔対して〕礼拝
し、八戒を受けることについて目連に懇願したことは、どのような理由があるのか。
答える。凡夫であっても聖者であっても、最も尊い〔存在は〕仏以上のものはない。〔だか
ら〕心を寄せて〔何かしら〕願を発すときには、まず大いなる尊師〔たる仏〕に礼拝する。
戒は仏弟子ならば授けることができたので、〔頻婆娑羅王はあえて〕目連を招き〔戒を〕
授けて欲しいと懇願したのである。
ここで〔頻婆娑羅〕王が自ら戒を授かることを望んだことは、〔この場の状況において〕そ
うあるべきことであった。どうして〔頻婆娑羅王が〕わざわざその身を投げ出して、釈尊に
礼拝〔して、授戒を懇願〕する必要があろうか。
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善導大師の『観経疏』を読む（第39回）

【小結】

冒頭、「父」なる存在は「斧を手にする権威的存在」であると書きました。この斧は、あくまでも対外的な
武器であり、決して身内を傷つけるものではありません。しかし頻婆娑羅王は、我が子を厭い嫌うあまりに、こ
の斧を知らず知らずのうちに我が子に向けていたのかもしれません。しかし阿闍世王子には、父が我が身に
対して振り上げた目には見えない斧が、いつも見えていたのかもしれません。
王舎城の悲劇の前半、つまり阿闍世王子による頻婆娑羅王の幽閉と監禁は、この目に見えない斧が両
者を傷つけ続けてきたことに起因するものであり、この斧が象徴的に意味する何らかの存在、つまり何らか
の父性的原理こそ経典にも『観経疏』にも説示されていない王舎城の悲劇の本当の原因なのかもしれませ
ん。この父性的原理については、禁母縁で解説したいと思います。

執筆者　柴田泰山（しばた・たいせん）

福岡教区弘善寺住職。大正大学非常勤講師、浄土宗総合研究所研究員、博士（仏
教学）。専門は中国仏教および浄土学。著書に『善導教学の研究』（単著、１巻
2006年、２巻2014年、3巻2021年／いずれも東京・山喜房佛書林）、『現代
語訳・聖光上人御法語集』（単著、2013年、福岡・大本山善導寺）ほか多数。
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幸せなことについて
� 理解を深めよう

み仏方が世に現れることは幸せである。正しい教えが説かれることは幸せであ
る。教えを実践する者たちみなが集うことは幸せである。集った者たちの熱意
ある行いは幸せである。 『ダンマパダ』第 194偈

釈尊のことば

健康であるのが幸せだとする人もいますし、事業
の成功が幸せだとする人もいます。幸せなことは人
によって受け止め方が様々ですが、これに一石を投
じるように、釈尊はいくつかの具体例を示し、何が
幸せであるのか諭しています。
上記の訳文の中に繰り返し登場する「幸せ」の語

句は、パーリ語 sukha の訳語です。sukhaは苦しい・
不快ななどを意味するdukkhaと反対のニュアンス
を有しており、楽しい・安らぎなどの日本語があて
られる場合もあります。ただし、概念としては「幸せ」
と軌を一にする言葉であると解釈して差し支えない
でしょう。第 194 偈では、その sukha（幸せ）であ
る事柄として、①仏が世に現れること、②正しい教
えが説かれること、つまり仏教というものが存在す
る状況を挙げています。そして③教えを実践する者
が集うこと、④集まった者による熱心な行いがある
こと、すなわち仏教徒が争いなく盛んに修行をする
様子について述べています。
したがってこの偈文は、仏教が存在する中で修行

にはげめるのは正に幸せなことであり、私たちはそ
れに気付かなければならないという旨を伝えている
と考えられます。
また、④と関わりのある法然上人のご法語として、
下記の関連する経典・ご法語に取り上げたものが注
目に値します。法然上人は、釈尊が阿弥陀仏の本願
に誓われている念仏の行を教える目的で私たちの住
む世界にお出ましになったと仰っています。更にそ
う捉えられる事情などに基づき、私たちはただ一向
に念仏を行う必要があると訴えています。ですので、
浄土宗の立場からすれば、④の熱心な行いとは念仏
をおとなえすることであると言えます。
3月には春のお彼岸、続いて 4月には花まつりが

あります。各行事において法要を営んだ際に、偈文
の内容をお取り次ぎしながら法然上人の言葉にも触
れ、仏教があたりまえに広がっている環境で、念仏
の行に勤しむのが実は幸せなことであるとお話して
みるのはいかがでしょうか。念仏をよりとなえてい
ただけるきっかけになるのではないかと思います。

