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善導大師の
『観経疏』を読む� （第40回）

柴田泰山

善導大師像（大本山百萬遍知恩寺蔵）

はじめに
仏教における戒は一般信者が保持する在家戒と、出家

修行者が保持する出家戒という二種があります。「戒」本
来の意味は「習慣性」あるいは「善い習慣性」であり、善い
ことを行おうと心に決め、それを繰り返し実行し、やがて自然
に善いことが行えるようになること、つまり善行の習慣性が完
全に身に付くことです。この際の自らの心における「戒を保
持しようとする決心」、あるいは「戒を護りぬくという誓い」が
戒の大切な要素であり、これこそが悪を抑える力となってい
きます。
古代インドでは、おそらく釈尊当時から自主的かつ自律

的な生活規範とでもいうべき戒として三帰戒や五種の戒が
整っていました。
三帰戒とは仏教において最も基本にして大切な戒のひと

つで、仏宝・法宝・僧宝に心から帰依し、以後はこの三宝を
中心とした生活を送るという戒です。
五種の戒（＝五戒）とは在家信者を対象とした戒であり、
　①不殺生戒＝生き物を殺したり傷つけたりしないこと
　②不偸盗戒＝ものを盗まないこと
　③不邪淫戒＝邪まな男女関係をもたないこと
　④不妄語戒＝嘘をつかないこと
　⑤不飲酒戒＝酒を飲まないこと

という内容になっています。
また在家信者が一日一夜を期間として保持した戒に八戒
あるいは八斎戒という戒があります。これは
　①不殺生戒＝生き物を殺したり傷つけたりしないこと
　②不偸盗戒＝ものを盗まないこと
　③不邪淫戒＝邪まな男女関係をもたないこと
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　④不妄語戒＝嘘をつかないこと
　⑤不飲酒戒＝酒を飲まないこと
　⑥香油塗身戒＝化粧や香などで身体を装飾しないこと
　⑦歌舞観聴戒＝歌を聞き、踊りを見ないこと
　⑧高広大床戒＝高く広いベッドで寝ないこと
　（⑨離非時食＝午後以後の食事を摂取しないこと）

という内容で、五戒を基本として、さらに化粧や香水の禁止、コンサートやライブへの参加の禁止、過度に高
価な寝具の禁止が追加されています。今の時代から考えれば「これくらいのこと…」と思われますが、「華
美で贅沢な生活は自分をさらなる欲望へと導き易いこと」、さらには「生活をもてあそぶこと」への誡めとお考
えいただければ、これらの戒の意味がよくご理解いただけることでしょう。「戒」の定義に悪および悪行から
離れるということがありますが、これは悪しき要因には近付かないということなのです。しかし「悪の魅力」と
は何とも言い難いほどに妖艶で魅惑的なものがあります。この「悪の魅力」に魅入られないように気を付ける
ことがどんなに困難であるか、これは年齢を重ねるほどに分かってくることかもしれません。戒を我が身に授
かるということは、この「悪の魅力」に魅入られないようにする強い心を身につけるということでもあり、また自
身が自身を護るということでもあります。
さて今回は、幽閉された頻婆娑羅王が釈尊に対して八戒の授戒を懇願する場面について、善導大師が
この八戒に関して詳細な解説を行う部分から読み進めていきましょう。

【１：八戒に関する問答①】
問うて曰く、如来の戒法、すなわち無量有り。父王ただ八戒のみを請して、余を請せざるや。
答えて曰く、余戒はやや寛く、時節長遠なり。恐

お そ ら

畏くは中間に失念して、生死に流転せんことを。
その八戒は、余の仏経に説くがごとし。在家の人出家の戒を持すと。
この戒の持心極細極急なり。

【現代語訳】
問う。如来の戒の教えは無量である。〔にもかかわらず〕頻婆娑羅王はただ八戒のみを懇
願し、〔どうして〕その他の戒を懇願しないのか。
答える。〔八戒以外の〕その他の戒は〔条目が〕多く、守るべき時間も長期にわたるので、

〔頻婆娑羅王が〕途中で〔戒の条目を〕忘れてしまい、〔かえって〕輪廻を繰り返す〔よう
になることを危惧したからである〕。
〔一方、〕八戒は他の仏典に説くように、在家の人が〔八戒を持することは、〕出家戒を持
する〔ような〕ことである。
この〔戒を〕保持しようとする心は、実に細やかで、〔そして〕実に短期間である。

①	柴田泰山『善導教学の研究』１９３頁を参照

ここでは頻婆娑羅王が釈尊に対してどうして意
図的に八戒の授戒を懇願したのかという設問に
対して、善導大師は八戒こそ厳しい状況であって
も保持可能な戒であることを指摘しています。な

お根拠として「余の仏経」が提示されています
が、残念ながら明確な出典は明らかではありませ
ん。大師の引用は、このように典拠が明らかでは
ないケースが多く見られます。①
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【２：八戒の保持期間について】
何に意

ごころ

ぞ然
しか

るや。ただ時節やや促
つま

りて、ただ一日一夜に限って作法としてすなわち捨すれ
ばなり。

【現代語訳】
なぜならば〔持戒の〕時間には長短があるが、〔この八戒の場合は〕ただ一日一夜に限った
〔ものであり、持戒の時間が切れれば、戒の〕作法において〔この八戒を〕捨てることに
なる。

ここでは八戒の保持期間を一日一夜として説明
しています。これは監禁され、明日をも知れない厳
しい状況下にある頻婆娑羅王の身の上を勘案し

たからこそ、この一日一夜を保持期間とする八戒
を、毎日授けることを意図したものでしょう。

【３：八戒の保持について】
云
い か ん

何がこの戒の用心と行との細なることを知る。
戒の文の中につぶさに顕して云うがごとし。

「仏子今旦より明旦に至るまで、一日一夜、諸仏の殺生したまわざるがごとく、能く持するや不
や。答えて言く、能く持すと。第二にまた云く、仏子今旦より明旦に至るまで、一日一夜諸仏
の偸盗したまわず、婬を行ぜず、妄語せず、飲酒せず、脂粉を身に塗ることを得ず、歌舞唱
伎し、および往きて観聴することを得ず、高広の大

だい

牀
しょう

に上ることを得たまわざるがごとく」と。
この上の八はこれ戒にして斎に非ず。中を過ぎて食することを得ず。この一はこれ斎にして
戒に非ず。

【現代語訳】
〔では〕どのようにしてこの〔八〕戒を〔保持しようとする〕心持ちと実践の詳細を知るこ
とができるのか。
戒を説示する文において、詳細に〔次のように〕説かれている。

「仏弟子よ。今朝から明朝まで、一日一夜、諸仏が殺生を行うことがないように、〔そなた
も不殺生戒を〕よく保持するか、それとも〔保持〕しないか。答えて「よく保持する」と言
う。第二にまた仏弟子よ。今朝から明朝まで、一日一夜、諸仏が窃盗を行わず、乱れたこ
とを行わず、嘘偽りを言わず、飲酒せず、化粧をせず、歌ったり踊ったり〔、それを〕観た
り聴いたりすることをせず、贅沢なベッドを使用しないように〔、そなたも諸仏と同様に〕
せよ」と。
以上の八項目は、これらは〔あくまで〕戒であって、斎ではない。午後を過ぎて食事をして
はならない〔という戒めもある〕。〔ただし〕この〔午後を過ぎて食事をしてはならないと
いう〕一項目は、これは〔あくまでも〕斎であって、〔八〕戒〔の中の条目〕ではない。
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この「戒を説示する文」も明確な出典は未詳で
すが、ここで善導大師は頻婆娑羅王が幽閉後に
目連より受戒する「八戒」の内容について、
　〈1〉不殺生
　〈2〉不偸盜
　〈3〉不行婬
　〈4〉不妄語
　〈5〉不飲酒
　〈6〉不得脂粉塗身
　〈7〉不得歌蒐唱伎及往觀聽
　〈8〉不得上高廣大牀

という八項目の戒を提示しています。続いて「此
上八、是戒非斎。不得過中食。此一、是斎非
戒。」と述べ、上述の八項目の戒のみが「八戒」
の規定内容であり、「不得過中食」に関してはあ
くまでも「斎」であり、これは「戒」ではないと主張
しています。
たとえば慧遠は『観経義疏』において
何者八戒。不殺、不盗、不婬、不妄語、不飲
酒、不蛹唱伎及往観聴、不着香薫衣及余
厳身具、不上高広床、不得過中食、是其八
也。此乃是九。何得言八。若依毘曇、不着
香薫、不上高床、此二、同是荘厳処起、合
以為一。是故言八。若依成実及大智論、前
八是戒、後一斎。斎、戒、合説名八戒斎。
八戒斎義、広如別章。此応具論。②

「八戒」とはどのような内容であろうか。〔第
一に〕不殺、〔第二に〕不盗、〔第三に〕不婬、
〔第四に〕不妄語、〔第五に〕不飲酒、〔第
六に〕不蒐唱伎及往観聴、〔第七に〕不着
香薫衣及余厳身具、〔第八に〕不上高広床、
〔第九に〕不得過中食である。これらは九
種ある。どうして〔これら九種を〕八〔戒〕と言
い得るのであろうか。〔ここで〕もし『毘曇』
に依るならば、〔第七〕不着香薫〔衣及餘厳
身具〕と〔第八〕不上高〔広〕床について、こ
の二〔種の戒〕はともに場所に関わる内容で

あることから、〔この二種の戒を〕合わせて一
〔種の戒〕とする。このことから〔これら九種
の戒を総称して〕八戒と言うのである。〔また〕
もし『成実〔論〕』や『大智〔度〕論』に依る
ならば、前の〔不殺から不上高広床までの〕
八種は「戒」であり、〔最後の不得過中食〕は
「斎」ということになる。〔つまり〕「斎」と「戒」
とを合わせて「八戒斎」と言うのである。〔な
お、この〕「八戒斎」については〔既に〕『別
章』③において詳細に論及してある。

と論じ、八戒の内容を
　〈1〉不殺
　〈2〉不盗
　〈3〉不婬
　〈4〉不妄語
　〈5〉不飲酒
　〈6〉不蒐唱伎及往観聴
　〈7〉不着香薫衣及余厳身具
　〈8〉不上高広床
　〈9〉不得過中食

と規定しています。また西本照真先生が指摘④

するように、三階教文献『受八戒法』所説の八戒
の形式と順序は特異な用例であります。この稀有
な用例である『受八戒法』所説の八戒の順序と
形式が、『観経疏』において現時点では出典未
詳となっている「戒文」を典拠とした八戒とほぼ一
致しているということは何を意味しているのでしょう
か。良忠は『観経疏伝通記』で『観経疏』所説の
『仏経』を註釈して

「如余仏経」者、是『十善戒経』。彼『経』
云、八戒斎者、是過去現在諸仏如来為在
家人制出家法。一者不殺。二者不盗。三
者不婬。四者不妄語。五者不飲酒。六者
不坐高広大床。七者不作倡伎楽故往観
聴。八者不著香薫衣。九者不過中食。⑤

（〔『観経疏』に説く〕「如余仏経」につい
て、〔ここで言う『仏経』とは〕これは『十善

②	大正蔵３７・１７６頁・中／浄全５・１７７頁・下
③	おそらく『大乗義章』巻第１２の「八戒斎義」（大
正蔵４４・７１６頁・下～７１７頁・下）を指示している
のであろう。

④	西本照真『三階教の研究』４５９頁～４６０頁
⑤	大正蔵５７・５８０頁・上／浄全２・２４６頁・下
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戒経』のことである。この『十善戒経』には、
「八戒斎」とは、過去および現在の諸仏如
来が在家者の為に定めた出家法である。第
一は不殺、第二は不盗、第三は不婬、第四
は不妄語、第五は不飲酒、第六は不坐高広
大床、第七は不作倡伎楽故往観聴、第八は
不著香薫衣、第九は不過中食である。）

と解説しています。しかしながら大正蔵本『十善
戒経』では
八戒斎者。是過去現在諸仏如来。為在家
人制出家法。
一者不殺。二者不盗。三者不婬。四者不
妄語。五者不飲酒。六者不坐高広大床。
七者不作倡伎楽故往観聴。不著香薫衣。
八者不過中食。応如是受持。⑥

（「八戒斎」とは、過去および現在の諸仏如
来が在家者の為に定めた出家法である。第
一は不殺、第二は不盜、第三は不婬、第四
は不妄語、第五は不飮酒、第六は不坐高廣
大床、第七は不作倡伎樂故往觀聽および
不著香熏衣、第八は不過中食である。これら
〔諸戒を〕よくよく保持すべきである。）

と説示されており、善導大師が『十善戒経』を典
拠としたと言い難く、またやはり「戒文」も典拠不
詳と言わざるを得ません。ともかく大師は八戒の
「戒」と「斎」を明確に区分しつつも、その形式と
順序は『受八戒法』所説の八戒と近似しているこ
とから、大師所説の「八戒」あるいは「戒文」に
関する基礎的な知識は三階教文献に依拠するも
のがあるとも推察されます。

【４：八戒について】
これ等の諸戒、皆諸仏を引いて証とす。
何を以ての故に。
ただ仏と仏とのみ正習ともに尽したまえり。
仏を除いて以還は、悪習等なお在り。
この故に引いて証とせず。
ここを以て知ることを得たり。この戒の用心起行、極めてこれ細急なることを。

【現代語訳】
これら諸々の戒はすべて諸仏〔の正しい行いを〕引用して、証明とする。
なぜならば、ただ仏と仏のみが煩悩と、その煩悩がもたらす悪しき習慣のすべてを滅して
いる。
仏以外の者たちは、煩悩も、その煩悩がもたらす悪しき習慣もまだ残っている。だからこそ

