


浄土宗が提供する寺院向けサイト「浄土宗ネットワーク」では、寺院運営や教化研鑽に役
立つ情報を掲載しています。会員登録でより多くの機能が使えますので、ぜひご登録ください。
登録方法は本誌 73ページに記載しています。

「浄土宗ネットワーク」のご案内

行事案内や宗務庁からのお知らせの確認

全国の寺院などでの行事や、
宗務庁からのお知らせを確認
することができます。

各種申請書のダウンロード

宗務庁への申請や報告の際に
必要な各種書類がいつでも 

ダウンロードできます。

寺院行事や情報の広報も

寺院や団体で開催する行事
などの情報発信ができます。

※

各種教化資料の閲覧

『浄土宗宗報』『和合』最新号の
ほか、『布教羅針盤』等を見る
ことができます。

※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でできること

浄土宗寺院・僧侶にとって欠かせない情報を掲載！ 

　　　　　　　　　　　　　『寺院・教師マニュアル』公開中！
共済や保険など各種制度利用の手引きや、各種書類の
申請方法をわかりやすく掲載。

掲載項目の一例

僧階をすすめるには…
四種（責任役員・総代・法類・寺族）登録をするには…
一宗課金について…

浄土宗ネットワークにログイン後、寺院専用ページ内、
「データライブラリ」の『寺院・教師マニュアル』をクリック！

アクセス方法

会員
限定

会員
限定

会員
限定



和合
「和合」お互いに心をひとつにし、協調しあっている状態。源智上人が師の法然上人の報恩謝徳のために造立した阿弥陀如来立像の胎内に
収められた造立願文に「自他善く和合すること偏に網の目に似たり」とあります。本誌の題字「和合」は造立願文から採りました。
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 いまさら聞けない！ 人権ってナニ？ 

開宗850年企画
毎月一言 釈尊 “幸せ”の智慧 29

[1] 人権と仏教 ⑤
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ゲノム編集と私たち 
　　─科学技術の進展に宗教者はどう向き合うか─
パネリスト  吉田 淳雄 ／ 熊谷 信是 ／ 水谷 浩志 ／ 坂上雅翁



令和3年度 浄土宗総合研究所 公開シンポジウム

ゲノム編集と私たち
 ─科学技術の進展に宗教者はどう向き合うか─

　去る令和4年2月21日（月）にオンラインにて開催された浄土宗総合研究所公開シンポジウムについて、

次号までの全2回に分けて報告します。当日は100名以上の方にご視聴をいただきました。参加者は50代

以下が大半で、とりわけ30代以下の若い方々が多かったようです。終了後のアンケートでは、「問題点を深

く知ることができた」「このような企画をもっと増やしてほしい」など、高い関心を持ってご参加いただいたこ

とが伺えました。

DNA上の遺伝情報（ゲノム）を自在に書き換える技
術である「ゲノム編集」。その有用性・効率性から各
分野での活用が急速に進みつつある一方、ゲノムを
人為的に改変することに対して、倫理的・哲学的な面
でさまざまな疑問や警鐘が提起されています。
私たち浄土宗僧侶としても無関心ではいられませ

ん。しかし、専門性が高く進展が著しい分野なので、
考えるための材料を得るだけでも一苦労、という声が
多く聞かれます。
本シンポジウムでは、ゲノム編集の仕組みや遺伝子
組換え技術との違い、具体的な活用例などを紹介した
うえで、この技術の問題点について、仏教者として抱く
懸念や違和感を軸に検討してゆきます。ゲノム編集を
はじめとする科学技術の進展に対して、私たちは浄土
宗僧侶ないし宗教者としてどう向き合ってゆくのか、み
なさまと一緒に考える機会になれば幸いです。
本シンポジウムは以下の３部構成となっています。

第１部 「ゲノム編集で何ができるのか」
ゲノム編集について論ずるには、まず正確な知識と
理解が必要です。ここではゲノム編集の仕組みや各
分野における応用の事例や現状などを、わかりやすく
解説、紹介します。
第２部 「宗教者・仏教者とゲノム編集」
一般的に言われているゲノム編集の問題点を整理

したうえで、この技術が普及すると私たち個人や社会
の意識や価値観にどのような影響が現れるか、宗教
者・仏教者としての立場からの懸念を述べます。さら
に、宗教者･仏教者としてどう向き合うか、試論を提言
してみます。
第３部 「質疑応答」「総括」
ZoomウェビナーのQ&A機能を利用して寄せられ

た質問や意見に対して登壇者が回答します。最後に
本日の発表・討議を総括して締め括ります。

趣旨説明
吉田 淳雄 （研究主務／浄土宗総合研究所研究員）

【プロフィール】	1974年生まれ。大正大学仏教学部卒、大正大学大学院文学研究科仏教
学専攻（浄土学）博士後期課程単位取得。専門は法然門下の思想･事
蹟、浄土宗史、生命倫理。大正大学非常勤講師などを経て、現在千葉教
区松翁院住職、千葉教区教化団副団長。生命倫理関係の著作に『いのち
の選択に向きあうとき』（共著、総研叢書11集、2020年3月）、『いのちの倫
理』（共著、総研叢書5集、2008年3月）ほか、論文若干。
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第１部 ・ ゲノム編集で何ができるのか

みなさんはゲノム編集と聞いてどのようなことをイ
メージしますか？ノーベル賞を受賞した研究、夢の技
術と呼ばれている、受精卵に対するゲノム編集が行
われて問題になった、ゲノム編集で作られたトマトやマ
ダイ…こんなことが頭に浮かぶのではないでしょうか。
ニュースなどでしばしば耳にするものの、実際には

よくわからない点も多いと思います。例えば、ゲノム編
集は遺伝子組換えとどう違うのか？とか、専門家は安
心と言っているけど本当に安心なのか？とか、改造人
間が作れるような技術なのではないか？などなど…。
ここではこうした疑問を想定して、ゲノム編集の仕組
みや遺伝子組換え技術との違いなどを、なるべく簡
潔に解説してみます。