【文】浄土宗総合研究所　釈尊聖語の広報・布教用現代語訳研究プロジェクト　春本龍彬
本研究は、浄土三部経や法然遺文などの文言と対照し得る釈尊の言葉を選び、浄土宗らしい現代語訳を施すプロジェクト。
釈尊と阿弥陀さまのお慈悲にあずかり、法然上人の御教えを拠り所として共に一歩ずつ歩んで行けましたら幸いです。

お念仏は阿弥陀さまにとっては、人 を々漏れなく救うための本願であり、お釈迦さまにとっては、それを弘めることが
この世にお出ましになられた真の目的だったのです。
【津戸三郎へつかはす御返事（九月二十八日付）（『文庫版 法然上人のご法語①』法語番号23、『浄土宗聖典第4巻』519頁）】

ただひたすらお念仏を称えなさい。【一枚起請文（『文庫版 法然上人のご法語②』法語番号1、『浄土宗聖典第4巻』299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
24
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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（月）
～25（日） 知恩院

諸経費
¥180,000伝宗伝戒

増上寺道場
12.7（水）

～27（火） 増上寺

※知恩院道場の登嶺日は12月4日（日）、増上寺道場は12月6日（火）です。

璽書伝授
増上寺道場

10.25（火）
～31（月） 増上寺 冥加料

¥50,000
諸経費

¥90,000
璽書伝授
知恩院道場

11.19（土）
～25（金） 知恩院

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

別開五重相伝 6.9（木）～15（水） 知恩院 諸経費
¥80,000

※別開五重相伝の登嶺日は6月8日（水）です。

●法式関係

中央法式講習会
（式師養成講座・法式
教師養成講座）

6.7（火）
～10（金）百萬遍知恩寺

お知らせに
記載

法式教師研修会 4.13（水） 増上寺 無

●詠唱関係

詠唱指導者養成講座 9.14（水）
～16（金） 善導寺

お知らせに
記載中央詠唱教司研修会

（詠唱教司検定試験併修）
11.15（火）
～11.17（木） 増上寺

詠唱指導普及委員
研修会（春期）

5.31（木）
～6.1（水） 増上寺

無
詠唱指導普及委員
研修会（秋期）

10.26（水）
～27（木）金戒光明寺

●布教師養成講座

初級　前期 6.6（月）
～10（金） 光明寺

冥加料
￥3,000

各期
諸経費
￥35,000

　　　中期 10.3（月）
～7（金） 光明寺

　　　後期 R5.2.6（月）
～10（金） 光明寺

中級　前期 6.13（月）
～17（金） 善導寺

　　　中期 10.17（月）
～21（金） 善導寺

　　　後期 R5.2.20（月）
～24（金） 善導寺

上級　前期 7.4（月）
～8（金） 清浄華院

　　　中期 11.7（月）
～11（金） 清浄華院

　　　後期 R5.2.27（月）
～3.3（金） 清浄華院

●五重相伝研修講座 未定 愚鈍院
（宮城教区7番） 無

道場名・行事名 期日 会所 必要経費

●講習会関係

第119回教学高等講習
会（夏安居道場併修）

6.28（火）
～7.1（金） 知恩院

無

第120回教学高等
講習会

R5.2.20（月）
～23（木） 増上寺

教化高等講習会
（冬安居道場併修）

R5.1.31（火）
～2.2（木） 知恩院

総合学術大会 9.15（木）
～16（金） 佛教大学

●教師検定試験 8.23（火）
～25（木）宗務庁（京都）

冥加料
￥30,000

※10科目以上は1科目につき￥5，000

●教師養成道場

第１期道場 8.20（土）
～9.8（木）百萬遍知恩寺 各道場入行

冥加料
￥40,000

道場冥加料
￥100,000

第2期道場 8.21（日）
～9.9（金）金戒光明寺

第3期道場 8.22（月）
～9.10（土） 増上寺

入行面談（京都） 5.27（金）
～28（土）百萬遍知恩寺

無
入行面談（東京） 6.3（金）～4（土） 増上寺

●助教師養成講座

第1期 R5.2.14（火）
～27（月） 光明寺 諸経費

¥90,000

第2期 6.2（木）
～8（水） 知恩院 諸経費

¥40,000

●宗門子弟教養講座 7.27（水）
～29（金） 知恩院 諸経費

¥26,000

●教師研修講座（少僧都研修）

令和3年度
B期（Ⅰ・Ⅱ）

3.10（木）
～13（日） 大正大学

無

A期（Ⅰ・Ⅱ） 9.3（土）～6（火） 大正大学

B期（Ⅰ・Ⅱ） Ｒ5.3.9（木）
～12（日） 佛教大学

A期-Ⅰ 6.25(土）
～26（日）

教化研修会館
WEB

A期 -Ⅱ R5.1.14（土）
～15（日）

B期 -Ⅰ 5.14（土）
～15（日）

B期 -Ⅱ 11.12(土）
～13（日）

●寺庭婦人若葉研修会 Ｒ5.3.29（水）
～31（金）金戒光明寺 未定

令和4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。
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令和3年度・令和4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