〔仏以外の者たちを〕引用して、証明とすることはない。
以上のことから、この〔八〕戒を〔保持しようとする〕心持ちと実践は細心〔の注意を払
い、そして保持する〕時間が短いということが分かる。

⑥	大正蔵２４・１０２３頁・下～１０２４頁・上

ここでは諸仏の正しい行為と同様に、八戒の功
徳もまた一切の煩悩から離れた戒であることを示

唆しています。
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【５：八戒の功徳について】
またこの戒は仏八種の勝法有りと説きたまえり。
もし人一日一夜つぶさに持して犯せざれば、所得の功徳、人天二乗の境界に超過すと。
経に広く説くがごとし。
この益有るが故に、父王をして日日にこれを受けしむことを致す

【現代語訳】
またこの〔八〕戒について、仏は八種のすぐれた功徳があると説いている。もし人が、一
日一夜、〔この八戒を〕すべて保持し、犯すことがなければ、〔そのことにより〕獲得する
功徳は、人界や天界、二乗の世界〔において善行を積み獲得するところの功徳〕よりはる
かにすぐれている。これは広く経典に説かれているとおりである。

〔八戒には〕このように〔すぐれた〕功徳があるからこそ、頻婆娑羅王に毎日、この〔八戒
を〕受けさせたのである。

このように八戒には極めてすぐれた功徳がある
ことから、頻婆娑羅王に八戒の授戒が行われたこ

とを解説しています。

【小結】
このように頻婆娑羅王は幽閉され、極めて厳しい状況下にあって、一日一夜を保持の期間とする八戒を
毎日受けることで、自身が我が子に対して犯した罪を心の底から悔い、そしてもうあまり残されてはいない日々
を、釈尊の教えのもとで正しく生きていこうとしたのかもしれません。そしてこの八戒の功徳によって、次の世
は苦しみの世界に生まれ変わらないことを祈っ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。
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SDGs（持続可能な開発目標）とは、
2015年9月の国連サミットで採択され
た2030年までに持続可能でよりよい世
界を目指す国際目標です。

なぜ、いまSDGsが求められるのか、
仏教や浄土宗はどのようにSDGsと向
き合うべきなのかといったことをはじめ
として、実際に宗内外で行われている
SDGsの取組み事例など、全6回にわ
たって解説・紹介していきます。

執
筆
●
今
岡
達
雄
浄
土
宗
総
合
研
究
所
副
所
長

SDGsってなに

国連総会で採択されたアジェンダ（行動指針）は
「前文」、「宣言」、「持続可能な開発目標とターゲッ
ト」「実施手段と国際的協力」「進捗調査と評価」の
5節で構成されています。その第3節に、17の持続可
能な開発目標（SDGs）と169のターゲットが項目毎に
整理されています。SDGsは2030年を達成年限とし、
「誰一人取り残さない」持続可能でよりよい世界を目
指すための国際目標です。

SDGsにいたる歴史

SDGsにいたる歴史をさかのぼれば発展途上国へ
の開発援助に辿り着きます。発展途上国への経済援
助国を国連が主導するようになったのは1990年以降
で、1996年OECD-DAC開発援助委員会で採択され
たIDGs（国際開発目標）、2000年9月の国連ミレニア
ム・サミットでは目標達成年を2015年としたMDGs（ミレ
ニアム開発目標）等が採択されてきました。SDGsはこ
れらの開発目標採択の延長上にあるもので、2015年ま

SDGsへの基本スタンス

2015年9月に開催された国連総会で「我々の世
界を変革する：持続可能な開発のための2030アジェ
ンダ（行動指針）」が加盟国の全会一致で採択され
ました。前文で示された「誰ひとり取り残さない」、本
文で示された「持続可能な開発目標（Sustainable	
Development	Goals以下、SDGｓ）」という文言は、
社会常識としてなっています。特に「誰ひとり取り残さ
ない」という考え方は「摂取不捨」と親和性が高いと
し、浄土宗としても積極的に取り組むべきとの議論も行
われているところです。そこで、浄土宗としてグローバ
ルな行動指針であるSDGsについて、浄土宗が取り組
むための基本的なスタンスについて考えてみました。

第 1 回

Ｓ
Ｄ
Ｇｓ
と

こ
れ
か
ら
の
寺
院
活
動

新連載
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で達成できなかった開発目標に、気候変動問題や広
範な海洋汚染などに対応し、持続可能な開発を行う
ための2030年を目指した開発目標を定めたものです。

SDGsの社会の受け止め

株式会社電通は2018～2021年に4回、全国10～
70代の1400人を対象に、SDGsの認知度の調査を
行っています。「内容まで含めて知っている」「内容
はわからないが名前は聞いたことがある」との回答は
2020年29.1%、2021年54.2%でほぼ倍増していること
がわかりました。また、認知経路はテレビ番組が47.3%
と最も高く、年代別には10代の認知度が最も高くなっ
ています。
SDGsは世界的な開発課題が網羅的に示されてお

り、初等教育における教材に適しています。そこで文
部科学省が積極的に初等・中等教育の教材として導
入を行っています。もう一つ、20年以上低迷を続けて
いる日本経済のなかで、SDGsは今後の経済成長が
望める分野として期待されています。また地域活性化
のテーマとしてもSDGsが採り上げられています。教育
に経済、地域創生にと関心が高まり、SDGsをテーマ
に経済フォーラムや地域フォーラムが開催され、テレビ
の特集番組も増加し、認知度が高まっています。

SDGsへの浄土宗の基本スタンス

このようなSDGsについて浄土宗はどの様に取り組
めば良いのでしょうか。ここでは基本的な方向性につ
いて考えてみましょう。
まず、SDGsの内容に相当する経典やご法語と関
連付けを行うという方法が考えられます。例えば貧困
や飢餓の撲滅、格差や不平等の解消などに関しては
関連付けが可能かも知れませんが、気候変動等と結
びつけるのは困難でしょう。無理に関連付けることは
教義を曲げることにつながりかねません。そこで社会
的課題への浄土宗の対応として、浄土宗21世紀劈頭
宣言との関連を考えてみました。
劈頭宣言には21世紀初頭の社会的課題が示され

ています。核兵器の開発、国家や民族間の対立、地
球環境の破壊、人間の欲望の肥大、家庭の崩壊、道
徳や教育の荒廃などの問題です。劈頭宣言において
私たち浄土宗は平和、環境、倫理、教育、人権、福祉
などの諸問題に取り組むと宣言しています。これらの
諸問題はSDGsと多くが重なり合っています。また課
題への取り組み方についてはSDGsと169のターゲット
ではより具体的に示されています。浄土宗21世紀劈
頭宣言で取り組むと宣言した課題に対応したSDGs
開発目標に、浄土宗ならではの方法論をもって取り組
んで行きましょう。これが基本スタンスです。

SDGs17の目標

1 	貧困をなくそう

2 	飢餓をゼロに

3 	すべての人に健康と福祉を

4 	質の高い教育をみんなに

5 	ジェンダー平等を実現しよう

6 	安全な水とトイレを世界中に

7 	エネルギーをみんなにそしてクリーンに

8 	働きがいも経済成長も

9 	産業と技術革新の基盤をつくろう

10	人や国の不平等をなくそう

11	住み続けられるまちづくりを

12	つくる責任	つかう責任

13	気候変動に具体的な対策を

14	海の豊かさを守ろう

15	陸の豊かさも守ろう

16	平和と公正をすべての人に

17	パートナーシップで目標を達成しよう
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これから1年間、「人権とは何か」ということに

ついて皆さんと一緒に考えます。わたしは大阪

教育大学で40年近く人権教育などを担当して、

2021年3月に退職しました。現在も非常勤講師と

して授業を担当しています。部落問題、子どもの

権利、女性差別、ＬＧＢＴＱ、障害者など、さまざま

な人権課題に取り組んできました。いろいろな学

生に出会い、それぞれの人にとって人権が重要

な意味をもっているのだと痛感してきました。もし

も、この連載を読んで、尋ねてみたいことが出て

きたら、遠慮なく編集部宛に質問をお寄せくださ

い。現在のところ、予定している年間のテーマが

ありますが、皆さんから質問をいただければ、そ

れを参考にして内容を変えていくつもりです。

さて、今回は、そもそもこの連載がなぜ始まっ

たのかに関わるテーマです。人権と仏教にはど

んな関係があるのでしょう。わたしは、高校生の

ころ、仏教に興味があり、経典などを読みました。

高校生がかじった程度ですから、たいしたことは

ありません。でも、当時あれこれと調べたことは、

その後、キリスト教への関心にも広がり、考えをさ

らに広げていく土台となりました。以下に述べるこ

とは、その頃から学び考えてきたことを簡単にまと

めたものです。ですから、読者の皆さんには当然

で、「何をいまさら」という観のある内容かもしれ

ません。と、あらかじめお断りしたうえで、進めさ

せていただきたいと思います。

ご存じの通り、仏教はインドで生まれました。釈

迦がいろいろと悩んだ末、たどり着いたのが仏教

の考え方だと言われています。当時のインドでは

バラモン教が社会全体を覆い、現在以上にカー

スト制が支配しており、宗教が人間の不平等を

説いていました。仏教は、その不平等思想に対

抗して生まれたと言われています。

人間の歴史では、このように、お互いの不平等

を広げる思想や制度と、人間の平等を広げる思

想や制度とが対立しながら進んできています。仏

教に限らず、宗教全般もこの二つの面を常に抱

えながら広がってきたと言えます。

人間社会が進み、農業生産が広がると、自分

たちだけでは食べてもあまるぐらいの農業生産

物が得られるようになります。農業を進めるには、

人びとの協力が不可欠でしたから、リーダーも必

要となります。農業を継続するには、毎年の実り

から次年度にまく種を確保することが不可欠で

す。また、人びとの協力も不可欠です。リーダー

①「人権と仏教には、どんな関係があるの？」

[1] 人権と仏教

いまさら聞
けない！人権ってナニ？

新連載
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がリーダーであり続けるには何らかの正統性が

必要になります。それは農業生産に関わる知恵

を示すことでもあるでしょうし、人びとの心をつか

んでまとめることでもあります。リーダーであり続

けるには、自分（たち）だけしか知らないような秘

密をもつ必要も出てきます。これは自覚的にそう

なったとはかぎりません。いろいろなものにいのち

が宿っているというアニミズムの考え方から始まっ

て、自然の一体性を何らかの形で感じるようにな

ることも、リーダーの正統性に関連します。リー

ダーであり続ける人たちは、その立場を背景に富

を集めるようになります。こうして次第に貧富の格

差が広がります。そうなると、さらにこの貧富の格

差を正当化するための理屈が必要となります。

この二つの対立を社会的背景に、宗教も成

長していきます。仏教がインドで始まったときは、

カースト制の厳しい時代でした。それに対して仏

教を開いたゴータマ・シッダールタは人間の平等

を唱えたと言われます。

時期は異なりますが、同じようなことは、ローマ

帝国支配下のユダヤ属州でも起こりました。イエ

ス・キリストによる布教です。彼は、当時のローマ

支配に対して人間の平等を説き、隣人愛の大切

さを説きました。

人権とは、このような宗教の平等主義的な側

面を引き継いでいるものだと言えます。宗教教団

が社会的権威となり、巨大な組織をもつようになる

と、それに対抗する形で、新たな宗教が起こりま

す。ヨーロッパにおけるプロテスタントやカルビニ

ズム、いわゆる新教がその現れです。新教の人

たちは、神と人間を直接つなぐと称して、それまで

は宗教者でなければ読めなかったラテン語聖書

を、それぞれの民族の言語に翻訳し、それを読

める信者を広げて、神と信者が直接つながるよう

にしました。そこにカトリック教会のようなヒエラル

キーは不要でした。

日本においても、古代に伝わった仏教が次第

に教団として大きくなり、階級制度を強めていきま

した。特に、中国から伝わった密教は、実はヒン

ズー教（バラモン教）だったのではないかという歴

史学説もあります。仏教界の制度から派生して、

ときには既成の教団に対抗して新仏教が起こりま

す。この新仏教も、多くは何らかの意味で民衆の

平等を唱えるところに性格の特徴がありました。

次号…②「日本の仏教ではどうなの」

森　実　（もり	みのる）
大阪教育大学　名誉教授
１９５５年生まれ
専門分野	：	同和教育、人権教育、識字学習
著　　書	：『「教室の人権教育」何が実践課題か』（明治図書）
	　　　　　『知っていますか？	人権教育１問１答』（解放出版社）
	　　　　　『人権教育への招待』（共編著、解放出版社）他多数いまさら聞

けない！人権ってナニ？
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怨みは幸せを
� もたらさない

さぁ私たちは真に幸せに生きていこう。怨みを抱く人々の中でも怨むことなく。 
怨みある人々の中で暮らしていこう。怨むことなく。

『ダンマパダ』第 197偈

釈尊のことば

私たちは様々なものに縛られて生きています。あ
るいは怨みや妬み、あるいは快楽や愛着。釈尊は
私たちが意に適うものを見たり、心地よい音を聞い
たとき、それに心が縛られ、夢中になり、没頭して
しまうと指摘します。そして、そのような執着が不
幸のもととなります。
私たちが縛られるのは、意に適うものだけでは

ありません。怒りや怨みもまた心を縛ります。歌手
の中島みゆきさんは「空と君のあいだに」という曲
で「憎むことでいつまでもあいつに縛られないで」
（1994 年「空と君のあいだに /ファイト !」より引用）
と歌っています。怨みなどの負の感情は、いち早
く手放したいものですが、簡単に消え去ることなく、
いつまでもわだかまりとなって心に残るものです。
上記の偈文で釈尊は怨みをもった人々の中で怨