遺伝子とゲノムと染色体

最初に、基本的な用語について説明します。
ヒトの身体は約37兆個の細胞から出来ていると
言われています。すべての細胞に共通して存在す
るのは核という構造体で、円形の構造になっていま
す。核の中には、父方から受け継いだ23本の染色体
と母方から受け継いだ23本の染色体が入っていま
す。この染色体の中に遺伝子（gene）が含まれてい
ます。そして、ある生物がもつ遺伝情報の全体をゲ
ノム（gene＋-ome）と呼びます（ヒトの場合はヒトゲノ
ム）。(-ome)は全体を示す接尾語です。

こう説明してもよくわからないと思うので、私たちに
身近な本で例えてみようと思います。
まずここに一つの文章があります。この文章を一つ
の遺伝子だとします。たくさんの文章が組み合わされ
て一冊の本が出来ます。この１冊の本が染色体に例
えられます。
本の中には、文章だけではなくて表紙、目次、挿絵

なども含まれているのと同様に、染色体の中には遺伝
子以外の要素も含まれます。さらに、こうした本が23
冊集まって一つの全集となっており、この全集×２がヒ
トの全染色体に例えられます。

整理し直すと、遺伝子とは一つの文章。そして染
色体一本は一冊の本。そしてゲノムとは「全集を構

ゲノム編集とは 
　　─遺伝子組換えとどう違うのか？─
熊谷 信是 （研究スタッフ／弘前大学農学生命科学部生物学科 
  発生・生殖生物学研究室研究員）

【プロフィール】	1989年生まれ。京都大学大学院理学研究科生物科学専攻修士課程終了
（修士・理学）。専門は発生生物学・幹細胞学。現在、弘前大学農学生命
科学部生物学科	発生・生殖生物学研究室研究員、浄土宗総合研究所研
究スタッフ、青森教区専称院所属教師。

遺伝⼦とゲノムと染⾊体の関係性を本で例えてみる

遺伝子
A

遺伝子B

遺伝子A

「国境の長いトンネルを
抜けると雪国であった。」

一本のヒト染色体

雪国

雪 国

一冊の本（雪国） 一つの文章

ヒトの全染色体

全集

・・・

・・・

染色体と遺伝子の関係として、1冊の本に対する 1つの文章に例えられる。
本は複数の文章からなり、染色体も複数の遺伝子を含んでいる。

遺伝子
A

遺伝子B

遺伝子A

「国境の長いトンネルを
抜けると雪国であった。」

一本のヒト染色体

雪国

雪 国

一冊の本（雪国） 一つの文章

ヒトの全染色体

全集

・・・

・・・

染色体と遺伝子の関係として、1冊の本に対する 1つの文章に例えられる。
本は複数の文章からなり、染色体も複数の遺伝子を含んでいる。

遺伝子
A

遺伝子B

遺伝子A

「国境の長いトンネルを
抜けると雪国であった。」

一本のヒト染色体

雪国

雪 国

一冊の本（雪国） 一つの文章

ヒトの全染色体

全集

・・・

・・・

染色体と遺伝子の関係として、1冊の本に対する 1つの文章に例えられる。
本は複数の文章からなり、染色体も複数の遺伝子を含んでいる。

遺伝子
A

遺伝子B

遺伝子A

「国境の長いトンネルを
抜けると雪国であった。」

一本のヒト染色体

雪国
雪 国

一冊の本（雪国） 一つの文章

ヒトの全染色体

全集

・・・

・・・

染色体と遺伝子の関係として、1冊の本に対する 1つの文章に例えられる。
本は複数の文章からなり、染色体も複数の遺伝子を含んでいる。

本で例えるなら、ゲノムとは、
「全集を構成する、全ての⽂章、表紙、⽬次、挿絵などの全要素」

遺伝子
A

遺伝子B

遺伝子A

「国境の長いトンネルを
抜けると雪国であった。」

一本のヒト染色体

雪国

雪 国

一冊の本（雪国） 一つの文章

ヒトの全染色体

全集

・・・

・・・

染色体と遺伝子の関係として、1冊の本に対する 1つの文章に例えられる。
本は複数の文章からなり、染色体も複数の遺伝子を含んでいる。

＝ ＝ ＝

×２

本には⽂章以外の
要素（表紙、⽬次、挿絵など）
も含まれる

染⾊体には遺伝⼦以外
の要素も含まれる
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成する、全ての文章、表紙、目次、挿絵等の全要素」
と言うことが出来ます。

ゲノム編集はゲノムを狙ったところで
切る技術

ゲノム編集とは、簡単に言うと、ゲノム上の好きな位
置で切る技術です。

図のハサミに例えられるタンパク質（この場合は
キャス9と呼ばれるタンパク質）で、遺伝子の一部を
切断し、機能を失わせる事ができます。
先程の本の例えでいうと、本の中の文章の一部を
切ることで、文章の意味を失わせるといったことが出
来ます。
つまり、ゲノム編集を本の例えで考えると、「全集の

中の、好きな本の、好きな文章の好きなところで切るこ
とが出来る技術」といえます。（文章以外でも切るこ
とが出来る）
さらに、ゲノム編集を行う際に、別の遺伝子も一緒
に入れてあげれば外来遺伝子を導入（遺伝子組換
え）することも出来ます。つまり、ゲノム編集は、①遺
伝子を切断することで遺伝子の機能を失わせる、②
遺伝子を切断したのち別の遺伝子を導入する、とい
う２つのことが出来る技術になっています。ただし、

狙った箇所とは異なる箇所が編集されてしまう「オフ
ターゲット」の問題や、PAMと呼ばれる配列の近傍
しか編集できないといった課題も残されています。こ
れらの課題の解決に向けて、現在研究者が精力的
に研究を進めている最中です。

遺伝子組換えは、その生物が本来持っ
ていない外来遺伝子を入れる技術

こちらにオワンクラゲという生き物とマウスの画像
があります。このオワンクラゲは、特定の波長の光を
当てると緑に発色するGFPという遺伝子を持ってい
ます。

このGFP遺伝子を遺伝子の運び屋であるベクター
と呼ばれるものに入れて、マウスから取り出した受精
卵に注射します。
その結果、マウスの受精卵にオワンクラゲのGFP
遺伝子が入り、特定の波長の光を当てると緑に発色
するマウスを作り出すことが出来ます。
このように遺伝子組換えは、生物が本来持ってい
ない外来遺伝子を入れる技術で、ゲノム編集は、生
物のゲノム上の好きな場所を切る技術だという違いが
あります。