4.27（水）～28（木）

教化研修会館
 

6.22（水）～23（木）
9.5（月）～6（火）
R5.3.8.（水）～9（木）
未定 （地方開催） 尾張教区内にて調整中
未定 （地方開催） 調整中
●実践講座（『選択集』編）　※詳細は30・35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）
第18回 R4.5.17（火）

●実践講座（『御法語』編） 　※詳細は33頁　
第13回 5.10（月）  規模縮小

教化研修会館
※WEB併修

第14回 9.15（水）
第15回 12.20（月）
第16回 R4.2.24（木）
第17回 R4.4.25（月）

●実践講座（布教編） 　
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29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）　※詳細は36頁
令和4年度 第1回 調整中 教化研修会館

※WEB併修令和4年度 第2回 調整中
●実践講座（ともいき編）　※詳細は31・32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34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）
第8回 R4.4.12（火）

●実践講座（授戒会編） 
第2回 5.17（月） 規模縮小

教化研修会館
※WEB併修

第3回 8.30（月）
第4回 10.4（月）
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
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令和4年度 教師研修会令和4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1124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）

4月27日（水）～28日（木） 於：教化研修会館（源光院）

6月22日（水）～23日（木） 於：教化研修会館（源光院）

9月5日（月）～6日（火） 於：教化研修会館（源光院）

令和5年3月8日（水）～9日（木） 於：教化研修会館（源光院）

未定
※地方開催（東海地区）

於：尾張教区内にて調整中

未定
※地方開催（近畿地区）

於：調整中

※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
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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4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
開催日 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

4.27～28 齊藤舜健 柴田泰山 井野周隆 戸松義晴 大澤亮我 石田一裕

6.22～23 中御門敬教 工藤量導 井野周隆 戸松義晴 田中勝道 石田一裕

9.5～6 齊藤舜健 柴田泰山 井野周隆 戸松義晴 大澤亮我 石田一裕

R5.3.8～9 中御門敬教 工藤量導 井野周隆 戸松義晴 田中勝道 石田一裕

未定
※地方開催

調整中
未定

※地方開催
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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 ： 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 ： 石田一裕先生
　　　（神奈川教区 光明寺）
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令和3年度 実践講座開催案内

令和4年度 実践講座開催案内
皆様が日々の法務・山務で実践できる講座を多種多様企画しております。
令和4年度は以下24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
第17回 令和4年3月14日（月）

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」

『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
えしたいと思います。

第18回  5月17日（火） 第八章「三心篇」 『観経』『観経疏』『往生礼讃』の引文に基づき、
第19回  8月30日（火） 念仏の行者は必ず三心を具えるべきことを説きます。

第20回  12月1日（木） 第九章「四修法篇」『往生礼讃』『西方要決』の引文に基づき、

第21回 令和5年2月9日（木） 念仏行者は四修を用いるべきことを説きます。

『御法語』編 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17回  4月25日（月） 「四修」「日課」「念珠」

第18回  6月27日（月） 「百万遍」「深信因果」「考養父母

第19回  10月17日（月）「行者存念」「随順仏教」「退縁悪知識」
第20回 令和5年1月23日（月）「慈悲加祐」「滅罪増上縁」「護念増上縁」
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阿弥陀仏編 浄土宗総合研究所主任研究員 齊藤舜健　同研究員 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8回  4月12日（火） 『観経』念仏付属

第9回  6月21日（火） 『阿弥陀経』

第10回  7月12日（火） 『阿弥陀経』

布 教 編 大本山善導寺布教師会副会長・布教師養成講座常在指導員 安永宏史
『法話のいろは』を基に布教の基礎基本を学びなおすとともに、様々な布教機会に応じた5～10分程度
の短い法話を実践できるようお手伝いします。また、各回に第一線で活躍されている布教師をお招き
し、実際の法話を拝聴できる機会を設けます。

第1回  9月5日（月） 「法話のい・ろ・は」（前編）
第2回  9月12日（月） 「法話のい・ろ・は」（後編）
第3回  12月13日（火）「法話の実際」
第4回 令和5年2月24日（金）　「布教実演」