みを持つことなく、真に幸せに生きよと説いていま
す。周囲の人が怨みを持っていたとしても、それ
に同調せず、またそれに縛られることなく生きるこ
とが幸せであるという教えです。怨みから自由にな
る教えということもできるでしょう。

真に自由になるとは、あらゆる感情に縛られるこ
となく、ものごとを識

し

ることです。関連するご法語
にも示されていますが、法然上人も怨みや憂いを
もったままでは正しい方向に進むことができないと
述べています。心にたまる負の感情を手放すこと
が、幸せへの近道であると知って、その実践を心
がけることが大切でしょう。
具体的には、手元にある物を確認し満足するこ

と（少欲知足）や先輩を敬い後輩を慈しむこと（敬
上慈下）で、貪りや怒りを軽減することができます。
また怨みを手放すには友愛が肝心です。友情や親
愛をもって生きることが、怨みの中にあって怨みに
縛られない生き方をもたらすことにつながります。
友達を大切にし、また家族を大事にしながら、
負の感情を少しでも遠ざけ、より自由に生きること
で、真に幸せな生き方が実現されます。生きてい
る私たちの幸せな姿をご覧になって、ご先祖さま
や阿弥陀さまはともに喜び、私たちを見守ってくだ
さる。この世の幸せは、あの世との絆を深める一
助になるのです。

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

ひっきりなしに恨みごころを抱くのは渡るに舟を失ったようなものであり、薄暗い憂いに包まれるのは闇夜で道に迷う
ようなものでした。 【聖覚法印に示されける御詞 其二（『文庫版 法然上人のご法語③』法語番号9、『昭法全』733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
25
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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

道場名・行事名 期日 会所 必要経費

●五重相伝研修講座 未定 愚鈍院
（宮城教区7番） 無

●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）

A期（Ⅰ・Ⅱ） 9.3（土）～6（火） 大正大学

無

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16～19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25頁　
第18回 5.17（火）

教化研修会館
※WEB併修

第19回 8.30（火）

第20回 12.1（木）

第21回 R5.2.9（木）

●実践講座（『御法語』編） 　※詳細は24・27頁　
第17回 4.25（月）

教化研修会館
※WEB併修

第18回 6.27（月）

第19回 10.17（月）

第20回 R5.1.23（月）

●実践講座（布教編） 　
第1回 9.8（木）

教化研修会館
※WEB併修

第2回 9.12（月）

第3回 12.13（火）

第4回 R5.2.24（金）

●実践講座（法式編）　
第1回 調整中

教化研修会館
※WEB併修

第2回 調整中

第3回 調整中

第4回 調整中

●実践講座（寺院運営編）　※詳細は28頁
第1回 7.8（金）

教化研修会館
※WEB併修第2回 調整中

第3回 調整中

●実践講座（ともいき編）　
第1回 調整中 教化研修会館

※WEB併修第2回 調整中

●実践講座（阿弥陀仏編） 　※詳細は23・26頁
第8回 4.12（火）

教化研修会館
※WEB併修第9回 6.21（火）

第10回 7.12（火）

●実践講座 その他
必要に応じ企画実施
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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1142人の教師の方々にご受講いた
だき、皆様には、改めて法然上人のみ教えを感じていただき、広く社会に求められる存在
感のある寺院・僧侶であるための研鑽をいただいております。
　開催する中で、より実践的かつ効果的な研修とすべく、令和元年度より開始した地方開催
を含め、次のとおり開催予定をご案内します。

● 開催日

● 基本日程（源光院）

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
『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」

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8日（木） 「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」
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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  7月8日（金） 「墓地の管理運営」 講師：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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※講座のお申込みは、84ページをご覧ください。

12：00 受付

12：20 開講挨拶・事務連絡

12：30 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）
※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20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、84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。
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※講座のお申込みは、84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。
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※講座のお申込みは、84ページをご覧ください。

12：00 受付

12：20 開講挨拶・事務連絡

12：30 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）
※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
『阿弥陀経』では、三部経の締め括りとして徹頭徹尾、
念仏往生を勧めます。極楽への往生を遂げると必ず
阿鞞跋致（不退転）の菩薩となり、中には一生補処の
菩薩となる方もいます。そして極楽に往生すれば自ら
がそうなるだけではなく、先立って往生して、すでにす
ぐれた菩薩となられた方 と々出会います。そのことが
「倶会一処」と表現されています。『阿弥陀経』前半の
所説を解説し、往生を願う意義を考えます。

【講義③】担当講師：井野周隆
本講義では、『阿弥陀経』の「諸もろの上善人と俱に
一処に会することを得ればなり」の言葉を讃題に挙げ、
「俱会一処」をテーマに浄土の再会について実演法
話いたします。

『阿弥陀経』倶会一処

実践講座　阿弥陀仏編（第9回）

日　時 令和4年 6月21日（火）　午後零時20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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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

調整中

「百万遍」「深信因果」「考養父母」

実践講座　御法語編（第18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。
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 6月27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。

※講座のお申込みは、84ページをご覧ください。

新着
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日　時 令和4年 7月8日（金）　午後零時30分 から 5時30分まで

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）

12：00 受付

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） ● 講義の内容
⑴仏教・浄土宗における「墓」
⑵「墓地・埋葬等に関する法律」の理解
⑶現代の寺院が抱える「墓」に関する課題
⑷社会全体の風潮と特徴
⑸これからの寺院がどのように「墓」を管理運営して
いくのか

「墓地の管理運営」
～社会の変化と多様化する価値観の中で～

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

※講座のお申込みは、84ページをご覧ください。
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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→
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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

Ａ-Ⅰ 浄土学に関する科目群 浄土宗聖典の思想（三部経・選択集の講読） 講義① 9コマ

Ａ-Ⅱ 仏教学に関する科目群

インド仏教史 講義② 3コマ

中国仏教史 講義③ 3コマ

各宗概論 講義④ 3コマ

B 期

開講期 科目群 科目名 日程 コマ数

B-Ⅰ 浄土学に関する科目群 浄土列祖の思想（各種聖典の講読） 講義① 9コマ

B-Ⅱ
現代社会と教団に関する科目群

現代宗教論 講義② 3コマ

現代教化論 講義③ 3コマ

僧侶の実践に関する科目群 伝道学 講義④ 3コマ
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Ａ-Ⅰ・Ｂ-Ⅰ Ａ-Ⅱ・Ｂ-Ⅱ
1日目 2日目 1日目 2日目

8：30 受付 8：30 受付 8：30 受付

9：00 講義① ｰ 5 9：00 開講式 9：00 講義④ ｰ 1

10：00 受付 10：10 休憩 オリエンテーション 10：10 休憩

10：30 開講式 10：20 講義① ｰ 6 9：30 講義② ｰ 1 10：20 講義④ ｰ 2

オリエンテーション 11：30 休憩 10：40 休憩 11：30 休憩

11：00 講義① ｰ 1 11：40 講義① ｰ 7 10：50 講義② ｰ 2 11：40 講義④ ｰ 3

12：10 休憩 12：50 休憩 12：00 休憩 12：50 休憩

13：10 講義① ｰ 2 13：50 講義① ｰ 8 13：00 講義② ｰ 3 13：50 閉講式

14：20 休憩 15：00 休憩 14：10 休憩 14：10 休憩

14：30 講義① ｰ 3 15：10 講義① ｰ 9 14：20 講義③ ｰ 1 14：20 試験②

15：40 休憩 16：20 閉講式 15：30 休憩 15：30 解散

15：50 講義① ｰ 4 16：40 休憩 15：40 講義③ ｰ 2

17：00 解散 16：50 試験① 16：50 休憩

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→

31和合　令和4年　4月号



●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

35和合　令和4年　4月号



助教師養成講座
日 程

場 所

第2期　令和4年 6月2日（木） から 8日（水） まで
第1期　令和5年 2月14日（火） から 2月27日（月） まで

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

第1期　大本山光明寺 〒248-0013 神奈川県鎌倉市材木座六丁目17番19号
 TEL 0467-22-0603　FAX 0467-22-0622

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

第2期　第1期を修了した者
第1期　本宗宗徒（義務教育を修了した18歳

以上の宗徒）
	 ※事前に僧籍登録を済ませたうえで	

　ご申請ください。

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

第2期　選択集の思想・浄土宗の歴史（浄土宗
と加行）・宗教法制・法式

第1期　仏教学の基礎・浄土学の基礎・釈尊の
生涯と思想・法然上人の生涯と思想・
御法語・仏教と人権・法式

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

提出書類
①助教師養成講座受講願書兼別開五重相伝入
行許可申請書（写真貼付）	 2通

※4枚申請用紙の宗務提出用（1枚目）と道場
提出用（4枚目）を提出
※道場提出用には申請前3カ月以内に撮影し
た写真（縦30mm	横30mm）を貼付

②健康診断書（助教師養成講座兼別開五重相
伝用）	 1通

※3カ月以内に診断したもの
③受講に関する自己申告書　兼　師僧所見票
	 1通

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

受講希望者は、提出書類を揃えて所属教区教
務所を経由し、浄土宗教学部に提出してくだ
さい。
願書の請求は、浄土宗教学部にて受け付けま
す。郵便・FAX・Eメールでの請求の場合は、所
属教区・寺院№・寺院名・氏名・送付先を明記し
てください。

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

第2期　令和4年4月26日（火）必着
第1期　令和5年1月10日（火）必着
※締切日以後の申請は受理いたしません。

●道場冥加  ........................................................

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

※第2期修了後、引続き別開五重相伝に入行予
定の方は、別開五重相伝道場冥加との

合計（120，000円）をご入金ください。
※入行許可後に入行辞退された場合、既納の
道場冥加は返金できない場合がありますの
でご了承願います。

振込先（郵便振替）
加入者名　　　浄土宗宗務庁
振替口座番号　０１０５０－０－２１４９

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

（１）本講座は受講開始後4年以内に全期（第1
期並びに第2期）を修了しなければなりま
せん。
※令和2年度及び令和3年度は第2期を中
止いたしましたので、以下に該当する
方の修了年限を延長いたします。
【修了年限延長該当者】
平成29年度第1期修了者
…修了年限を令和2年度から令和4年
度まで延長
平成30年度第1期修了者
…修了年限を令和3年度から令和4年
度まで延長
平成31（令和元）年度第1期修了者
…修了年限を令和4年度から令和6年
度まで延長
令和2年度第1期修了者
…修了年限を令和5年度から令和6年
度まで延長

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

（３）受講期間中は原則として道場からの外出
を許可しません。

（４）自家用車での登嶺は一切禁止します（送
迎は除く）。

（５）開講中の面会及び飲食物等の差し入れは
一切禁止します。

（６）受講者に対する見舞金、祝金等は一切預
かりません。

（７）宅配便等による荷物の道場への事前送付
は一切禁止します。

（８）飲食物・雑誌・新聞・電化製品（携帯電話・テ
レビ・パソコン・その他）・娯楽品等の持ち
込み、公衆電話の使用は一切禁止します。

（９）所属寺院において一宗課金等滞納の場合
は申請書を受理しません。

（10）所定人員に満たない時は開設しない場合
があります。

（11）その他ご不明な点は、浄土宗教学部まで
お問い合わせください。

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

（１）教科書
『折本	浄土三部経（浄土宗聖典版）』『浄土
宗法要集（上・下巻）（新訂改版	Ａ5判）』
『元祖大師御法語（前篇）』『教師養成道場
勤行式』『新訂仏教学概論』『平等へのめざ
め』『ビジュアル法然上人』※『法然上人の
お言葉-元祖大師御法語-』
※教科書は1期・2期を通じて使用します。
※受講にあたっては、教科書を予習し、日
常勤行は師僧から十分指導を受けてお
いてください。

※『法然上人のお言葉-元祖大師御法語-』
は浄土宗出版では取り扱っておりませ
ん。助教師養成講座第1期受付にて販
売いたします。

（２）服装
黒衣（無地）・如法衣（茶系）・改良服・白衣・
襦袢・マジック帯・腰紐・白足袋・作務衣
（黒・紺・茶系）・肌着（ステテコ）・念珠・威
儀細（黒または茶の無地）・草履（白鼻）
※第1期は冬物、第2期は夏物を用意して
ください。

※衣類に関しては、受講者の身丈にあっ
たものをご準備ください。

（３）その他
健康保険証・筆記用具・携帯裁縫道具・傘・
日用品等
※期間中は外出を許可しないので、その
他必要なものは揃えておいてください。

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

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

浄土宗出版	（テキスト販売）
〒105 -0011
東京都港区芝公園4-7 -4　明照会館内
TEL	03 -3436 -3700　FAX	03 -3436 -3356
Eメール	syuppan@jodo.or.jp
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日 程

場 所

令和4年 6月 9日（木） から
 15日（水） まで　　※登嶺日は令和4年6月8日（水）

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

別開五重相伝

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

助教師養成講座の全課程を修了した者

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

提出書類
①助教師養成講座受講願書兼別開五重相伝入
行許可申請書（写真貼付）	 2通

※4枚申請用紙の宗務提出用（1枚目）と道場
提出用（4枚目）を提出
※道場提出用に申請前3カ月以内に撮影した
写真を貼付
②健康診断書（助教師養成講座兼別開五重相
伝用）	 1通

※3カ月以内に診断したもの
※①②については、本年度、助教師養成講座第
2期を受講し、引き続き入行予定の方は不要
③身分（元）証明書	 1通
※次の事項が登記されていないことの証明。3
カ月以内に本籍地の市区町村が発行したも
のを提出してください。
　・成年被後見人または被保佐人の登記の
　　通知
　・破産の通知