ゲノム編集は狙ったところで「切る」技術

遺伝⼦の機能を失わせる

国境の⻑いトンネルを抜けると
雪国であった。

図8　ゲノム編集は必ずしも
遺伝子組み換えに当たるわけではない

い で ん し

い で ん し

し しん んぶ

し しん んぶ

自然突然変異でも起こり得るような変異であれば、
ゲノム編集を行っても遺伝子組換えには該当しない
（規制対象外）。

左のように外来遺伝子の挿入を
伴う編集の場合、
遺伝子組換えに該当する (規制対象）。

い で し

外来遺伝子とは、「ゲノム編集される生物が
本来持っていない遺伝子」のこと。例えば、
大腸菌に対してヒトの遺伝子は外来遺伝子となる。

国境の⻑いトンネル と
雪国であった。

⽂章の意味を失わせる

→ゲノム編集を本の例えで考えると、

「全集の中の、好きな本の、好きな⽂章を
切ることが出来る技術」
といえる。（⽂章以外でも切ることが出来る）

＝Cas9

遺伝子A

「遺伝⼦組換え」とは、その⽣物が本来持っていない
外来遺伝⼦をランダムに⼊れること
緑⾊に蛍光する
タンパク質→GFP

マウス

オワンクラゲ

vichigh marine より

ベクター（運び屋）
にGFPの遺伝⼦を⼊れる

GFP(+)マウス
受精卵

このケースでは、マウスが本来持っていないオワンクラゲのGFP遺伝⼦を⼊れている

ゲノムの中にオワンクラゲ
の遺伝⼦が⼊っている
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既に流通の始まっているゲノム編集食品には、
GABA含有量を約5倍に高めたトマト、可食部を約
1.2倍に増量させたマダイ、成長速度を約1.9倍に高
めた高成長するトラフグの３種があり、これら以外にも
現在多くの研究開発が進められています。
ゲノム編集技術は、遺伝子を切断する（変異させ

る）ことで目的の形質を得る技術なので、遺伝子組換
え技術のように他の遺伝子を導入する必要がありま
せん。遺伝子の塩基配列が切断されるというのは、
突然変異として自然界でも普通に見られる現象です。
ゲノム編集技術は、遺伝子変異を人為的に行って利
用している従来の品種改良技術と原理的には同様
なので、安全性に関しても同様（安全である）と考え
られています。そのため遺伝子組換え食品の場合
は、食品安全委員会で食品健康影響評価を受け安
全性が確認された食品のみが表示義務を課されて
流通するのに対して、ゲノム編集食品の場合、生産

過程の情報を事前報告のうえ厚生労働省へ届け出
るのみで、表示義務もありません。
ゲノム編集食品への懸念は、目的の遺伝子以外を
切断してしまう「オフターゲット」によって、意図しない
有害な変異が起こる危険性があることです。しかし、
こうした変異は適切に取り除く技術が確立していま
す。また、この食品の長期間摂取によるホルモン撹乱
作用等の人体への影響については現時点で不明で
すので、それに関する懸念もあります。しかし、同様の
懸念が指摘されている遺伝子組換え作物では、消費
が始まって二十年以上がたっても食用としての安全
性に疑問が出て承認を取り消された例はひとつもあり
ません。但し、食品のリスクに関する正確な情報を生
産者と消費者等で共有し、相互に意思疎通を図るリ
スクコミュニケーションを十分に行わないと、遺伝子組
換え食品導入時のように、消費者団体の反対運動の
結果、国内生産が出来なくなる恐れもあります。

流通し始めたゲノム編集食品
水谷 浩志 （研究スタッフ／三河教区法雲寺住職）

【プロフィール】	1960年生まれ。名古屋大学大学院文学研究科博士前期課程修了（文学
修士・東洋哲学専攻）。専門は、海外布教の研究並びに共生思想の研究。
浄土宗ハワイ開教区開教使を経て、現在、浄土宗三河教区法雲寺住職、
特定非営利活動法人仏教災害支援ネットワーク理事長。	元東海学園大
学特任准教授、元共生文化研究所研究員、元浄土宗総合研究所研究員。
著書に「現代社会と仏教　第2・4巻」（共著、平凡社、2000年）他がある。

ゲノム編集でスギ花粉を抑える試み

2021年に針葉樹のスギに対するゲノム編集が、世
界で初めて成功したと報告されました。

この成果により、スギ花粉を作る遺伝子をゲノム編
集で働かなくさせることが技術的に可能になりました。
実のところ、無花粉スギは遺伝子組換えでも作られて
いたのですが、ゲノム編集を用いることには大きなメ

ゲノム編集で花粉症も解決?! 
　　　─資源・環境分野での応用─
熊谷 信是 （研究スタッフ）
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リットがあります。
実は、いわゆるカルタヘナ法（遺伝子組換え生物
等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関
する法律）によって、外来遺伝子を導入する遺伝子
組換えの実験を屋外で実施するのは難しいのが現
状です。ゲノム編集を用いる場合は、スギの遺伝子
を働かなくさせるだけで外来遺伝子を導入しないた
め、屋外栽培しやすいというメリットがあります。その
ため、現在、このゲノム編集スギの開発が進められて
います。

ゲノム編集で藻類が作る
オイルを増やす

近年CO2の排出量削減のため、再生可能エネル
ギーが注目されていますが、その中の一つとして、微
細藻類が産生するオイルがあります。ナンノクロロプ
シスという藻類をゲノム編集することによって、脂質産
生が20%から50%まで向上させられることが報告さ
れています。
現在アメリカでは、Viridosというバイオテクノロ