法 式 編 調整中
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
第2回
第3回
第4回

ともいき編 調整中
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
第2回

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

第1回 「墓地の管理運営」　浄土宗総合研究所研究員 名和清隆

第2回
第3回

そ の 他
随時企画し、その都度ご案内いたします。
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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。開催1週間前を目途にご案内を送付いたします。

●受講対象
本宗教師（但し、寺院運営編や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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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、73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）
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※講座のお申込みは、73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。
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※講座のお申込みは、73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、73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）／ Zoom受講者��20人（先着順）

● 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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※講座のお申込みは、73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14「四修」
四修とは、念仏実践に必要な四種の態度、方法、実践
の仕方です。浄土宗では作業とされ重要です。長時
修、恭敬修、無間修、無余修。それぞれの内容を詳し
く説明しつつ、法然上人の四修についてを学びます。

後篇15「日課」
念仏は回数を多く数えるのか、いや回数にこだわる必
要が無いのか。念仏の数については難しいところです
が、浄土宗の日常の念仏については、回数を定めてお
唱えする日課称名が重要とされます。念仏の日課につ
いて、法語から学びます。

後篇16「念珠」
私たちは仏様を拝む際、念珠を持ちます。念仏するに
は数珠を持って数える方が良い。法語での法然上人
のお考えです。数珠を持つことにはどのような意義があ
るのでしょうか。法然上人の数珠についてのお考えを
学びます。

「四修」「日課」「念珠」

実践講座　御法語編（第17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 4月25日（月）　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��3０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
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※講座のお申込みは、73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』の末尾、流通分では、『観経』を後代に伝える
べく釈尊から阿難尊者に付託されます（付属）。伝える
べきは「無量寿仏名＝南無阿弥陀仏」です。大雲点本
でわずか２行足らずの言葉で『観経』説示の目的が念
仏にあることが明かされます。阿弥陀仏編第八回では、
正宗分後半の九品往生人、そして阿難への付属を通
して阿弥陀仏のはたらきと釈尊の説示を考えます。

【講義③】担当講師：井野周隆
本講義では、『観経』流通分の「仏、阿難に告げたま
わく。汝好く是の語を持せよ。この語を持せよとは、す
なわちこれ無量寿仏の名みなを持せよとなり」の言葉
を讃題に挙げ、「念仏付属」をテーマにお釈迦様の御
心について実演法話いたします。

『観経』念仏付属

実践講座　阿弥陀仏編（第8回）

日　時 令和4年 4月12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。

新着
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※講座のお申込みは、73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18回）

日　時 令和4年 5月17日（火）　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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日　時 調整中

講　師
浄土宗総合研究所　祭祀・信仰継承問題研究プロジェクト（H24-25）チーム��
研究員��名和 清隆��（埼玉教区淨念寺住職）

定　員 会館受講者50人（先着順）／ Zoom受講者300人（先着順）

12：30 開会

12：45 講義①

13：45 休憩

14：00 講義②

15：00 休憩

15：15 講義③

16：15 休憩

16：30 講義④

17：30 終了・解散

● 時間割（予定） ● 各講義の内容

調整中

「墓地の管理運営」
～社会の変化と多様化する価値観の中で～

開催予告 ※四月号にて詳細をご案内いたします

実践講座　寺院運営編（第1回）

● 講義概要
人口の都市部集中・過疎化・少子化・非婚化といったライフスタイルの変化や経済的な理由による「墓の
継承問題」について、浄土宗総合研究所の研究成果報告を基に講義いただきます。
「樹木葬」や「散骨」、「手元供養」など、様々な墓の在り方が台頭する中、〔寺院〕‒〔檀信徒〕‒〔墓〕
の関係性について考える機会とします。