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

入行希望者は、提出書類を揃え所属教区教務
所を経由し、浄土宗教学部まで提出してくだ
さい。願書の請求は、浄土宗教学部にて受け付
けます。郵便・FAX・Eメールでの請求の場合
は、所属教区・寺院№・寺院名・氏名・送付先を
明記してください。

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

令和4年4月26日（火）必着
※締切日以後の申請は受理いたしません。

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

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

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

※既納の道場冥加は返還できない場合があり
ます。

振込先（郵便振替）
加入者名　　　浄土宗宗務庁
振替口座番号　０１０５０－０－２１４９

新着

38 和合　令和4年　4月号



中
央
開
催
行
事

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

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

（２）宅配便等による荷物の道場への事前送付
は一切禁止します。

（３）入行者に対する面会および飲食物等の差
し入れは一切禁止します。

（４）入行者に対する見舞金、祝金等は一切預
かりません。

（５）自家用車での登嶺は一切禁止します（送
迎は除く）。

（６）入行期間中は原則として道場からの外出
を許可しません。

（７）飲食物・雑誌・新聞・電化製品	(携帯電話・
テレビ・パソコン・その他)	・娯楽品等の持
ち込み、公衆電話の使用は一切禁止しま
す。

（８）所属寺院において一宗課金等滞納の場合
は申請書を受理いたしません。

（９）所定人員に満たないときは、開設しない
場合があります。

（10）その他ご不明な点は、浄土宗教学部まで
お問合わせください。

※携行品につきましては、お申し込み後別途
ご案内いたします。

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

浄土宗教学部
〒605 -0062	京都市東山区林下町400 -8
TEL	075 -525 -0480　FAX	075 -531 -5105
Eメール	kyogaku@jodo.or.jp
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講　座 実演テーマ 実　演　課　題

初級前期 布教の基礎Ⅰ 講座期間内に作成 15分

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

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

中級前期 年中行事
（御忌）

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

中級中期 年中行事
（十夜）

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

中級後期 年中行事
（彼岸）

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

上級前期 年中行事
（施餓鬼）

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

上級中期 年中行事
（まとめ）

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

上級後期 応用学習 　設定：自由 「御法語（前篇･後篇）」から 30分

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

●各級各期布教実演課題予定表

布教師養成講座
日 程

場 所

初級課程…前期　令和4年 6月  6日（月）から 10日（金）まで
　　　　　中期　令和4年 10月  3日（月）から 7日（金）まで
　　　　　後期　令和5年 2月  6日（月）から 10日（金）まで
中級課程…前期　令和4年 6月13日（月）から 17日（金）まで
　　　　　中期　令和4年 10月17日（月）から 21日（金）まで
　　　　　後期　令和5年 2月20日（月）から 24日（金）まで
上級課程…前期　令和4年 7月  4日（月）から 8日（金）まで
　　　　　中期　令和4年 11月  7日（月）から 11日（金）まで
　　　　　後期　令和5年 2月27日（月）から 3月3日（金）まで

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

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

上級課程…大本山清浄華院 〒602-0852 京都市上京区寺町通広小路上ル北ノ辺町395番地
TEL 075-231-2550

新着
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【布教師養成講座の目的と魅力】

　本講座では、受講生自らが布教実演を行い、指導員の丁寧な
指導と受講生相互の研鑽により、人前で話すことへの恐怖心や
不安を克服し、自信をもって布教のできる教師になることを目
指しています。また、第一線で活躍中の講師の講義や、会所本山
でしか味わえない貴重な体験を通して、自己の内面を深めるだ
けでなく、仲間同志の縁を結ぶことができます。

【受講生からの声】

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

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

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

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

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

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

前年度までに、初級または中級課程の前・中・
後期のいずれか1期を欠席した方は、今回の同
級前期を修了すれば、今回の次の級を受講す
ることができます。また、上級各期のいずれか

を欠席した方は、その欠席した回数に応じて
今回の前・中・後期のいずれかを受講をすれば、
修了といたします。
※令和4年度に進級（上級は修了）の意思がな
い方は対象外となります。

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

受講希望者は、所定の申請書に必要事項をご
記入のうえ、所属教区教務所を経由し、浄土宗
教学部にご提出ください。受講申請書の請求
は、浄土宗教学部にて受け付けます。（郵便・
FAX・Eメールでの請求は、所属教区・寺院№・
寺院名・氏名・送付先を明記してください）。

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

令和4年5月9日（月）
※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、延期・中止となる可能性もございます。
予めご了承いただけますようお願い申し上げます。

振込先（郵便振替）
加入者名　　　浄土宗宗務庁
振替口座番号　０１０５０－０－２１４９

大本山光明寺での日想観別時念仏

受講生の布教実演中の様子
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中央法式講習会
（法式教師及び式師養成講座）

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

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

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

二級法式教師（法式教師養成講座）、一級及び
二級式師各講座

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

（１）二級法式教師課程（法式教師養成講座）
法服講義法、犍稚講義法、威儀講義法、執

日 時

場 所

令和4年 6月 7日（火） 正午 から 
 10日（金） 午後2時 まで

※式師検定試験及び二級法式教師審査 
　10日（金）午前10時30分 から 午後2時 まで

大本山百萬遍知恩寺
〒606-8225 京都市左京区田中門前町103番地の27
TEL 075-781-9171　FAX 075-781-0157

・式師検定試験

6月7日（火） 6月8日（水） 6月9日（木） 6月10日（金）

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

12：00 開講式 10：20 休憩 10：20 休憩 10：20 休憩

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

14：00 休憩 11：50 休憩 11：50 休憩 11：50 休憩

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

15：30 休憩 14：00 休憩 14：00 休憩 14：00 終了

15：40 講習3 14：10 講習7 14：10 講習12

17：00 終了 15：30 休憩 15：30 休憩

15：40 講習8 15：40 講習13

17：00 終了 17：00 閉講式

17：30 終了

●日　程　（二級法式教師課程～二級式師課程）

	 法儀司　中西�時久
	 法儀司　熊井�康雄
	一級法式教師　瀨戸�隆海
	一級法式教師　山本�晴雄
	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　荒木�信道

●講　師

●助　講
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持講義法、各種法要講義法、書式講義法、
音声講義法、声明研究、音階論②及び講義
実演

（２）一級式師課程
威儀法：威儀全般
法服法：法服全般
執持法：執持全般
犍稚法：犍稚全般
法　要：結婚式・地鎮式等の建築関係
書　式：各種書式②
声　明：伽陀（光明）・散華
理　論：経典音読法②・音階論①

（３）二級式師課程
威儀法：威儀全般
法服法：法服全般
執持法：執持全般
犍稚法：犍稚全般
法　要：晋山式・洒水②・葬儀式
書　式：悉曇②
音　声：唱礼・称讃偈
声　明：四智讃・笏念仏
理　論：経典音読法①

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

所定の受講申請書に必要事項を記入のうえ、
浄土宗教学部にFAXまたは郵送にてお申し込
みください。申請書の請求は、浄土宗教学部に
て受け付けます。
請求の際は、「案内資料請求書」（別頁）をご活
用いただき、所属教区・寺院№・寺院名・氏名・
送付先をお知らせください。
法階一級式師所有者全員への受講案内はいた
しませんので、法式教師養成講座受講希
望の方につきましても、教学部までご請求く
ださい。

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

令和4年5月16日（月）必着

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

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

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

受講冥加料	 2 ,000円
一級式師検定冥加料	10 ,000円
二級式師検定冥加料	 7 ,000円
※申請後、速やかに次の口座へお振込みください。

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

（１）受講者は、初日の正午までに登嶺し、受付
を完了してください。

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

（３）開催期間中の宿泊及び昼食については、
各自でご用意ください。

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

（５）既納の受講冥加料は返金できない場合が
あります。

（６）二級法式教師審査及び式師検定試験を実
施します。受験資格は次のとおり。
・二級法式教師審査
僧階叙任後10年以上経過し璽書伝授を
受けた者で、一級式師叙任後3年以上経
過し、かつ、法式教師養成講座を3回以
上修了した者

・一級式師検定
二級式師叙任後中央法式講習会の一級
式師課程（平成22年度東北地区法式講
習会において開講の一級式師課程も含
む）を2回以上修了した者

・二級式師検定
令和4年3月31日までに三級式師に叙
任された者

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

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

振込先（郵便振替）
加入者名　　　浄土宗宗務庁
振替口座番号　０１０５０－０－２１４９
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●検定試験の種類  .............................................

律師検定試験及び少僧都検定試験

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

1科目90分

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

各科目100点満点中、70点以上を合格

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

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

（２）申込方法
提出書類を揃えて所属教区教務所を経由
し、浄土宗教学部に提出してください。受
験願書の請求は、浄土宗教学部にて受け
付けます。なお、郵便・FAX・Eメールで
の請求は、所属教区・寺院№・寺院名・氏
名・送付先を明記してください。

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

令和4年6月30日（木）
※締切日以後の申請は受理いたしません。

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

検定試験冥加料　30 ,000円（10科目まで）

※申請後、速やかに上記口座へお振込みくだ
さい。

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

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

（１）僧籍登録を完了されていない者は、本試
験を受験することができません。

（２）所属寺院において一宗課金等滞納の場合
は受験願書を受理いたしません。

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

（４）その他、問合せ等は浄土宗教学部まで。

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

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

教師検定試験
日 時

場 所

令和4年 8月 23日（火） 午前8時 から 
 25日（木） 午後6時30分 まで

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

振込先（郵便振替）
加入者名　　　浄土宗宗務庁
振替口座番号　０１０５０－０－２１４９
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律師検定試験

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

令和4年8月23日（火）午前8時から
　　　　　　25日（木）午後6時30分まで

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

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

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

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

伝宗伝戒入行資格が与えられます。
律師検定合格を経て、18歳で伝宗伝戒道場に
入行は可能ですが、「律師」叙任は満20歳とな
ります。

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

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

※「詠唱」受験者は、鈴鉦・『吉水流詠歌集』・『吉
水流和讃集』を持参のこと

少僧都検定試験

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

令和4年8月23日（火）
午前8時から午後5時まで

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

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

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

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

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

経過年数にかかわらず「少僧都」に進むことが
できます。

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

筆記用具・伝道袈裟又は威儀細・日課念珠

科目群 科目名

浄土学に関する科目
（2科目）

浄土教の思想と展開

法然門下の思想

仏教学に関する科目
（3科目）

仏教の受容と展開

仏教史

各宗の概要

科目群 科目名

浄土学に
関する科目
（7科目）

法然上人の生涯と思想

浄土学の基礎

三部経の思想

浄土宗日常勤行式の解説

浄土教の歴史

選択集の思想

浄土宗の歴史

仏教学に
関する科目
（3科目）

釈尊の生涯と思想

仏教学の基礎

日本仏教の歴史と教え

現代社会と教団に
関する科目
（5科目）

現代社会と人間

浄土宗と加行

宗教法制

仏教と人権

仏教の儀礼と儀式

僧侶の実践に
関する科目
（3科目）

法式

伝道

詠唱
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日 程

場 所

令和4年 9月 15日（木）午前9時30分 から
 16日（金）午後3時30分 まで

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

9月15日（木） 9月16日（金）

 9：00 受付 9：00 一般発表

 9：30 開会式 12：00 昼食

10：00 基調講演 12：40 ポスターセッション

11：40 記念写真 13：00 パネル発表

12：00 昼食 15：10 閉会式

12：40 ポスターセッション 15：30 解散

13：00 一般発表

17：30 終了予定

●日　程（発表申込状況により変動する可能性があります）

令和4年度 浄土宗総合学術大会
テーマ：お念佛からはじまる幸せ「立教開宗の歴程」

基調講演

「お念佛からはじまる幸せ
　　　『立教開宗の歴程』」

大本山百萬遍知恩寺法主　福𠩤 隆善 台下

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

本宗教師

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

各種申込頁「総合学術大会受講申込書」に必要
事項を記入の上、FAX・郵送又はEメールにて
お申込みください。

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

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

令和4年8月9日（火）

＊講演概要
北嶺南都の碩学に教えを受けられた元祖は、
既成仏教のままでは人間平等を説く釈尊の教
えは顕われなく、特に乱想をとめられないヒ
ラ凡夫を含めて救済される道を求めて報恩蔵
に籠り、一切経や善導大師の書を何度も読み
かえされた。すべての人が救われるためには
凡入報土を可能にしなければならず、そのた
めには既成仏教のありかたを根本的に転換す
る必要があった。元祖のご法語によりながら、
すべての衆生救済の道すじをたどりたい。

新着
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●発表の形式  ....................................................

＊一般研究発表
　個人単位の、20分（発表15分、質問5分）の
研究発表。
＊ポスターセッション（PS）
　個人又はグループによる、キーワードや図表
などを書いた10枚ほどの紙を壁や黒板に貼
る形式の、視覚的・総合的な掲示型の発表。
　両日12時40分から13時まで、または会場に
発表者がいる時は、直接質問、対話をするこ
とができます。
＊パネル発表
　特定のテーマをめぐって複数のパネリスト
（登壇者）が構成する、質疑応答含む120分
間の発表。

●研究発表申込  ................................................