ジー企業とエクソンモービルが、藻類オイルの実用に
向けて共同開発を進めている状況です。
日本でも藻類のゲノム編集技術開発が進められて
おり、理化学研究所のプレスリリースでミドリムシの高
効率ゲノム編集に成功したという成果が報告されて
います。また、ミドリムシの会社のユーグレナがJR東
海とタッグを組んで、バイオディーゼル燃料の試験を
行っていると発表されており、これからの成果が期待
されます。

遺伝子ドライブを用いて
マラリアを媒介する蚊を撲滅する試み

WHO（世界保健機構）などの統計データによる
と、人類を最も殺している生物は「蚊」と言われてい
ます。具体的には、蚊が媒介する病気の一つである

マラリアによって、毎年６０万人以上が命を落としてい
ます。この蚊に対抗する手段の一つとして、近年、ゲ
ノム編集を用いた遺伝子ドライブ技術の応用が考え
られています。

遺伝子ドライブを引き起こす遺伝子は、自らゲノム
上でゲノム編集を行い、ゲノム内で増加します。
遺伝子ドライブではない蚊の場合、仮に変異が

入った蚊が野生型の蚊と交雑しても、変異型の遺伝
子が子供に受け継がれる可能性は1/2です。変異
が受け継がれる確率は、1/2×1/2×1/2…になってい
くので、図の例の場合、8個体の子孫の中で変異を
受け継いでいるのは1個体しかいません。
一方で遺伝子ドライブの遺伝子をもつ蚊の変異

は、子供には100％受け継がれます。そしてその子供
にも原理的には100％受け継がれるので、最終的に8
個体の子孫すべてに変異型の遺伝子が受け継がれ
ます。
この遺伝子ドライブを利用して、例えばマラリア抵
抗性を与える遺伝子を蚊の中に入れて、マラリアを伝
播しない蚊を、蚊の集団内に増やすことができます。
実用に向けては、イギリスの理工系大学であるインペ
リアルカレッジオブロンドンのグループが、2024年まで
にアフリカで実地試験の申請を行う予定だそうです。

野生型 変異型（遺伝子ドライブではない）

野生型 変異型（遺伝子ドライブ）

図２　遺伝子ドライブにより変異遺伝子が集団内に広まる

野生型 変異型（遺伝子ドライブではない）

野生型 変異型（遺伝子ドライブ）

図２　遺伝子ドライブにより変異遺伝子が集団内に広まる

遺伝⼦ドライブではない蚊 遺伝⼦ドライブ蚊

遺伝⼦ドライブを利⽤して、例えばマラリア抵抗性を与える遺伝⼦
⼊れて、マラリアを伝播しない蚊を集団内に増やす事ができる

遺伝⼦ドライブを⽤いた蚊は集団内でどんどん増えていく

実⽤に向けてインペリアルカレッジオブロンドンのチームがアフリカの
パートナー機関と連携を開始し2024年には実地試験の申請予定。

遺伝⼦ドライブを
引き起こす遺伝⼦

切断 修復
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医療分野においてゲノム編集技術は、従来の方法
では治療が困難であった難病に対して新しい治療法
を提供するものとして、さまざまな研究が進められてい
ます。
例えば、従来治療が難しいとされてきた一部のガ

ン、パーキンソン病、ダウン症、HIV、筋ジストロフィー、
血友病、ムコ多糖症、糖尿病、認知症（とくにアルツハ
イマー型）、うつ病などに対して発症の抑制や治療が
可能となるといわれています。ヒトiPS細胞、ヒト受精
卵などにゲノム編集技術を用いることにより、一世代限
りの治療から次世代へと続く治療への方向性も見え
てきました。
超高齢社会に入った日本において社会問題の一つ

となっている認知症についても、ゲノム編集技術によ
る治療が期待されています。さらに、2018年には人間
の遺伝子の中に入り込んだHIVの遺伝子を、ゲノム
編集技術を使って壊すことに神戸大学のグループが
成功し、HIV感染の完治への応用が期待されていま
す。2020年には、筋肉が萎縮する遺伝性の難病、筋
ジストロフィーの患者へゲノム編集を施し治療につな
げる新たな技術を開発したと、京都大学iPS細胞研
究所などのグループが発表しました。移植医療におい
ては、京都大学iPS細胞研究所が、輸血時に大きな

問題となる拒絶反応について、ゲノム編集技術を用
いて、拒絶反応のリスクを少なくしたiPS細胞を作製、
提供する計画が進められています。
このように、すでにゲノム編集技術は、現代の医療
研究に欠くことのできないものとなっている一方で、倫
理的な懸念も指摘されています。例えば、2018年に
中国の研究者がヒトの受精卵を改変してHIVに耐性
がある遺伝子を持った双子を誕生させたことを公表し
たことに対し、国際的な批判が起きました。ゲノム編
集の影響が次世代までどう引き継がれていくかが不
明にもかかわらず実施していたためです。
ゲノム編集技術は、医療分野だけでなく美容・健康
やスポーツなどにも広がりを見せており、莫大な利益
が見込めることから、特許権を巡る世界的な訴訟の数
も増加しています。
なお、これらの分野では、老化を司る遺伝子部位

にゲノム編集を施し老化プログラムを停止させる、不
老長寿を目指す研究や、競技能力を高める「遺伝子
ドーピング」の問題などが倫理的な問題を含め注目さ
れています。
ゲノム編集技術の医療分野への応用には、まさに
人間の生命現象の根幹に関わる光と影が取り巻いて
いるのです。

次号に続く

医療応用をめぐる光と影
坂上雅翁 （研究スタッフ／前関西国際大学教授）

【プロフィール】	1951年東京浅草生まれ。大正大学大学院に学び、大正大学綜合仏教研
究所特別研究員、知恩院浄土宗学研究所研究助手を経て、淑徳短期大
学・淑徳大学・関西国際大学教育学部教授を歴任。専門は南都仏教学、
仏教福祉学、生命倫理学。著書に『今を生きて老いと生きる』青娥書房、
『浄土仏教の思想』「珍海」講談社、ほか。
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善導大師の
『観経疏』を読む� （第44回）