対象
僧侶・寺族

新着
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教師研修（少僧都研修）講座
日 程

場 所

A期 ＡⅠ 教化研修会館（源光院）・WEB 令和4年 6月 25日（土） 午前10時30分 から 
     26日（日） 午後6時 まで

 ＡⅠ 大正大学 令和4年 9月 3日（土） 午前10時30分 から 
     4日（日） 午後6時 まで 

 ＡⅡ 大正大学 令和4年 9月 5日（月） 午前9時 から 
     6日（火） 午後3時30分 まで 

 ＡⅡ 教化研修会館（源光院）・WEB 令和5年 1月 14日（土） 午前9時 から 
     15日（日） 午後3時30分 まで 

B期 ＢⅠ 教化研修会館（源光院）・WEB 令和4年 5月 14日（土） 午前10時30分 から 
     15日（日） 午後6時 まで 

 ＢⅡ 教化研修会館（源光院）・WEB 令和4年 11月 12日（土） 午前9時 から 
     13日（日） 午後3時30分 まで

 ＢⅠ 佛教大学 令和5年 3月 9日（木） 午前10時30分 から 
     10日（金） 午後6時 まで

 ＢⅡ 佛教大学 令和5年 3月 11日（土） 午前9時 から 
     12日（日） 午後3時30分 まで

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

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

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

【WEB受講について】
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ので、WEBにて受
講される方は受講確認をこちらのモニターにて行うため、カメラ付きの端末をご準備く
ださい。

次頁へつづく→

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

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

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

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

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

受講希望者は、申請書をご記入いただき、浄土宗
教学部に郵送・FAXにてお申し込みください。
申請書の請求は、浄土宗教学部にて受け付けま
す。郵便・FAX・Eメールでの申請書の請求は、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

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。

（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  ........................................................

教師研修（少僧都研修）講座　Ａ期

	•	Ａ-Ⅰ　教化研修会館（源光院）・WEB
	 令和4年5月25日（水）
	•	Ａ-Ⅰ・Ⅱ　大正大学
	 令和4年7月27日（水）
	•	Ａ-Ⅱ　教化研修会館（源光院）・WEB
	 令和4年12月14日（水）
教師研修（少僧都研修）講座　Ｂ期
	•	Ｂ-Ⅰ　教化研修会館（源光院）・WEB
	 令和4年4月14日（木）
	•	Ｂ-Ⅱ　教化研修会館（源光院）・WEB
	 令和4年10月12日（水）
	•	Ｂ-Ⅰ・Ⅱ　佛教大学
	 令和5年2月9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
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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4年度
　　入行面談	→	第1期道場・8月
　	 　　↓
　令和5年度	 第2期道場・8月
　	 　　↓
　令和6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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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3年度・4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

北海道第二教区
8月26日～27日
ホテル
ライフォート札幌

北海道第二教区
7月6日～7日
南組№39
長専寺

北海道第二教区
6月20日～22日
南組№34
新善光寺

北海道第一教区
9月14日～15日
小樽組№75
無量寿寺

北海道第一教区
9月7日～8日
南組№34
新善光寺

北海道第一教区
7月1日
室蘭組№56
満冏寺

北海道第二教区
11月21日～22日
南組№39
長専寺

北海道第二教区
5月17日
南組№35
観音寺

東北地区

岩手教区

未定

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

群馬教区

未定

山梨教区

未定

長野教区

未定

神奈川教区

未定

神奈川教区
7月30日

未定

東海地区

岐阜

未定

高山組№81
大雄寺

尾張教区

未定

伊勢教区
令和5年
2月14日～15日
松阪組№98
樹敬寺

伊賀教区

未定

岐阜教区

未定

伊賀教区
10月30日
伊賀市
伊賀市文化会館

三河教区

未定

北陸地区

新潟教区
10月

未定

福井教区
9月30日

～10月1日
芦原温泉灰屋
坂井組№7
松龍寺

石川教区

未定

新潟教区

未定

富山教区

未定

近畿地区

京都教区

未定

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

大阪教区

未定

奈良教区

未定

兵庫教区

未定

和歌山教区

未定

中四国地区

愛媛教区
9月7日～8日
大和屋本店

岡山教区
6月7日～8日
菩提寺・誕生寺
シロヤマテラス

山口教区
11月15日～16日
周西組№83
定念寺

広島教区
10月26日

未定

出雲教区

未定

鳥取教区
10月26日
鳥取市
とりぎん文化
会館小ホール

石見教区
令和5年
1月29日
益田組№49
妙雲寺

九州地区

長崎教区
9月1日～2日
ホテル
ニュー長崎

大分教区
令和4年
3月9日～10日

第二組№17
蓮華寺

令和4年
3月29日

大本山善導寺

中止

中止
中止
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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：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 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：少僧都
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：少僧都
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：少僧都
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