（ア）発表資格　　
◦一般発表者又はグループの代表者は、本宗
教師とします。
◦複数項目での発表もできますが、PSの応募
者が多数の場合、PSのみの方を優先します。

（イ）申込締切　　令和4年5月30日（月）

（ウ）項目別のご注意
＊一般発表
　発表は個人単位とします。予め指定された
部数の資料をご用意ください。
＊ポスターセッション
◦学会での発表形式の1つで、発表者と聴衆
の距離が近いため率直なやり取りが期待
できるなどの利点があります。研究の中
間報告として発表し、ヒントやアドバイス
を受けることもできます。
◦グループの場合は共同発表者を連絡くだ
さい。非教師が含まれても結構です。
◦両日とも12時40分から13時までの間は
必ずポスター前にて待機、対応ください。

＊パネル発表
◦教学・教化に関する内容なら企画は自由で
す。関係機関で審査し、採用を決定いたし
ます。

◦浄土宗教師を含むパネリスト（5名以内）
等から成るグループで応募してください。

◦時間運用は自由ですが、聴衆との質疑応答
の時間をパネリスト数×5分以上確保し
てください。

◦「総合学術大会受講申込書」の他、別途E
メールにて概要（200 ～400字）、パネリス
ト名等をお知らせください。

（エ）『佛教論叢』への掲載
発表内容を『佛教論叢』に掲載を希望する方
は、原稿を郵送の上、PDFとテキストのデータ
をEメールで送信ください。編集委員会にて
査読審査し、掲載いたします。なお、『佛教論
叢』は関係ホームページにて一般公開いたし
ますので、予め了承ください。
＊一般発表
	 A）原稿締切　　9月29日（木）
	 B）分　　量　　6,000字以内（図版含め組み	
　　　　　　　　上がり8頁以内）
＊ポスターセッション
　掲載できません
＊パネル発表
	 A）原稿締切　　10月14日（金）
　　※掲載の希望は大会日までにご一報くだ	
　　　さい
	 B）分　　量　　12 ,000字以内

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

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

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

山形教区
6月20日～21日
ホテルメトロ
ポリタン山形

福島教区
10月中旬
会津若松
ワシントンホテル

岩手教区
6月8日～9日
盛岡組№2
圓光寺

宮城教区
11月中旬

未定

宮城教区
6月下旬
　～7月上旬

未定

関東地区

東京
2月頃
大本山増上寺

群馬教区

未定

山梨教区
10月25日
甲府組№10
善光寺

長野教区
10月12日～13日

未定

東京教区
10月頃
増上寺

神奈川教区

未定

神奈川教区
7月30日

未定

東海地区

岐阜
10月13日～14日
高山組№81
大雄寺

尾張教区
9月13日～14日

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
8月22日～23日
ホテル日航新潟

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

兵庫教区

未定

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
12月8日～9日
東部組№1
大念寺

出雲教区
10月18日～19日
松江市

（会場未定）

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

佐賀教区
9月28日～29日

未定

11月7日～10日
大本山善導寺

6月7日～8日
春季
大本山善導寺

3月29日～30日
70周年
大本山善導寺

12月14日～15日
秋季
大本山善導寺
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第497回教化高等講習会

●日　程

日 時

場 所

令和4年 6 月20日（月）午前9時30分 から
 21日（火）午後3時30分 まで

ホテルメトロポリタン山形」
〒990-0039 山形市香澄町1丁目1番1号　　TEL 023-628-1111 FAX 023-628-1166
【交通の便】山形新幹線「山形駅」直結

6月20日（月） 6月21日（火）
9：30～ 受付 9：00 勤行
10：30～ 開講式 9：20～10：20 講義③　田中孝真
11：00～11：40 開宗850年事業説明 休憩
11：50 昼食 10：30～12：00 講義④・⑤　安達俊英
12：50～14：20 講義①　渋谷真子 12：10～ 昼食・東北地区布教師会全体会

休憩 13：30～15：00 講義⑥　安達俊英
14：35～17：35 講義②　西村實則 15：10～ 閉講式
17：45～ 布教師会評議員会/青年会総会 15：30 終了
18：30～ 懇親会

●講題・講師 ●申込方法  ........................................................

所定用紙をFAXまたは郵送してください。
※宿泊ホテルは、各自でお手配をお願いします。

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

令和4年5月30日（月）必着
なお、6月10日以降のキャンセルの方は所定
の金額全額ご負担いただきます。

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

感染状況により、講習会が中止になる場合が
ございます。何卒ご了承ください。講習会はマ
スク着用の上、両日ともに朝の体温が37 .5度
以上の方は、参加をご遠慮ください。

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

山形教区教化団事務局
〒994 -0045
山形県天童市仲町1丁目2番5号　三寳寺中
TEL 023 -653 -2551　FAX 023 -653 -2639

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

本宗教師（受講者は改良服又は洋式道衣及び
数珠・袈裟）

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

受講費　5,000円　昼食費　2,000円（1食）
懇親会費　10 ,000円（感染状況により中止の
場合があります。）
※当日受付でお支払いください。

講義①「1日1日をハッピーに」
車いすYouTuber　渋谷 真子

講義②「香・数珠・鐘」
大正大学名誉教授　西村 實則

講義③「外国人の人権」
浄土宗人権同和啓発講師　田中 孝真

講義④「魂について」
講義⑤・⑥「『来迎』への憧れと
　　　　　　現代における来迎事例」

知恩院宗学研究所嘱託研究員　安達 俊英

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

52 和合　令和4年　4月号



宗
務
庁
か
ら
の
お
知
ら
せ

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
令和4年度より、新たに特任布教師が任命されました

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または右記二次元バーコードから、特任布教師紹介の情報をご覧いただけます。
https://jodoshu.net/library/fukyoshi/
※次頁から特任布教師一覧を掲載いたします。そのプロフィール等については、次号に掲載
するとともに、冊子「特任布教師制度案内・特任布教師一覧」を次号同封いたしますので、
是非ご覧ください。なお、任期は令和4年4月1日から令和6年3月31日までとなります。

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。

56 和合　令和4年　4月号



宗
務
庁
か
ら
の
お
知
ら
せ

特任布教師一覧
（R4.4.1～R6.3.31）

教区 組 № 寺院名 氏名　　 住所 TEL
北海道
第一 函松 7 湯川寺 筒井 章順 〒042-0932

北海道函館市湯川町3丁目35番10号 0138-57-6449

北海道
第一 中央 44 霊鷲院 平塚 正樹 〒049-2321

北海道茅部郡森町字鷲ノ木町170 01374-2-2308

北海道
第一 小樽 68 長福寺 梅庭 英良 〒045-0204

北海道古宇郡泊村大字盃490番地 0135-75-2447

北海道
第二 東 1 大成寺 藤井 敬亮 〒085-0842

北海道釧路市米町2丁目2番6号 0154-41-2765

北海道
第二 東 3 大然寺 大高 有光 〒080-0805

北海道帯広市東五条南八丁目7番地 0155-23-4685

北海道
第二 西 19 浄道寺 佐伯 典昭 〒078-8205

北海道旭川市東旭川町倉沼10番地 0166-36-3863

北海道
第二 南 42 龍雲寺 丸山 孝立 〒002-8025

札幌市北区篠路五条十丁目10番21号 011-771-2805

青森 弘南 5 西光寺 工藤 大樹 〒036-8214
青森県弘前市大字新寺町109番地 0172-32-1886

青森 弘南 6 遍照寺 花田 俊岳 〒036-8214
青森県弘前市大字新寺町107番地1号 0172-32-8714

青森 弘南 18 唯称院 加藤 恒有 〒038-0101
青森県平川市碇ヶ関山神堂63番地 0172-45-2660

青森 三八 107 来迎寺 木村 迎世 〒031-0087
青森県八戸市朔日町24 0178-22-0001

岩手 盛岡 5 吉祥寺 武田 眞和 〒020-0016
岩手県盛岡市名須川町15-11 019-622-4279

岩手 花巻 21 松庵寺 小川 隆英 〒025-0085
岩手県花巻市双葉町6-4 0198-23-3033

秋田 中央 1 誓願寺 小熊 良和 〒010-0925
秋田市旭南一丁目5番28号 018-862-7436

山形 置賜 9 常光寺 佐藤 一彦 〒992-0771
山形県西置賜郡白鷹町大字鮎貝2413番地 0238-85-3182

山形 山形 24 専念寺 佐藤 康正 〒990-0032
山形市小姓町10-8 023-622-8277

山形 上 49 浄土院 日野 崇雄 〒990-2161
山形市大字漆山3097番地 023-684-8502

宮城 第一 4 充国寺 三浦 宏純 〒981-0934
仙台市青葉区新坂町17番地1号 022-234-1271

宮城 第一 5 大法寺 石塚 祐紀 〒981-0935
仙台市青葉区三条町7番27号 022-234-3755

宮城 第二 20 慈恩寺 樋口 法生 〒983-0852
仙台市宮城野区榴岡五丁目12番2号 022-257-2195

福島 浜通り 46 安楽寺 青木 芳尚 〒979-3203
福島県いわき市川前町上桶売字中里119番地 0246-84-2941

福島 中央 82 成願寺 野内 英昭 〒963-4602
福島県田村市常葉町常葉字上野100番地 0247-77-3072
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福島 会津 155 常泉寺 高濱	秀道
〒969-4406
福島県耶麻郡西会津町野沢字原町
乙2207番地

0241-45-2619

群馬 吾妻 25 清見寺 長田	正澄
〒377-0424
群馬県吾妻郡中之条町大字中之条町
乙746番地

0279-75-2396

群馬 太田 56 哀愍寺 新井	直人 〒370-0401
群馬県太田市尾島町454番地1 0276-52-0421

栃木 下都賀 22 照光寺 伴	経徳 〒328-0067
栃木市皆川城内町1831番地 0282-24-6233

栃木 塩那 62 法善寺 吉水	智教 〒324-0037
栃木県大田原市上石上72番地 0287-29-3918

茨城 水戸 2 定善寺 武田	泰康 〒310-0841
茨城県水戸市酒門町363番地 029-247-5053

茨城 常総 35 阿彌陀寺 古矢	智照 〒301-0015
茨城県龍ケ崎市長沖町1670番地の1 0297-62-2539

埼玉 第三 69 圓福寺 池田	常臣 〒344-0031
埼玉県春日部市一ノ割1丁目30番17号 048-735-4351

埼玉 第四 116 大龍寺 宮島	道孝 〒360-0222
埼玉県熊谷市葛和田898番地 048-588-1741

埼玉 第四 141 長福寺 𠮷田	真典 〒367-0217
埼玉県本庄市児玉町八幡山106番地1 0495-72-1280

東京 芝 14 観智院 土屋	正道 〒105-0011
東京都港区芝公園二丁目2番13号 03-3431-1450

東京 豊島 149 善光寺 宮田	恒順 〒112-0002
東京都文京区小石川三丁目17番8号 03-3811-4858

東京 豊島 179 浄心寺 佐藤	雅彦 〒113-0023
東京都文京区向丘2丁目17番4号 03-3821-0951

東京 豊島 202 良感寺 宮入	良光 〒170-0001
東京都豊島区西巣鴨4丁目8番22号 03-3918-4501

東京 江東 222 圓通寺 後藤	真法 〒135-0022
東京都江東区三好1丁目3番3号 03-3641-7518

東京 江東 235 正源寺 山田	紹隆 〒135-0034
東京都江東区永代1丁目8番8号 03-3641-1842

東京 浅草 277 西光院 若林	隆壽
〒175-0092
東京都板橋区赤塚五丁目28番3号　
乗蓮寺気付

03-3975-3325

東京 城北 314 仮宿院 金子	一俊 〒176-0001
東京都練馬区練馬4丁目26番17号 03-3991-6705

東京 玉川 446 月影寺 藤井	正史 〒180-0023
東京都武蔵野市境南町五丁目13番12号 0422-30-8007

千葉 葛南 4 善照寺 今岡	達雄 〒272-0131
千葉県市川市湊18番20号 047-357-2232

千葉 君津 23 正行寺 佐藤	晴輝 〒292-0008
千葉県木更津市中島2209番地 0438-41-0041

千葉 安房 44 浄蓮寺 郡嶋	泰威 〒299-2117
千葉県安房郡鋸南町勝山315番地1 0470-55-0388
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千葉 葛飾 133 医王寺 八木 英哉 〒270-1443
千葉県柏市鷲野谷510番地 04-7191-2259