柴田泰山

善導大師像（大本山百萬遍知恩寺蔵）

はじめに
三木清が『人生論ノート』で「怒りについて」という項目で、

すべての怒は突発的である。そのことは怒の純粋性或
いは単純性を示している。しかるに憎みは殆どすべて
習慣的なものであり、習慣的に永続する憎みのみが憎
みと考えられるほどである。憎みの習慣性がその自然
性を現わすとすれば、怒の突発性はその精神性を現わ
している。怒が突発的なものであるということはその啓
示的な深さを語るものでなければならぬ。しかるに憎み
が何か深いもののように見えるとすれば、それは憎みが
習慣的な永続性をもっているためである。（三木清『人
生論ノート』新潮社、１９５４年、５３頁）

と説示しています。確かに『観経』で描かれている阿闍世の
怒りは突発的であり、その背後には生まれてから、否、生まれ
る前から今日までの永続的な憎しみの感情があります。憎し
みの時間が長ければ長いほど、怒りもより深くなっていきます。
突発的な深い怒りは完全に日常的な自分を見失わせるととも
に、その瞬間に深層の、そして真相の心理が発露されます。
　母をその手で殺そうとした阿闍世の場合、実の母親に甘
えたい気持ち、素直に感情をぶつけたい想い、そして父の
みならず母までにも裏切られたという絶望、これらさまざまな
感情の次に、いわば第二の感情として怒りが込み上がり、こ
の怒りにすべての感情が飲み込まれたのかもしれません。
また怒りは、仏教的には「瞋り」ともいいます。つまり「この
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善導大師の『観経疏』を読む（第44回）

愛しき我が身さえが生き残れば、それでいい」という本能的な欲求である無明のもと、我が身に対して敵対
し、危害を加える存在から、我が身を護ろうとする本能的な欲求が瞋りであるとするならば、怒りもまた我が
身を護ろうとする本能的な自衛行為ともいえるでしょう。このことを阿闍世のケースで考えると、父を死に追い
やろうとし、さらに母までも手にかけようとした行為は、まさに生まれ落ちたその日から今日まで、冷たき視線で
我が身を見てきた両親から、阿闍世が本能的に我が身を護ろうとした感情であったともいえます。
では今回は実の母親に対して剣を振り上げた阿闍世を、二人の大臣が厳しく諫める場面の続きから読み
進めていきましょう。

【１： 大臣たちの諫言に驚く阿闍世の姿】
五に「時阿闍世驚怖」より、下「汝不為我耶」に至る已来は、正しく世王怖れを生ずること
を明す。
これ闍世すでに二臣の諫

かん

辞
じ

麤
そ

切
せつ

なるを見、また剣を按
おさ

えて去るを覩
み

て、恐らくは臣我れに背
いてかの父王に向って、更に異計を生ぜんことを。情地をして安からざらしむることを致す。
故に「惶

おう

懼
く

」と称す。
彼れすでに我れを捨つ、誰れが為にすということを知らず。心疑って決せず。ついにすなわ
ち口に問うてこれを審

つまびら

かにす。
故に「耆婆汝不為我」と云うことを明す。

【現代語訳】

第五に「時阿闍世驚怖」から、「汝不為我耶」までは、阿闍世王が恐れをいだいたことを
明かしている。これは阿闍世が、既に二人の大臣の諫言があまりにも粗暴であったことを
目の当たりにして、さらに剣に手をかけ後退することを見て、おそらく〔二人の〕大臣が自
分に背いて、あの父〔頻婆娑羅〕王の味方につき、その上〔自身に対して何か〕良からぬ
ことを企てて〔いると思い、またそのことは阿闍世の〕心情に不安を掻き立てた。
だからこそ〔経典に、この時の阿闍世の気持ちを〕「惶懼」と説いているのである。

〔この時、阿闍世は心中で〕耆婆はすでに自分のことを見捨てたのではないか、それは誰
か〔他の人の企み〕によって〔行われたもの〕なのではないかと〔疑った〕。〔阿闍世は〕
心に〔この〕疑念を抱き、〔耆婆の言動に対して〕困惑した。〔だからこそ阿闍世は〕つい
に〔その疑念を〕口に出して〔耆婆に〕問い、このことを〔耆婆に〕問い質した。
だからこそ〔経典に〕「耆婆汝不爲我」と説いているのである。

　
月光と耆婆という二人の大臣が自らの刀に手を
かけたことを目の当たりにした阿闍世は、そこでさ
らに逆上するかと思いきや、両者の態度に対して
驚きと恐怖の感情を露わにします。おそらく阿闍
世本人は、実のところあまり気が強いほうではなく、
この暴挙も母親に対して甘えたい感情の裏返し

であり、思わずキレてしまった自分に対して心のど
こかで悔いたことでしょう。そして目の前の家臣を
見ると、「この二人は自分に謀反を起こし、再び父
の頻婆娑羅王につくかもしれない」という不安に
駆られました。善導大師はこの時の阿闍世の心
情をよく見極め、「〔この時、阿闍世は心中で〕耆
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婆はすでに自分のことを見捨てたのではないか、
それは誰か〔他の人の企み〕によって〔行われた
もの〕なのではないかと〔疑った〕」と説明していま
す。この説明から考えると、阿闍世の心の中は周
囲のすべての人に対して疑念しかなく、「我が身
が父にしたことを、いつの日か我が身にされるかも
しれない」という恐怖に苛まれていることが想像で
きます。この恐怖こそ、頻婆娑羅王が我が子であ
る阿闍世に向けた冷たい視線そのものであり、阿
闍世もまた周囲に対してこの冷たい視線でしか接

することができず、誰のことも信用できない日々が
続いたことでしょう。他の大蔵経典によると、後に
阿闍世は釈尊の弟子となっています。これは不安
と恐怖の中で生きていきた阿闍世が、その不安と
恐怖に押しつぶされそうになり、ついに釈尊に対
して救いを求めた結果かもしれません。そして阿
闍世本人が我が子の手にかかった時、阿闍世は
何も言うこともなく、ただ静かに己の運命を受け入
れ、この悲しき負の連鎖が早く終焉を迎えることだ
けを祈っていたと思います。