2年 6年 〇
僧階：少僧都
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）

〇 －

※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 講師 講義内容

3月 7日　 全員 　三級式師検定試験

14日　 小林 　御忌 –日中–

28日　 中西 　御忌 –逮夜–

研修生 小林 　御忌
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おてつぎ運動だより

■■  知知恩恩院院  春春ののラライイトトアアッッププ  ２２００２２２２  
いまだ収束の兆しが見えない新型コロナウイルスの影響により、日常が様変わりし、

疲弊した心身をライトアップされた境内において少しでも癒していただければ幸い

です。法然上人のお念仏のみ教えにふれ、心静かなひとときをお過ごしください。 
感染対策として、拝観者の皆さまにはマスクの着用や手指消毒などのご協力をお願

いしております。また定期的に堂内の換気や消毒を行います。皆さまのご来場を心よ

りお待ちしております。 

【【開開催催期期間間】】 令和 4 年 3 月 25 日（金）～4 月 3 日（日） 

【【受受付付時時間間】】 17 時 45 分～21 時 30 分まで ※21 時受付終了 

【【拝拝観観場場所所】】 御影堂、三門周辺、友禅苑、阿弥陀堂(外観のみ)、大鐘楼 

【【拝拝  観観  料料】】 大人 600 円 小人(小･中学生)300 円 団体 500 円(大人 30 名以上) 

『『聞聞いいててみみよようう！！おお坊坊ささんんののははななしし』』  

①18 時～ ②18 時 45 分～ ③19 時 30 分～ ④20 時 15 分～ 

※各回 お話 15 分～20 分・お別時 10 分程 

  

■■  令令和和４４年年度度御御忌忌大大会会  おおててつつぎぎ運運動動諸諸行行事事ののごご案案内内  

4 月 18 日から 25 日までの期間中、以下のとおりおてつぎ運動本部主催の行事を開

催いたします。檀信徒の皆さまとともにご参拝いただきますようお待ちしております。 
「華頂」3 月号に詳しいご案内を同封いたしております。ご不明な点がございまし

たらおてつぎ運動本部までお問い合わせください。 
【【開開催催日日程程】】    

4 月 18 日 ミッドナイト念仏 in 御忌 

22 日 法然上人御尊影浄写会 

4 月 18 日 納経法要(この一年で書写されたお経を納めます） 

24 日 楷定念仏奉納（伝承念仏を御影堂日中法要前にご奉納いただきます） 

※例年の高齢者招待祝賀会は中止しますが、ご報告いただいた方へ記念品をお送

りいたします。（本年度は昭和 17 年生まれの方が対象） 

 

※※いいずずれれのの行行事事もも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、、中中止止ままたたはは延延

期期すするる場場合合ががごござざいいまますす。。ごご来来山山のの際際はは、、事事前前ににおおててつつぎぎ運運動動本本部部ままででおお問問

いい合合わわせせいいたただだくくかか、、知知恩恩院院公公式式ホホーームムペペーージジををごご確確認認いいたただだききまますすよよううおお

願願いい申申しし上上げげまますす。。  

 

【【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12回　講読　令和4年 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 3月 15日（火）
第2回  4月 15日（金）
第3回  5月 調整中　
※新型コロナウイルスの爆発的な感染拡大を受け
　日程を調整いたしました。
時間：各回 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、
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3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2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。

第3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。

●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
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お勤めの初歩から修練します
教師養成道場面接前の道場経験にもどうぞ

大本山百萬遍知恩寺  法式研修道場

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

1回のみ　20 ,000円
2回とも　35 ,000円

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

僧籍登録がお済の方（18歳以上）

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

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

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

次頁のファックス申込書に記入の上お申し込
み下さい。

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

5月開催　4月27日（水）	
7月開催　未定	

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

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

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

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

日 程

場 所 大本山 百萬遍知恩寺

令和4年 5月 10日（火） 午前9時 から 

  12日（木） 午後5時 まで 

令和4年　7月 　開催日調整中

一級法式教師　橋本 知之

一級法式教師　別所 良道

二級法式教師　加藤 宜敬

二級法式教師　林　 陽宏

●講　師

新着新着
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大本山清浄華院布教師会

浄土宗開宗850年記念事業 念仏行脚

新着

　大本山清浄華院布教師会では、きたる令和6年の『浄土宗開宗850年』に向けて、宗祖法然上人の
登叡の志を体し、道程の皆さんに念仏宣揚の姿を明らかにしようとして、平成26年より岡山県誕生寺か
ら大本山清浄華院までの念佛行脚を実施しております。
　この度は第8回目の行脚となり、日帰りの参加者の募集をいたしますので是非ご参加下さい。

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

1 ,000円（昼食負担費として）

●衣帯服装  ........................................................