神奈川 京浜 2 正蔵寺 專修 大志 〒212-0054
川崎市幸区小倉二丁目24番2号 044-588-3339

神奈川 港南 50 金臺寺 奥田 昭應 〒235-0041
横浜市磯子区栗木2丁目36番2号 045-771-6969

神奈川 鎌倉 134 専福寺 成田 善俊 〒239-0821
神奈川県横須賀市東浦賀二丁目10番6号 046-841-3623

神奈川 三浦 164 不断寺 杉浦 尋徳 〒238-0316
神奈川県横須賀市長井5丁目1番1号 046-856-2352

神奈川 三浦 257 光雲寺 慶野 匡文 〒240-0105
神奈川県横須賀市秋谷4172番地 046-856-8362

神奈川 小田原 225 西念寺 小俣 慶樹 〒259-0201
神奈川県足柄下郡真鶴町真鶴1925 0465-68-0402

神奈川 小田原 230 常光寺 阿川 貫浄 〒250-0034
神奈川県小田原市板橋581 0465-23-0453

山梨 甲府 24 称念寺 秋山 秀道 〒400-0111
山梨県甲斐市竜王新町71番地 055-276-0582

山梨 甲府 29 浄慶寺 曽根 孝順 〒409-3866
山梨県中巨摩郡昭和町西条4246 055-275-9596

新潟 高田 85 天崇寺 長谷川 三靖 〒943-0892
新潟県上越市寺町2丁目19番5号 025-523-4707

新潟 長岡 39 秀翁寺 山田 泰輔 〒955-0108
新潟県三条市鹿峠1051 0256-46-4044

富山 富山 52 醫王寺 泉 清孝 〒930-2241
富山市四方西岩瀬180 076-435-1190

富山 新川 69 大泉寺 林 秀峰 〒937-0056
富山県魚津市諏訪町18-18 0765-22-2922

長野 長野 79 三宝寺 伊東 靖順 〒388-8017
長野市篠ノ井山布施8272番地 026-229-2371

長野 更埴 82 安養寺 服部 淳一 〒381-2205
長野市青木島町大塚92番地 026-284-2135

長野 上小 132 法樹院 大髙 源明 〒386-1326
長野県上田市舞田790番地 0268-39-2231

長野 松本 179 瑠璃光寺 關 恒明 〒399-8102
長野県安曇野市三郷温610番地 0263-77-3538

静岡 東豆 2 海福寺 瀧沢 行彦 〒413-0102
静岡県熱海市下多賀1340番地 0557-68-2970

静岡 清水 84 實相寺 中村 康祐 〒424-0947
静岡市清水区清水町12番19号 054-352-4029

静岡 静岡 89 報土寺 戸﨑 博隆 〒420-0868
静岡市葵区宮ヶ崎町110番地 054-252-4920

三河 豊橋 18 專稱寺 岩木 涼山 〒440-0891
愛知県豊橋市関屋町220番地 0532-54-3042

三河 岡崎 87 源空寺 野村 顕弘 〒444-0074
愛知県岡崎市東能見町12 0564-21-5196

三河 岡崎 89 三光院 鈴木 健祐 〒441-3613
愛知県田原市古田町蔵道上131 0531-32-0454
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三河 豊田 171 法雲寺 水谷	浩志 〒471-0842
愛知県豊田市土橋町8丁目6番地 0565-28-3965

三河 西尾 313 法厳尼寺 朝岡	知宏 〒445-0061
愛知県西尾市寄近町堂本23番地 0563-57-3551

尾張 名古屋 52 清浄寺 飯田	英知 〒460-0011
名古屋市中区大須4-1-32 052-261-8008

尾張 名古屋 53 阿彌陀寺 魚住	昌樹 〒460-0011
名古屋市中区大須二丁目5番47号 052-231-3990

尾張 城南 75 正行寺 祖父江	良匡 〒457-0064
名古屋市南区星崎1丁目172 052-811-8460

尾張 城南 86 専唱院 三輪	和信 〒474-0024
愛知県大府市朝日町4丁目139番地 0562-46-0528

尾張 尾西南 210 西方寺 髙木	清隆 〒465-0018
名古屋市名東区八前2-602 052-776-5618

伊勢 四日市 19 光運寺 伊藤	洋介 〒510-0082
三重県四日市市中部3-12 059-352-3042

伊勢 香肌 135 蓮浄寺 堤	康雄 〒515-1205
三重県松阪市大石町550 0598-34-1237

伊勢 宮川 232 西林寺 村上	眞孝 〒515-0505
三重県伊勢市西豊浜町1495 0596-37-1233

伊勢 山田 248 蓮華寺 新美	尚彦 〒516-2103
三重県度会郡度会町棚橋1692 0596-62-0868

伊勢 山田 253 本誓寺 西山	霊峰 〒516-0015
三重県伊勢市久世戸町96番地 0596-28-6905

伊賀 鞆田 27 西光寺 無量	正敎 〒518-1326
三重県伊賀市槇山1580番地 0595-42-1282

伊賀 柘植 40 專念寺 宮嵜	美政 〒519-1414
三重県伊賀市御代768番地 0595-45-5668

岐阜 岐阜 4 正道院 竹中	純瑜 〒500-8064
岐阜市柳沢町9番地 058-264-1346

岐阜 高山 81 大雄寺 田中	玄恵 〒506-0855
岐阜県高山市愛宕町67番地 0577-32-1463

石川 犀川 7 大蓮寺 髙島	訓堂 〒921-8031
石川県金沢市野町2丁目1番14号 076-241-7823

石川 犀川 15 大円寺 髙野	英修 〒921-8033
石川県金沢市寺町五丁目3番3号 076-242-2635

福井 福井 20 善導寺 大門	俊正 〒912-0024
福井県大野市錦町4-11 0779-66-2791

福井 丹南 35 慈徳院 澤井	祐浄 〒915-0034
福井県越前市中居町19号1番地 0778-27-1776

福井 若狭 90 浄国寺 佐野	純雄 〒919-2228
福井県大飯郡高浜町塩土1-96 0770-72-1869

滋賀 湖北 17 阿彌陀寺 稗貫	光遠 〒529-0322
滋賀県長浜市湖北町小今270番地 0749-78-0697

滋賀 愛知 47 西福寺 稲岡	純史 〒527-0102
滋賀県東近江市平柳町1676番地 0749-45-2987

滋賀 神崎 65 正福寺 関	正見 〒529-1435
滋賀県東近江市五個荘伊野部町578番地 0748-48-2425
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滋賀 蒲生
第一 82 西誓寺 奥村 照真 〒529-1522

滋賀県東近江市鋳物師町849番地 0748-55-0803

滋賀 蒲生
第二 133 来迎院 稲岡 賢純 〒527-0091

滋賀県東近江市小脇町1875番地 0748-23-3927

滋賀 甲賀 247 眞福寺 蓮見 昌寛 〒528-0032
滋賀県甲賀市水口町八坂6-32 0748-62-2818

滋賀 湖南 392 雲住寺 井野 周隆 〒520-2134
滋賀県大津市瀬田2-1-8 077-545-0234

滋賀 大津 478 攝取院 安本 霊彦 〒520-0064
滋賀県大津市追分町10番1号 077-522-1734

京都 鴨川 65 公安院 菱田 俊也 〒606-8321
京都市左京区岡崎東福の川町1番地 075-771-1936

京都 鴨川 68 静林寺 入江 康隆 〒601-1123
京都市左京区静市市原町1217 075-741-2205

京都 鴨川 80 三縁寺 勝田 良樹 〒606-0024
京都市左京区岩倉花園町606番地 075-722-2948

京都 鴨川 604 專称寺 亀山 政臣 〒601-1122
京都市左京区静市野中町17番地 075-741-3061

京都 伏見 283 阿弥陀寺 岩井 正道 〒612-8362
京都市伏見区西大手町309 075-601-1829

京都 伏見 289 光傳寺 山中 隆央 〒612-8026
京都市伏見区桃山町伊賀57 075-611-3451

京都 伏見 290 大善寺 羽田 龍也 〒612-8013
京都市伏見区桃山町西町24番地 075-611-4966

京都 洛南 300 天然寺 城平 賢宏 〒612-8477
京都市伏見区下鳥羽中三町18番地 075-611-5618

京都 八幡 594 西遊寺 和田 恵聞 〒614-8341
京都府八幡市橋本中ノ町46番地 075-981-0317

京都 南城 444 安養寺 喜早 信定 〒610-0101
京都府城陽市平川指月83番地 0774-52-0527

京都 船桑 520 願生寺 田中 賢祐
〒629-0321
京都府南丹市日吉町佐々江大石谷28番地　
安楽寺気付

0771-73-0508

奈良 第三 54 花園寺 中村 宏道 〒632-0011
奈良県天理市石上町67 0743-65-3770

奈良 第四 83 極楽寺 野島 学道 〒633-0062
奈良県桜井市粟殿677番地 0744-42-2030

奈良 第四 103 九田寺 辰己 順祐 〒633-0082
奈良県桜井市大字巻野内124番地の2の1 0744-42-6503

奈良 第六 142 蓮花寺 廣井 一法 〒634-0114
奈良県高市郡明日香村大字細川584番地 0744-54-2566

奈良 第七 186 永福寺 坊城 慶史 〒636-0021
奈良県北葛城郡王寺町畠田七丁目1443番地 0745-72-2749

奈良 第十二 304 西迎院 中村 晃和 〒638-0041
奈良県吉野郡下市町下市564-1 0747-52-2236

奈良 第十二 306 佛眼寺 勝部 正雄 〒638-0831
奈良県吉野郡大淀町佐名伝363番地 0747-52-2005
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和歌山 日方 44 善福寺 福井	浄堂 〒641-0014
和歌山市毛見1219番地 073-444-3442

和歌山 日高 168 正覚寺 塩路	善澄 〒649-1532
和歌山県日高郡印南町大字印南原5189番地 0738-44-0851

和歌山 西牟婁 190 来迎寺 榎本	了示 〒649-2211
和歌山県西牟婁郡白浜町1977番地 0739-43-2861

大阪 大江 62 良運院 篠原	多佳 〒543-0076
大阪市天王寺区下寺町2丁目2-33 06-6779-7359

大阪 西清堀 107 大福寺 深田	真正 〒543-0001
大阪市天王寺区上本町四丁目1番15号 06-6761-0748

大阪 東清堀 128 法藏院 苅安	卓也 〒543-0017
大阪市天王寺区城南寺町7番4号 06-6764-0933

大阪 河北 247 清伝寺 宮川	孝明 〒573-1171
大阪府枚方市三栗1-5-14 072-857-7148

大阪 第一
河南 270 妙楽寺 河野	真元 〒570-0012

大阪府守口市大久保町四丁目25番8号 06-6901-5985

大阪 第一
河南 285 秋玄寺 宮地	正則 〒572-0806

大阪府寝屋川市高宮二丁目8番18号 072-821-4795

大阪 第一
河南 288 西蓮寺 金冨	法隆 〒572-0801

大阪府寝屋川市寝屋一丁目10番2号 072-821-4892

大阪 泉北 368 安楽寺 常住	哲也 〒595-0063
大阪府泉大津市本町4番14号 0725-32-2298

大阪 泉北 381 浄福寺 櫻澤	宏尚 〒595-0023
大阪府泉大津市豊中町二丁目12番17号 0725-32-2917

大阪 泉北 396 正覚寺 阪口	祐彦 〒596-0054
大阪府岸和田市宮本町27番8号 072-422-3427

大阪 泉南 471 大願寺 常盤木	宏仁 〒599-0202
大阪府阪南市下出755番地 072-472-0491

兵庫 神戸 8 済鱗寺 明石	和成 〒652-0813
神戸市兵庫区兵庫町2-1-38 078-671-1175

兵庫 灘 36 慶光寺 日下部	謙旨 〒657-0066
神戸市灘区篠原中町1-5-8 078-881-1889

兵庫 武崎 42 常楽寺 浦上	博隆 〒660-0867
兵庫県尼崎市寺町1番地 06-6411-9089

兵庫 武崎 46 光明寺 柴田	雅章 〒660-0893
兵庫県尼崎市西難波町五丁目9番20号 06-6401-2561

兵庫 摂陽東 104 法輪寺 北村	隆彦 〒661-0035
兵庫県尼崎市武庫之荘4-4-10 06-6431-2695

兵庫 三木 130 光明寺 小泉	慶典 〒673-0433
兵庫県三木市福井1-4-5 0794-82-0781

鳥取 因幡 11 光明寺 福田	真也 〒680-1413
鳥取市野坂120番地 0857-23-8209

鳥取 因幡 14 幸盛寺 池田	顕道 〒689-0405
鳥取市鹿野町鹿野1306番地 0857-84-2075

鳥取 因幡 21 大善寺 米村	昭寛 〒689-1201
鳥取市用瀬町用瀬922番地 0858-87-2125

出雲 松江 34 信楽寺 内田	広平 〒690-0052
島根県松江市竪町88番地 0852-21-1589
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教区 組 № 寺院名 氏名　　 住所 TEL

出雲 隠岐 54 西明寺 小出 道嗣 〒684-0403
島根県隠岐郡海士町大字海士4970-1 08514-2-0225

石見 江津 33 藤長寺 三上 良紀 〒699-4221
島根県江津市桜江町市山349番地 0855-92-0120

石見 益田 47 暁音寺 山根 崇徳 〒698-0017
島根県益田市七尾町7番17号 0856-22-3615

岡山 特別
寺院 10 誕生寺 漆間 勇哲 〒709-3602

岡山県久米郡久米南町里方808番地 086-728-2102

岡山 美作 12 長興寺 漆間 信宏
〒709-3602
岡山県久米郡久米南町里方808番地　
淨土院気付

086-728-2364

広島 南部 36 法然寺 別府 一道 〒722-2411
広島県尾道市瀬戸田町瀬戸田44番地 0845-27-0049

広島 南部 45 宝積寺 佐原 昌也 〒737-2601
広島県呉市川尻町原山一丁目15番6号 0823-87-2196

山口 周東
第二 22 浄慶院 桑原 弘樹 〒742-0003

山口県柳井市片野西2237番地 0820-22-3530

山口 長東
第一 94 広雲寺 松本 俊孝 〒758-0032

山口県萩市大字北古萩町9番地 0838-22-9078

山口 長西 120 東善寺 吉岡 雄慈 〒759-3803
山口県長門市三隅下第3648番地 0837-43-0062

南海 香川 13 浄願寺 上野 忠昭 〒760-0017
香川県高松市番町2丁目5番10号 087-822-3672

南海 香川 15 西方寺 川田 邦博 〒760-0004
香川県高松市西宝町3丁目9番27号 087-861-8997

愛媛 松山 17 誓重寺 棟久 晴雲 〒791-8011
愛媛県松山市吉藤5丁目22番20号 089-924-1918

愛媛 南宇和 56 延命寺 吉田 哲朗 〒798-4102
愛媛県南宇和郡愛南町御荘平山547番地 0895-74-0536

福岡 小倉 14 全照寺 黒瀬 寛雄 〒802-0816
北九州市小倉南区若園二丁目9番3号 093-931-3297

福岡 東筑 39 常福寺 堀田 顕英 〒808-0008
北九州市若松区大字小竹715番地 093-771-3214

福岡 鞍手 88 円宗寺 能登原 靖史 〒807-1308
福岡県鞍手郡鞍手町八尋582 0949-42-0646

福岡 嘉穂 94 三経寺 稲益 伸剛 〒820-0054
福岡県飯塚市伊川803番地 0948-23-0873

福岡 儺座 179 見性寺 寺﨑 太志 〒838-0039
福岡県朝倉市桑原1026番地 0946-22-6551

福岡 筑後
第二 208 専修寺 辻村 直道 〒830-0053

福岡県久留米市藤山町1324番地3 0942-22-3428

佐賀 南里 21 浄國寺 上田 光俊 〒840-0005
佐賀市蓮池町蓮池282番地 0952-97-0118

佐賀 鹿島 75 無量院 江島 法俊 〒849-1302
佐賀県鹿島市大字井手1525番地 0954-63-4450

佐賀 鹿島 82 岩松院 杉町 尚俊 〒849-1315
佐賀県鹿島市大字三河内乙1188番地 0954-62-2617
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特任布教師制度について ● 特任布教師一覧