【２： 耆婆について】
「耆婆」と言うは、これ王の弟なり。
古人の云く、「家に衰禍有るときは、親に非ざれば救わず」と。
汝はすでにこれ我が弟なり、あに月光に同じからんやとなり。

【現代語訳】

耆婆という〔人物〕は〔阿闍世〕王にとって〔異母の〕弟にあたる。
古くから「家に災いがあった時には、肉親でなければ救うことができない」と言い伝える。
ここで〔阿闍世が〕「〔耆婆よ。〕そなたは我が弟である」と〔の思いで、ただ耆婆のみの
名を呼び、月光の名を呼ばなかった。このことは、阿闍世にとって耆婆と〕月光が同じ〔立
場〕にあるはずがないからである。
　
ここは『観経』の「告耆婆言。汝不為我耶」

（耆婆に対して「汝よ。〔まさか〕余を見捨てて
〔父王に寝返る気か〕」と訴えた）という部分の注
釈にあたります。このように善導大師は、阿闍世
が月光の名前を呼ばず、ただ耆婆の名前だけを
口にしたことについて、阿闍世と耆婆が極めて近

い血縁関係にあったことを示唆しています。頻婆
娑羅王との血縁関係を恨んでいた阿闍世が、そ
れでもなお自身の血縁関係を頼るとする姿は、誰
も信用することができなかった阿闍世が異母弟に
あたる耆婆に対して頻婆娑羅王の冷たい視線の
共感を訴えているようにさえ感じます。

【３： 二臣による再度の諫言】
六に「耆婆白言」より、下「慎

しん

莫
まく

害
がい

母
も

」に至る已来は、二臣重ねて諫むことを明す。
これ耆婆、実をもって大王に答えることを明す。
もし我等を得て相とすと欲せば、願わくは母を害すること勿れとなり。
ここに直

じきかん

諫し竟んぬ。
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善導大師の『観経疏』を読む（第44回）

【現代語訳】

第六に「耆婆白言」から、「慎莫害母」までは、〔耆婆と月光の〕二人の大臣が重ねて〔阿
闍世に対して〕諫言したことを明かしている。
これは耆婆が〔王たる者が母親を手にかけてはならないという〕現実〔的な対応〕を、〔阿
闍世〕大王に対して答えていることを明かしている。

〔またこの諫言には、〕もし〔阿闍世王が〕我ら〔両名〕を宰相として登用したいのであれ
ば、願わくば〔王が自ら実の〕母を手にかけることは〔決して〕ないように〔という意味も
込められている〕。
以上が〔耆婆と月光から、阿闍世に対する〕直接の諫言である。
　
ここは『観経』の「耆婆白言。大王。慎莫害母」

（耆婆が〔次のように〕諫言した。「偉大なる王
よ。どうか〔怒りをお鎮めいただき、〕母君を殺め
てはなりません」）という一文に関する注釈です。
ここで先程、阿闍世からその名を呼ばれた耆婆
は、覚悟の上で「どうか〔怒りをお鎮めいただき、〕
母君を殺めてはなりません」と再度の諫言を行い
ます。善導大師はこの部分で、「もし〔阿闍世王

が〕我ら〔両名〕を宰相として登用したいのであれ
ば、願わくば〔王が自ら実の〕母を手にかけること
は〔決して〕ないように〔という意味も込められてい
る〕」と説明しています。この説明を前提とすると、
耆婆と月光は韋提希殺害を中止することの交換
条件として、阿闍世を大王として認め、耆婆と月光
も家臣の礼を取ると持ちかけているようにも読み
取れます。

【４： 阿闍世が剣を収める】
七に「王聞此語」より、下「止不害母」に至る已来は、正しく闍王諫めを受けて、母の残命
を放すことを明す。
これ世王すでに耆婆が諫めを得

え

已
おわ

って、心に悔恨を生じ、前の所造を愧
は

じて、すなわち二
臣に向かって、哀を求め命を乞う。
因ってすなわち母を放して、死の難を脱れしめ、手中の剣、還って本

ほんこう

匣に帰すことを明す。

【現代語訳】

第七に「王聞此語」から、「止不害母」までは、これは阿闍世王が〔二人の大臣の〕諫言
を受け入れ、〔自らの〕母親に〔死を与えず〕生き長らえることを許したことを明かして
いる。
これは阿闍世王がすでに耆婆の〔直接の〕諫言を受け入れ終わって、心に慚愧の念を起こ
し、〔母を手にかけようとした〕自らの悪業を恥じ、そのまま二人の大臣に向かって、許し
を求め命乞いをした。
そして〔阿闍世は、二人の大臣の諫言のままに〕母親を許し、〔母を〕死の災難から解き放
ち、手に取っていた剣をもとの鞘に収めた。
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【5： 阿闍世による韋提希の幽閉】
八に「勅語内官」より、下「不令復出」に至る已来は、その世王の余瞋母を禁ずることを
明す。
これ世王、臣の諫めを受けて母を放すといえども、なお余瞋有って、他に在らしめず。内官
に勅語し、深宮に閉置して、更に出でて父王と相見せしむること莫きことを明す。
上来八句の不同有りといえども、広く禁母縁を明し竟んぬ。

【現代語訳】

第八に「勅語内官」から、「不令復出」までは、その〔実の母親を手にかけようとしたこと
を悔いた〕阿闍世王は、それでも〔父に加担した母親に対する〕激しい怒りが収まらず、
〔そのまま〕母〔韋提希〕を監禁したことを明かしている。
これは阿闍世王が二人の大臣の諫言を受け入れ、母〔韋提希〕を許したとはいえ、それ
でもまだ怒りが収まらず、〔母である韋提希が〕自由に動きまわることを許さず、〔韋提希
に〕仕える者たちに命令して、〔韋提希を〕宮殿の奥深くに閉じ込め、二度と〔部屋から外
に〕出られないようにし、〔さらに〕父〔頻婆娑羅〕王と面会ができないようにしてしまった
のである。
以上、ここまで八項目の内容があるが、広く禁母縁に関する説明を終えることとする。
　