原則として黒衣・五条袈裟（鼠色）・マスク
他は白色を基調（靴・ズボン・シャツなど）とし
ます。

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

令和4年3月31日

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

傘は貸出可能ですが数に限りがあり、お手持
ちがあればご利用下さい。
悪天候や障害などに備えて伴走車を用意いた
します。

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

大本山	清浄華院	布教師会事務係
TEL	075 -231 -2550　FAX	075 -212 -7211
Eメール	fukyo-kyomu@jozan.jp

実施日

コース

令和4年  4月12日（火）、13日（水）

4月12日 茨木駅西口からＪＲ長岡京駅まで　距離 約22㎞
 行脚開始 午前9時　ＪＲ長岡京駅着予定 午後4時

4月13日 ＪＲ長岡京駅からＪＲ京都駅まで　距離 約18㎞
 ※途中、粟生光明寺の法然上人荼毘所を参拝

 行脚開始 午前9時　ＪＲ京都駅着予定 午後4時

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
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全国浄土宗
青年会

浄土宗
寺庭婦人会

浄土宗
吉水会

浄土宗
保育協会

浄土宗
児童教化連盟

浄土宗
保護司会

浄土宗
教誨師会

浄土宗
民生・児童委員

協議会

中
央
・
全
国

全国大会
8月29日
（さいたま市）
パレスホテル
大宮

中央研修会
5月20日
浄土宗宗務庁
（京都）

全国大会
5月31日
清水寺

全国研修会
8月

全国研修会
佐賀教区 中央研修会

【保護・教誨合同】
12月8日～9日

浄土宗宗務庁（京都）

中央研修会
奈良教区
6月8日~9日
KKRホテル金沢

代
表
者
・
指
導
者

総合研修会 代表者研修会
10月7日
大本山
金戒光明寺

施設職員の
ための帰敬式
【保育・社福合同】
令和5年2月
大本山増上寺

全国保護司
研修会
北陸地区

教誨師会
研修会
中四国地区

北
海
道
地
区

北海道第二教区
9月7日
（札幌市）
北海道第二教区
№34 新善光寺

北海道第二教区
6月7日~8日
（帯広市）
北海道第二教区
№3 大然寺

北海道第二教区
【保護・教誨・民児合同】

12月
北海道札幌ガーデンパレスホテル

東
北
地
区

山形教区
6月2日

関
東
地
区

千葉教区
6月2日
（千葉市）
三井ガーデン
ホテル千葉

群馬教区
6月20日
オンライン開催

神奈川教区

東
海
地
区

伊勢教区
5月30日
（松阪市）
フレックス
ホテル

静岡教区
6月13日
　　～14日
熱海後楽園
ホテル

尾張教区
10月

北
陸
地
区

新潟教区
9月8日

新潟教区 石川教区
6月8日～9日
KKRホテル金沢

近
畿
地
区

滋賀教区
5月30日
（草津市）
ホテルボストン
プラザ草津

和歌山教区
11月10日
ホテル
グランヴィア
和歌山

兵庫教区 和歌山教区
11月10日
ホテル
グランヴィア
和歌山

中
四
国
地
区

南海教区
9月14日
サンメッセ香川

広島教区

九
州
地
区

福岡教区
10月13日
（北九州市）

熊本教区
10月

佐賀教区

令和4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2月9日現在となります。新型コロナウイルス感染拡大防止の為、変更が多数生じておりますのでご注意ください。
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浄土宗教学院  講座・研究会

日 時

会 場

令和4年 3月2日（水）午後3時 から 5時15分 まで

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）

公開講座

「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

●タイトル・講師

　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。

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
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●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。
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/

＜2講座共通＞
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第第 5533回回浄浄土土宗宗寺寺庭庭婦婦人人会会中中央央研研修修会会 

 日日  時時  令令和和 44年年 55月月 2200日日((金金))午午前前 1100時時かからら午午後後 44時時ままでで  

          受受付付：：令令和和 44年年 55月月 2200日日((金金))午午前前 99時時よよりり  

                    浄浄土土宗宗教教化化研研修修会会館館  

    場場  所所 浄浄土土宗宗教教化化研研修修会会館館（（源源光光院院））  
    〒〒660055--00006622    

        京京都都市市東東山山区区林林下下町町 441166  TTEELL  007755--552255--00336600  FFAAXX  007755--774444--00336633  

             

 

     

  

「中国医学と漢方薬」 
                   

       中国医学研究家    

          池池永永優優美美子子    

  

「法然上人伝記 ―開宗まで―」 

 
       滋賀教区長光寺院代   

            池池上上  良良慶慶  

  

「新型コロナウイルスの進化 

           と変異株」 
       遺伝学者  

            五五條條堀堀  孝孝 

                 」へ 
  

               
              

 

 

 

 

※今後のコロナウイルス感染症の状況に 

 より変更する場合もあります。 

 