教区 組 № 寺院名 氏名　　 住所 TEL

佐賀 鹿島 86 浄林寺 日野	恵一 〒849-1311
佐賀県鹿島市大字高津原862番地 0954-62-3607

長崎 大諫 31 法源寺 松野	瑞光 〒859-3605
長崎県東彼杵郡川棚町百津郷714番地 0956-82-2433

長崎 島原 36 光明寺 江崎	浩道 〒859-2304
長崎県南島原市北有馬町丁250番地 0957-84-2117

長崎 平戸 44 法樹寺 大西	文生
〒839-0824
福岡県久留米市善導寺町飯田550
大本山	善導寺気付

0942-47-1006

長崎 平戸 45 浄土寺 香林	亮運 〒859-4744
長崎県松浦市星鹿町岳崎免1861 0956-75-0353

熊本 第一 1 往生院 永目	眞爾 〒860-0082
熊本市西区池田1-2-50 096-353-4006

熊本 第二 36 大信寺 山本	幸典 〒868-0037
熊本県人吉市南泉田町152番地 0966-22-3414

熊本 第三 64 大蓮寺 髙坂	真我 〒863-1212
熊本県天草市河浦町宮野河内427番地 0969-78-0034

大分 第一 1 円應寺 安廣	隆之 〒871-0075
大分県中津市寺町961番地 0979-22-3509

大分 第二 17 蓮華寺 鶴山	恒教 〒873-0401
大分県国東市武蔵町池ノ内1512番地 0978-68-0039

大分 第三 32 安養寺 阿部	昌道 〒870-0819
大分市王子新町7-1 097-543-1522

三州 宮崎 3 常念寺 酒井	真也 〒882-0024
宮崎県延岡市大武町27番地1 0982-32-4863

三州 宮崎 5 専修寺 八尋	光樹 〒889-1111
宮崎県日向市美々津町3563 0982-58-0205

三州 宮崎 58 自然寺 岩﨑	念唯 〒880-0925
宮崎市本郷北方2739番地2 0985-64-5464
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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、
右記二次元バーコードから
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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令和4・5年度課程

総本山知恩院　『法式指導所』

次頁へつづく→

練習生課程（四級式師以下 対象）

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 月光殿（昇降口：庫裏玄関）

知恩院 山内 古経堂（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。

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、マスク

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

無料

　総本山知恩院では、法要・儀式を通し、教化・自行の研鑽に努められる方々の一助として法式講習
を開講いたします。
※講習は2カ年で1課程です。本年度は1年目の課程となります。
　途中からの受講も可能です。続けて受講できる方の参加をお待ちしております。
※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。

自ら信じ　人をして　信ぜしむる
自信教人信　の精神の下に

主　任	 法儀司　西山�精司
指導員	 法儀司　中西�時久
	 一級法式教師　小林�常晋
	 一級法式教師　橋本�知之
	 一級法式教師　別所�良道

●講　師
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第1期�令和4年度　総本山知恩院法式指導所予定表

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頂く場合がありますので予めご了承下さい。
今後の新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては休講とさせて頂く場合がございます。

月　日 講師 講義内容 月　日 講師 講義内容

	5月	 9日 西山 開講にあたって 11月	7日 橋本 半斎供養

16日 中西 威儀法①		P4 ～P17 14日 西山 各種法要

23日 橋本 法服法①		P4 ～P37 21日 中西 書式		–表白・宣疏–

30日 小林 執持法①		P48 ～P57 28日 別所 法服		–座具–

研究生 別所 声明		–四智讃– 研究生 小林 声明		–四奉請・広節–

	6月	 6日 西山 犍稚法①		P72 ～P83 12月	5日 西山 威儀	–行道・散華無言念佛–

13日 別所 音声①	–音階十二律五音– 12日 中西 洒水		–開眼・撥遣–

20日 中西 威儀法②		P18 ～P25 19日 小林 洒水		–道場洒水–

27日 橋本 法服法②		P38 ～P47 26日 別所 日常勤行

研究生 小林 声明		–前伽陀– 研究生 橋本 声明		–笏念佛–

	7月	 4日 小林 執持法②		P58 ～P65 	1月	 9日 西山 追善法要

11日 西山 犍稚法②		P80 ～P83 16日 中西 犍稚		–切割笏–

18日 別所 音声②		P4 ～P25 23日 別所 音声		–念誦–

25日 中西 威儀	–散華作法・四奉請散華– 30日 小林 十夜会

研究生 橋本 声明		–後加陀– 研究生 橋本 声明		–甲念佛		呂・律–

	9月	 5日 小林 音声	–礼讃（日没・初夜）– 2月13日 別所 威儀全般

12日 橋本 音声	–礼讃（後夜・晨朝）– 20日 橋本 法服全般

研究生 中西 音声		–散華– 27日 小林 執持全般

10月	3日 別所 音声		–礼讃（日中・中夜）– 研究生 中西 声明		–称讃偈・唱礼–

17日 橋本 法服		–荘厳服被着– 	3月	 6日 西山 犍稚全般

24日 中西 威儀		–行道・登下高座– 13日 橋本 御忌日中

31日 小林 三尊礼・散華行道 27日 小林 御忌逮夜

研究生 別所 声明		–笏念仏– 研究生 別所 御忌

4月上旬 御忌大会合同習礼
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おてつぎ運動だより

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

一字一字「写」しとり、その正しい教えをしっかり受け止め、こころを整える行

です。自ら写経をすることによって浄土の教えを知り、より心のこもったお念仏

を称える一助となるよう、知恩院では写経会をおこなっています。どなたさまで

もお気軽にご参加ください。 
【【日日  時時】】四誓偈 4 月 13 日（水）9：00 受付～昼ごろ 

法然上人御尊影浄写会 4 月 22 日（金）9：00 受付～昼ごろ 

(終了後納経法要) 

【【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･筆など必要な用具はすべてご用意します) 

■■  第第５５６６回回  おおててつつぎぎここどどもも奉奉仕仕団団  申申込込みみ受受付付開開始始  

毎年全国のご寺院より多数のお申込みをいただき誠にありがとうございます。本年

も 4 月 1 日から受付を開始いたします。以下の日程により、各ブロック 50 名の定員

にて開催いたします。お念仏のみ教えに触れるこの機会は、子どもたちにとって夏休

みの良い思い出になるだけでなく、各ご寺院にも意義ある教化活動のひとつとしてお

役立ていただけるものと考えております。 
申込みや行事内容など詳細に関してご不明な点がございましたらおてつぎ運動本

部までお問い合わせください。一人でも多くのご参加をお待ちしております。  
【【申申込込受受付付】】 令和 4 年 4 月 1 日(金)9 時から ※事前の受付は行っておりません 
【【開開催催日日程程】】 全 9 ブロック開催（各ブロック 2 泊 3 日の行程） 

前半：①7 月 25 日～27 日 ②7 月 27 日～29 日 ③7 月 29 日～7 月 31 日 
前半：④7 月 31 日～8 月 2 日 ⑤8 月 2 日～4 日 
後半：⑥8 月 18 日～20 日 ⑦8 月 20 日～22 日 ⑧8 月 22 日～24 日 
後半：⑨8 月 24 日～26 日 

【【  定定  員員  】】 各ブロック 50 名 
【【  対対  象象  】】 小学校 4 年生～中学校 3 年生 

※住職・保護者の許可がある場合は小学校 3 年生も可 
【【  参参加加費費  】】 無料 
【【申申込込方方法法】】 各教区教務所を通じてお申込みください。 

※教区事務の都合により直接お申込みいただける場合があります。  
 

※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。 

あらかじめご了承ください。 

 

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

〒605-8686 京都市東山区林下町 400 TEL(075)541-5142 FAX(075)541-0224 

E ﾒｰﾙ otetugi@chion-in.or.jp https://www.chion-in.or.jp/05_otetsugi/ 
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知恩院念仏行脚のご案内

～予ガ遺跡ハ、諸州ニ偏満スベシ。

念佛ヲ修セントコロハ、予ガ遺跡ナルベシ～

（元祖大師御法語より）

 
元祖大師御法語の実践、能化たる器量を積累せんがため、総本山知恩院では昭和

49 年法然上人開宗八百年大法要を好機とし、以来毎月 25 日に念仏行脚を行って 

おります。自由参加にて一人でも多くのご参加をお待ち申し上げております。随時

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

自信教人信の実践、念仏弘通に邁進せられます一助とし、ご参加をお待ち申し上

げております。 

●日時――――毎月 25 日 午後 1 時半集合 

                    午後 2 時出発 
 

●集合場所――総本山知恩院顧問寮 
               ※行事等により変更になる場合がございます。 
 

●参加対象――本宗教師・宗徒 
 

●参加費―――無料 
 

●携行品―――白衣・足袋・マスク ※黒衣・草履・手甲・脚はん等 

は本山の準備がございますが、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策(使い 

回しを防ぐ)のため、できる限りご持参ください。 
 

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

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

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

TEL (075)531-2157 FAX (075)531-2160 https://www.chion-in.or.jp/ 
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総本山知恩院　布教師検定試験

期 日 場 所 総本山知恩院

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

30歳以上で輔教以上の教階を有する者。
「総本山知恩院おてつぎ運動」に、50口以上加
入している者。

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

9名

●検定種目  ........................................................

①文書伝道（市販A4サイズ縦書きの400字詰
め原稿用紙5枚）
　高座、講演以外の未発表の内容で、直筆のも
の。（プリンタ等不可）
　テーマを表示。
　念仏弘通を目的とした内容で寺報等への掲
載を想定したもの。
②高座説教　15分　（讃題、法説、譬喩、因縁、
合釈の基本を順守したもの）
③講演　15分　（讃題は不要、通仏教的な法話
も可）

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

50 ,000円
受験票受領後に現金書留で係にお送りください。

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

①所定の申請書・履歴書を、係に請求してくだ
さい。
②申請書、履歴書、文書伝道をまとめて、係に
お送りください。

●出願締切  ........................................................

令和4年4月30日必着。
ただし、定員に達した場合、締め切り前でも出
願申込み受付を終了します。

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

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

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

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

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

◦合格者は総本山知恩院布教師に任命され、
知恩院布教師会に入会するものとします。

●出願・資料請求・問合先  .................................

総本山知恩院布教部教務係
〒605 -8686	京都市東山区林下町400
TEL	075 -531 -2157

　総本山知恩院布教師検定試験を実施致します。　総本山知恩院布教師を志される方は、
下記の要領で出願をして下さい。
※新型コロナウイルス感染拡大の影響により、状況次第では日程・内容の変更、または中止に

なる場合があります。

令和4年 6月 28日（火） から
 30日（木） まで

新着
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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　6月30日（木）	

●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 6日（水） 午前9時 から 

  8日（金） 午後5時 まで

一級法式教師　橋本�知之

一級法式教師　別所�良道

二級法式教師　加藤�宜敬

二級法式教師　林　�陽宏

●講　師
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教区 組 寺 ・ 院

受講者名 年齢 性別

男　・　女

　　　　　教区　　　　　組　　　　　寺・院

師僧名

連絡先住所　※受講者の現住所をお書きください。

〒　　　　－

　　　　　　　　　　　　　　　TEL　　　　　　　　　　　　　FAX

各種道場
　　① 教師養成道場入行中 （ 1 ・ 2 ・ 3 ）期まで受講
　　② 通信過程（ 初級 ・ 上級 ）まで受講
　　③ 入行経験なし（教師養成道場以外の方は、具体的に記入してください） 

【注意事項】参加資格は、僧籍登録済みの18歳以上で、伝宗伝戒道場成満でない方です。

備考 ：

大本山百萬遍知恩寺『法式研修道場』申込用紙
　入行を希望される方は、下記の記入欄に必要事項をご記入の上、ファックスにて締切期日までに 
お送りください。その際に、アレルギー等の申告がありましたら備考欄に併せてお申し付けください。道場 
に関する詳しい内容については、後日連絡先の住所にお送りさせていただきます。

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

※本山記入欄　　受付日	令和4年　　月　　日	 受付者　　　　　　　　　　　　 

申込用紙ファックス送付先番号

075-781-0157  大本山百萬遍知恩寺内 式衆会 宛
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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
（京都市）
清水寺

全国研修会
8月
岐阜教区

全国研修会
9月
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
6月8日~9日
（金沢市）
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

指導者講習会
令和5年2月
浄土宗
教化研修会館
（源光院）

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
（札幌市）

札幌ガーデンパレス

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
ホテルメトロ
ポリタン高崎
（オンライン併催）

神奈川教区 千葉教区

東
海
地
区

伊勢教区
5月30日
（松阪市）
伊勢教区
No.98 樹敬寺

静岡教区
6月14日
（熱海市）
熱海後楽園
ホテル

尾張教区
10月7日
尾張教区
№41 願王寺

岐阜教区
8月

北
陸
地
区

新潟教区
9月8日

石川教区
6月8日～9日
（金沢市）
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
（和歌山市）
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
（和歌山市）
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
（高松市）
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17日
（熊本市）
熊本市国際
交流会館

佐賀教区
9月

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3月10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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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  

             

 

     

  

「中国の感染症事情」 

 ―健やかな日々を送るために― 
                   

       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  .............................................
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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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浄土宗民生委員・児童委員協議会

第23回 中央研修会

●日程（予定）

●講題・講師

日 時

場 所

令和4年 6月8日（水）午後1時 から
 9日（木）午前11時 まで

KKRホテル金沢
〒920-0912 石川県金沢市大手町2-32　　TEL 076-264-3261

【交通の便】金沢駅より徒歩約25分
ＪＲ金沢駅からタクシーで約10分

講義①「認知症になっても地域で
　　　　　　　暮らしつづけるために

～地域包括支援センターの活動より～」
金沢市地域包括支援センターとびうめ

センター長　中 恵美
保健師 坂本 幸恵

認知症地域支援推進員 高野 友博

講義②「石川シングルマザーの会の現実」
石川シングルマザーの会代表

小幡 美奈子

6月8日（水） 6月9日（木）

12：30 受付 9：00 金沢城址公園見学

13：00 開講式 11：00 閉会・解散

13：30 講演①

15：00 休憩

15：30 講演②

17：00 閉講式・記念撮影

17：30 懇親会
※諸般の事情により、日程は一部変更
になる場合があります。

新着

●費　用  ...........................................................