阿闍世の目には、この二人の大臣の諫言がとて
も厳しく見えたことでしょう。そして心の中では我
が身の命の危険さえも感じていました。月光と耆
婆からすれば、本気で阿闍世を斬り倒すつもりは
ないにしても、相当の覚悟で剣に手をかけたこと
でしょう。この場面を善導大師は「阿闍世王がす
でに耆婆の〔直接の〕諫言を受け入れ終わって、
心に慚愧の念を起こし、〔母を手にかけようとした〕

自らの悪業を恥じ、そのまま二人の大臣に向かっ
て、許しを求め命乞いをした」と解説しています。
ここで大師は阿闍世の心の機微を述べるととも
に、王たる者が家臣に対して命乞いをすることを
説明することで、本当は気が弱く、また他人から厳
しい言葉を受けた経験もなかった阿闍世の本当
の姿を表現しています。

二人の大臣による諫言のもと、実の母である韋
提希夫人の殺害を断念し、振り上げた剣は鞘に
収めはしましたが、それでも怒りの感情が鎮まるこ
とはありませんでした。そこで阿闍世は韋提希夫
人を幽閉するように命じます。このことを善導大師
は「阿闍世王が二人の大臣の諫言を受け入れ、
母〔韋提希〕を許したとはいえ、それでもまだ怒り
が収まらず、〔母である韋提希が〕自由に動きまわ

ることを許さず、〔韋提希に〕仕える者たちに命令
して、〔韋提希を〕宮殿の奥深くに閉じ込め、二度
と〔部屋から外に〕出られないようにし、〔さらに〕父
〔頻婆娑羅〕王と面会ができないようにしてしまっ
た」と説明しています。つまり大師によれば、母親
への憎しみではなく、父王と密通していたこと、そ
して父王を延命したことへの怒りが、実の母を幽
閉した原因であったと考えられます。
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善導大師の『観経疏』を読む（第44回）

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。

【小結】

冒頭に引用した三木清『人生論ノート』の「怒りについて」の項目に

特に人間的といわれ得る怒は名誉心からの怒である。名誉心は個人意識と不可分である。怒におい
て人間は無意識的にせよ自己が個人であること、独立の人格であることを示そうとするのである。そこ
に怒の倫理的意味が隱されている。（三木清『人生論ノート』新潮社、１９５４年、５６頁）

という一文があります。そもそも阿闍世は何に対して怒りの感情を抱いたのでしょうか。それは父の頻婆娑羅
王の冷たい視線が生まれたときから我が身に突き刺さり、自分自身のすべてが否定され、自身を独立した一
個の人格として接する日がなかったことへの怒りではないでしょうか。この怒りの矛先が実の母である韋提希
夫人に向き、どうしようにも抑えることができない怒りが韋提希夫人を幽閉に追いやったものと思われます。
王舎城の悲劇は「阿闍世コンプレックス」という言葉のように韋提希夫人の悲劇として理解される傾向が

ありますが、同時にフロイトが提唱する「エディプスコンプレックス」でもあります。ここまでの禁父縁と禁母縁
は、家族という最も根源的な集団であるが故に、極めて閉鎖的で、そして暴力的な関係性を描き出した一段
であり、親子という人間関係の難しさを如実に語った内容ともいえるでしょう。
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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 

● 

工
藤 

量
導
　
浄
土
宗
総
合
研
究
所
研
究
員

第 5 回

Ｓ
Ｄ
Ｇｓ
と

こ
れ
か
ら
の
寺
院
活
動

摂取不捨＝誰一人取り残さない？

第一に「摂取不捨」という教団特有の教義理念と

の関係である。浄土宗は本尊阿弥陀仏があらゆる

衆生を取り残すことなく念仏往生させるという摂取不

捨の教えを標榜する。この教えとSDGsの「誰一人

取り残さない」の構造的な近似性が謳われるわけだ

が、教義の上で救い取る主体者はあくまで阿弥陀仏

であり、衆生の側ではないことに留意したい。つまり

宗教的な救いの完遂は阿弥陀仏の大慈悲でしか叶

えられないというのが大原則であり、私たち凡夫が

摂取不捨を実現できるわけではない。すなわち、摂

取不捨の主語に注意すべきである。

第二に法然上人の思想には仏教を聖道門（自力

の諸行）と浄土門（他力の念仏行）に分別して、浄

土門の教えを選び取るという枠組みがある。上述し

たように、聖道門の実践はSDGsの社会貢献活動と

理念的な相性がよく、浄土系以外の宗派では大乗菩

浄土宗の教えとSDGsの理念

SDGsとは、2015年の国連サミットで採択された

「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂性

のある社会の実現のため、2030年を年限とする17の

国際目標である。とりわけSDGsの旗印ともされる「誰

一人取り残さない」は多様な宗教的理念とも馴染み

がよく、実際にこのフレーズを媒介として各教団の事

業がSDGsの文脈に結び付けられている。

浄土宗の場合も、あらゆる衆生を見捨てることなく

救い取るという「摂取不捨」の教えを想起する方も多

いだろう。ただし、「誰一人取り残さない＝摂取不捨」

という解釈法について、以下の点から慎重になるべき

である。
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薩の利他行・慈悲行との親和性が強調される傾向に