●対対  象象    …………………………   

 浄土宗寺庭婦人会会員 

●参参加加費費    …………………………   

 3,000円 

●持持参参品品    …………………………   

 寺庭婦人袈裟、念珠、 

 寺庭婦人ハンドブック、筆記用具等 

●申申込込方方法法 …………………………   

 申込用紙に必要事項を記入の上、 

 参加費を教区一括で振込用紙にて 

 お申込み下さい。 

●参参加加形形態態  …………………………   

 会場参加・オンライン配信・DVD等 

●申申込込締締切切 …………………………   

 令和 4年 4月 30日(土) 

 

 ●申申込込先先（（問問合合先先））…………………   

  浄土宗寺庭婦人会事務局 

  〒519-2426三重県多気郡大台町下楠 493 

  宝泉寺内 

  TEL・FAX：0598-83-2047  

 

 
 

 ●●  講講題題・・講講師師    

新型コロナウイルス対策として 

①マスク着用 ②手指消毒 

③入場前検温 ④会場内換気の励行に 

御協力をお願い致します。 

日 時

場 所

第53回浄土宗寺庭婦人会中央研修会

●講題・講師

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

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

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

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

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

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

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

新着
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浄浄土土宗宗寺寺庭庭婦婦人人会会  

第第５５回回「「五五重重相相伝伝」」開開筵筵ののごご案案内内 

  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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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
歴史学科

文学部 

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
人文学科
歴史学科
人文学科人文学科人文学科
歴史学科
人文学科人文学科人文学科

文学部 

日本文学科日本文学科

仏教学部

仏教学科 

表現学部地域創生学部

地域創生学科 

心理社会学部

表現文化学科

表現学部

表現文化学科表現文化学科表現文化学科 人間科学科
臨床心理学科

社会共生学部

公共政策学科
社会福祉学科

＜法階「五級式師」養成課程の新規開講について＞

令和4年度から法階「五級式師」養成課程（科目名称：浄土宗法儀特論）を開講しま

す。科目等履修生制度を利用して受講を希望する方（浄土宗教師に限る）は、本学公

式サイトで出願手続要項を確認してください。

※開講計画や科目名称が変更となる場合があります。
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佛教大学  法階五級式師養成課程

●科目名称  ........................................................

法務実習（特級）1H

●回　数  ...........................................................

15回（課程修了後に五級式師検定試験を実施）

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

浄土宗教師（通学課程在籍者）
※科目履習生も受講できます。

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

科目履修生制度の概要は、佛教大学ホーム
ページ（https://www.bukkyo-u.ac.jp/）からも
ご確認いただけます（ホーム>学部・大学院>
科目履修生）。
または右のQRコードを読み取ってください。

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

佛教大学（代表　TEL	075 -491 -2141）
課程の詳細についてのお問い合わせ：
　宗教教育課
科目履修生制度についてのお問い合わせ：
　学生支援課

日 程

期 間

場 所 佛教大学 礼拝堂

毎週火曜日3時限（12時50分～14時20分）
※令和4年度の初回は4月12日（火）となります。

春学期（4月～7月）

新着

　佛教大学では、令和4年度から通学課程に在籍する浄土宗教師を対象に法階五級式師養成課程を
開講いたします。同課程を受講し検定試験に合格すれば、五級式師叙任申請が可能となります。
　科目履修生制度を利用すれば、本学に在籍していなくても受講することができます。

新着
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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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■受講希望回の（全科目・一部科目）ご希望の欄に〇印をご記入ください。

開催期日 全科目受講 部分受講

令和4年 4月27日（水）～28日（木）

一部科目受講希望者の方には後日電話にて希望科目の確認をさせていただきます。

■ご希望講座の受講方法欄に〇印をご記入ください。

講座名 開催期日 受講方法 【対面】 受講方法 【Zoom】

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）

御法語編（第17回） 令和4年 4月25日（月）

阿弥陀仏編（第8回） 令和4年 4月12日（火）

『選択集』編（第18回） 令和4年 5月17日（火）

■法式編では事前に質問を受けつけています。ご希望の方はご記入ください。

教師研修会受講申込

実践講座申込

連絡先　※必ずご記入ください。

申し込みの受付確認を行うため
受付後、FAXにて返信いたします。

教区 組 寺院№ 寺院名

氏名 E-mail

住所　〒

携帯 TEL FAX

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

受付印
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。

	少僧都研修講座（A期・B期）

	詠唱指導者養成講座

	中央詠唱教司研修会

	第119回教学高等講習会（夏安居道場併修）

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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浄土宗出版

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』2月号に行事シリーズ『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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