参加費　3,000円　　懇親会費　8,000円
※参加費等は研修会当日受付にてお支払いく
ださい。

※宿泊は各自でご予約ください。

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

下記までご連絡のほど申し上げます。

●締め切り  ........................................................

5月25日（水）
※お申し込み後、参加者の都合により参加を
取り消される場合、キャンセル料を後日請求
させていただく場合もあります。

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

浄土宗民生委員・児童委員協議会
〒105 -0011 東京都港区芝公園4-7 -4
浄土宗社会部内
TEL 03 -3436 -3351　FAX 03 -3434 -0744

新着

78 和合　令和4年　4月号



本
宗
所
属
団
体
か
ら
の
案
内
（
P.
78
）
／   

宗
立
宗
門
校
か
ら
の
案
内
（
P.
79
）

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）。
または右の二次元バー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）

　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。
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次頁へつづく→

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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宗
立
宗
門
校
か
ら
の
案
内

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】

阿弥陀仏編（第8回） 令和4年 4月12日（火）

御法語編（第17回） 令和4年 4月25日（月）

『選択集』編（第18回） 令和4年 5月17日（火）

阿弥陀仏編（第9回） 令和4年 6月21日（火）

御法語編（第18回） 令和4年 6月27日（月）

寺院運営編（第1回） 令和4年 7月8日（金）

■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。

84 和合　令和4年　4月号



キ
リ
ト
リ
線

教区名 組　名 寺院№ 寺院名

氏　名

TEL FAX

携帯電話 E-mail

受講証等送付先　※寺院住所と異なる場合のみご記入ください

〒

一般発表を希望される方は、タイトルを記載してください。 プロジェクター

タイトル：
 使用 ・ 不使用

ポスターセッションを希望される方は、発表者名、タイトルを記載してください。

発表者名：

タイトル：

共同発表者(教区寺院№氏名)：

パネル発表に応募する方（浄土宗教師）は、パネルタイトルを記載してFAX・郵送にてお申し込みの上、
下記①～⑦をEメールにてお知らせください。　　　　※どちらか片方だけでは応募は完了致しません。

パネルタイトル：

①申込者名、②パネルタイトル、③概要（200～400字）、④パネリスト氏名（浄土宗教師の場合は所属寺院名）・所属・
役割（発表者、コメンテーター、コーディネーター等）、⑤発表順、⑥各発表タイトル、⑦プロジェクター利用の有無

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

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

締切：●発表申込…令和4年5月30日（月）　●受講申込…令和4年8月9日（火）
※締切は厳守願います

発表申込の方は、発表方法を選択の上、所属機関名・役職又は在籍課程をご記入ください。

一般研究発表 所属（機関に所属し研究されている場合）

役職 （ 研究員 ・ 教員 ・ 大学院生 ・ 学部生 ・ 他 ）
※記入がない場合は教区・寺院名を掲載します。卒業校ではありません

ポスターセッション

パネル発表

総合学術大会受講申込書
FAX 075-531-5105

(参考)
Zoom対応 可 ・ 不可
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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

	布教師養成講座

	第119回教学高等講習会（夏安居道場併修）

	宗門子弟教養講座

	教師検定試験

	中央法式講習会

	助教師養成講座（第2期）

	別開五重相伝

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 ) 14,960

3007 鈴鉦 (紫 ) 14,960

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4年4月価格変更 14,960

42 吉水流鈴鉦セット（紫房）
男性用 令和4年4月価格変更 14,960

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） 14,960

鈴鉦（赤房） 14,960

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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〒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

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、毎年ご寺院へお送りしている出版目
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！
スマートフォンからもご利用いただけます

 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） 

※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・領収書の発行が可能に！
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。

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。

寺院会員としてログインいただくと便利です！

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。

91和合　令和4年　4月号



　「浄土宗新聞」は2021年４月号より、すでにお申し込みいただいているご寺院さまも含め、配送料のみのご負担
でご利用いただけるようになりました。下記をご一読の上、ぜひともお申し込みください。
なお配送料につきましては、今般の無償化にともない、諸費を含めたあらたな料金を設定させていただいておりま
す。なにとぞご理解のほどをお願い申し上げます。

（ご注意）システムの都合上、「浄土宗新聞」は単独での発送となり、他商品との同梱はできかねますのでご了承ください。

【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。

部　数 発送方法 配送料金（税込）
1部

ゆうメール（ポスト投函）
¥84

2～10部 ¥270
11～20部 ¥330
21～50部

宅急便（ヤマト運輸）

¥1,740
51～230部 ¥2,100
231～300部 ¥2,400
301～460部 ¥4,200
461～600部 ¥4,800
601部以上 サイズ・函数による

お申し込みは『浄土宗宗報・和合』同封宛名台紙をお使いください。
代行発送のお申し込みは浄土宗出版へお問い合わせください。

〈「浄土宗新聞」配送料金〉※配送作業の都合上、発送方法の指定はできかねますのでご了承ください。

３種の発送とお支払いの方法をご用意しております。貴寺のご用途、ご都合に合わせてお選びください。

❶定期一括発送
毎号、ご希望部数を貴寺へお届けいたします。配送料は、半年（4月号～9月号/10月号～翌年3
月号）分ごと、年2回（10月と3月）の後払い請求です。請求書同封の郵便振替用紙（郵便局または
ゆうちょ銀行、コンビニエンスストア）でお支払いください。

❷定期代行発送
ご寺院様より配送料をお支払いいただき、檀信徒様へ毎号直接お届けします。別途、檀信徒様の
氏名／郵便番号／住所のリストをご提供ください。お支払い方法は、❶定期一括発送と同じです。

❸単発注文
ご希望の号の希望部数をお届けいたします。必要な号・部数をその都度お知らせください。配送料
のお支払いは代金引換、または郵便振替（郵便局またはゆうちょ銀行、コンビニエンスストア）をお
選びいただけます。

発送とお支払いの方法

浄土宗新聞　発送のお申し込みについて

〒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/
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浄土宗新聞はさまざまな場面でご活用いただけます！

バラエティーと季節感に富んだ情報が満載！
　インタビュー記事や仏教関係の特集など、年中行事や年忌法要の法話を彩る
話題が豊富。法要の際にお配りいただき、ビジュアルを活用しながらお伝えすれ
ば、檀信徒さまにもわかりやすいはずです。
おススメ ⇒ ご希望の号のみ寺院にまとめて送付……左ページ③「単発注文」

コミュニケーションツールにも！
　浄土宗の教えや年中行事の由来、葬儀や法要の大切さなどを伝える記事も
大きな魅力。皆さまに代わって檀信徒さまに直接お届けする「代行発送」も承り
ます。浄土宗出版にあなたの教化活動のお手伝いをさせてください。
おススメ ⇒ 各檀信徒への代行発送……左ページ②「定期代行発送」

共有できる話題　ご提供します！
　浄土宗の教えはもちろん、健康や、料理、俳句・短歌の投稿コーナーなど生活
や趣味のページまで幅広い情報を掲載。月参りの際にお持ちいただいたり、客殿
や玄関、本堂に常備いただけば、すぐに話題にできます！　「今月の浄土宗新聞、
ご覧になりましたか？」の一言をきっかけに。
おススメ ⇒ 毎月寺院にまとめて送付……左ページ①「定期一括発送」

A

A

A

「浄土宗新聞」お申し込みなどの詳細は左ページをご覧ください。

浄土宗に関する
　豊富な情報を掲載

浄土宗の教えも
　わかりやすく解説



浄土宗出版

新 刊 書 籍 の ご 案 内

法然上人のお歌や各種行事の意味・由来を節に乗せ
てお唱えする“吉水流詠唱”。本書は、その意義をやさ
しく解説するとともに、お唱えの「楽しさ」「ありがたさ」
などについてわかりやすく紹介しています。詠唱に興味
を持たれたお檀家さまなどにぜひお配りください。

詠唱に興味がある方に！
てらこやブックス３９

吉水流詠唱のすすめ
定　価： 99円（税込）
サイズ： B6判　24頁
池上昭信（著）

【目次】
吉水講信条
はじめに—	詠唱の楽しさ、

喜び、ありがたさ
１　吉水流詠唱の三本柱
２　詠唱のいろは
３　口と体で心を表現する
４　お念仏へのみちびき
５　詠唱でうまれるつながり
６　詠唱のあゆみ
７　詠唱への入門
おわりに—	さあ、詠唱を

はじめましょう

「てらこやブックス」は、多くの方が興味や
関心を持ちやすいテーマを取り上げ、「檀
信徒にこんなことを伝えたい」にお応えでき
る豊富な取り揃えも魅力なシリーズです。

浄土宗出版ウェブサイトより
是非ご覧ください。 ▶▶▶ 
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③
行ぎ

ょ
う

儀ぎ

・
作
法

吉
水
流
詠
唱
の
行ぎ

ょ
う

儀ぎ

・
作
法
の
基
本
姿
勢
は

「
合が

っ

掌し
ょ
う

」
を
も
と
と
し
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
合

掌
の
心
と
姿
で
あ
り
、
合が

っ

掌し
ょ
う

に
始
ま
り
、
合が

っ

掌し
ょ
う

に

終
わ
り
ま
す
。
詠
唱
を
通
じ
て
正
し
い
合が

っ

掌し
ょ
う

の
仕

方
、
礼ら

い

拝は
い

の
仕
方
、
歩
き
方
な
ど
を
学
ぶ
こ
と
が

で
き
ま
す
。

し
か
し
、
年
を
重
ね
る
と
な
か
な
か
体
や
手
足

が
思
う
よ
う
に
動
か
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
今

の
私
の
で
き
る
精
一
杯
の
姿
を
、
仏
さ
ま
に
さ
さ

げ
た
い
も
の
で
す
。
こ
の
精
一
杯
の
私
の
姿
を
、

阿
弥
陀
さ
ま
は
あ
た
た
か
く
見
守
っ
て
く
だ
さ
い

ま
す
。

習
な ら

い始
は じ

めた　あの頃
こ ろ

は
誘
さ そ

い誘
さ そ

われ　来
き

たお寺
て ら

なれぬ悲
か な

しさ　調
ちょう

子
し

ははずれ
息
い き

はきれるし　手
て

足
あ し

も痛
い た

い
　　ソレ（Ｂ）
（『吉水講音頭』二番の歌詞）
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勤める機会の多い施餓鬼会と棚経を次第に沿って
収録している、使いやすいサイズの経本です。
表から開けば施餓鬼会、裏から開けば棚経。
棚経の末には、「真身観文」「施餓鬼和讃」「霊ま
つり和讃」「入(退)堂和讃」を収録。

開眼式と撥遣式を次第に沿って収録したコンパク
トなサイズで携帯性にすぐれた経本です。
表から開けば開眼式、裏から開けば撥遣式。
表白・宣疏の文例を各4パターン収録。

施餓鬼会・棚経に特化した一冊

表白・宣疏の文例を多数収録

定　価： 1,320円（税込）
サイズ：天地15cm ×左右7.5cm

クロス表紙仕立て
 98頁
浄土宗出版（編）

定　価： 1,320円（税込）
サイズ：天地15cm ×左右7.5cm

クロス表紙仕立て
 82頁
浄土宗出版（編）

すすお め 書 籍 の ご 案 内

折本  浄土宗 施餓鬼会・棚経

折本  浄土宗 開眼式・撥遣式

折本  浄土宗 施餓鬼会・棚経

折本  浄土宗 開眼式・撥遣式
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浄土宗出版

おせがき

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

お寺と檀信徒をむすぶ

ご利用には定期購読が便利です！

ご利用には定期購読が便利です！

充実の9項目

ふれあいマガジン

行事シリーズ

A5判　24ページ　オールカラー

19.6cm×39cm（四つ折り） 1部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『かるな』春号、本号に行事シリーズ『おせがき』のサンプルを同梱しております。

おせがき

年中行
事で

檀信徒
さまに

お配り
くださ

い！