ある。一方、浄土門の立場では難行性の面から凡夫

が聖道門的な実践をなすことに抑制的であり、ここに

凡夫による社会実践の是非というジレンマが生じる。

凡夫の慈悲実践

では、社会貢献活動をいかに位置づけるのか。か

つて「社会事業宗」と呼ばれた浄土宗の場合には、

半世紀以上にわたって社会事業や社会福祉とよば

れる領域のなかで教義と実践をめぐる議論の積み

上げがなされてきた。たとえば浄土宗総合研究所編

『浄土宗の教えと福祉実践』では、法然上人の教

えにもとづき、揺るぎない念仏行の信仰・実践を支柱

としながら、できる範囲で社会実践を心がけて行うべ

きと指摘しており、自身の至らなさを深く見つめて大

仰な目標に踊らされることなく利他行・慈悲行をなす

べきことが推奨されている。

なお、羅什訳『大智度論』では①仏による無条件

にほどこされる大悲（＝摂取不捨）、②菩薩による仏

法にもとづく中悲、③衆生同士が対面してふれあう小

悲という三種の慈悲を説くが、浄土宗の人間観にもと

づく慈悲の実践は①②よりも、やはり③の「凡夫が凡

夫に寄り添う」という姿勢に軸を据えるべきだろう。

また、SDGsの「17.パートナーシップで目標を達成

しよう」について、たとえば「慈悲」の理念を共通基

盤とすれば、他宗派はもとより他宗教においても類似

概念が説かれているため、各教団の特色を活かし

つつ、ゆるやかな連帯を結ぶことも可能であろう。浄

土宗の場合は大乗仏教の精神（円頓戒の摂衆生戒

など）と愚者の自覚という教義をふまえた「凡夫の慈

悲実践」というイメージで参画することができる。

SDGs導入の意義

いくつかの懸念点はあるものの、それでもSDGsを

教団の活動に取り入れることは重大な意義がある。

その理由は、SDGsは人間社会が存続するための社

会的課題を選りすぐって作られた国際的にも信頼性

の高い内容であり、民間企業だけでなく、宗教法人

においても有用と考えられるからである。宗教法人の

公益性や社会貢献が問われる現在、今後のあり方を

占う上でも重要な指標となる。

とくに浄土宗21世紀劈頭宣言「愚者の自覚を／家

庭にみ仏の光を／社会に慈しみを／世界に共生を」

はSDGsの掲げる目標と重なる点が多く、理念を具現

化する方法論をSDGsから学ぶところは大きい。加え

て、地球規模の気候変動やLGBTQ、ジェンダー平

等など近年前景化してきた課題へ新たに取り組む際

にも参照が必須である。宣言文にある「家庭」の一

語をとってみても、この20年で少子化や同性婚、パー

トナーシップ制度、選択的夫婦別姓の問題など地殻

変動といってもよいほど大きな変化が起こっているた

め、言葉の鮮度を高めて、内容面をブラッシュアップ

するのにSDGsの活用は一役を買うだろう。

以上、仏教的理念とSDGsの目指す所（Goals）が

完全に一致していなかったとしても、それぞれの達成

プロセスのなかで連帯可能な場面は多い。適切な距

離感をもって導入することで、教団が持つ社会的意

義を現代的にアップデートするためにも有用である。

※詳細は、浄土宗総合学術大会のパネル発表報告

／工藤量導・今岡達雄・東海林良昌・大橋雄人・戸

松義晴「浄土宗教団におけるSDGsへの取り組み

のあり方」（『仏教論叢』66号、2022年）を参照。
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⑤「天賦人権論と現代」

[1] 人権と仏教

いまさら聞けない！ 人権ってナニ？

世界人権宣言後の動きを捉えていくうえで、天賦

人権説という概念を抜きに出来ません。

人権と言えば、天賦人権説をまず思い浮かべる人

もいるのではないでしょうか。たとえば、アメリカ合衆国

の独立宣言（1776年）は、次のように述べています。

「われわれは、以下の事実を自明のことと信じ

る。すなわち、すべての人間は生まれながらに

して平等で	あり、その創造主によって、生命、自

由、および幸福の追求を含む不可侵の権利を与

えられているという	こと。」

フランス人権宣言（1789年）も、次のように述べて

います。

「人の譲りわたすことのできない神聖な自然的

権利を、厳粛な宣言において提示することを決

意した」

このように近代の欧米では、「創造主」や「神」

によって与えられたものとして、あるいは「自然的権

利」や「自然権」といった概念を裏付けに人権を論

じました。

重要なのは、人権を提唱する人たちは、この概念

によって、絶対王政の問題点をはっきりさせようとした

という点です。絶対王政では、王様が何より上にあ

り、そのもとに貴族が君臨することが正当とされてい

ました。そのもとに、さまざまな身分が置かれたので

す。革命を起こした人たちは、そのような絶対王政の

いう秩序が恣意的であり、王や貴族の特権を正当化

するという不当性のあるもので、合理的なもの（＝自然

の理にかなったもの）ではないと主張したのであり、そ

の論理の延長線上に上のような論理を組み立てたの

です。その際、ピューリタンの影響が強かったアメリカ

では「創造主」や「神」という概念が位置づけられ、

無神論的傾向の強かったフランスでは、「創造主」や

「神」ということばは用いられませんでした。

明治初年のころの日本では、このようなことを考慮

して「天賦」という言葉が用いられました。その典型

が福澤諭吉です。「天」とは、幕府でもなく、藩でもな

い、さらにその上にある何者かを指しています。キリ

スト教的な枠組みを脱しつつ、自然権思想を含み込

み、しかも儒教的な枠組みを取り込んだ概念だという

ことになります。

現代的に言えば、このいずれの意味でも、「創造

主」や「神」、「自然」などを持ち出して人権を論じる

必要はなくなってきています。ポール・シガートという法

学者は、『人間の権利』（信山社、1993年）という著

書で、人権と神とのつながりはどんどん断ちきられてき

ており、現代で言えば、「人間の尊厳」というのがそ
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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？

の残りかすのような概念として存在しているといいま

す。現代的な人権論にとって、すでに「人間の尊厳」

という概念は不要になっているというのです。

なぜ「人間の尊厳」は不要だというのでしょう。そ

の最大の理由はこの概念が、さまざまな立場の人に

よって都合が良いように利用される傾向があるからで

す。たとえば日本の「売春防止法」という法律は、第

1条目的で次のように定めています。

第1条　この法律は、売春が人としての尊厳を

害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだ

すものであることにかんがみ、売春を助長する

行為等を処罰するとともに、性行又は環境に照

して売春を行うおそれのある女子に対する補導

処分及び保護更生の措置を講ずることによつ

て、売春の防止を図ることを目的とする

つまり、同法によれば、「売春」は「人としての尊

厳」を害するというのです。額面通りに受け取れば、

売春している人は人間としての尊厳を害された人だ

ということになります。管理売春のみを問題にするの

であれば、強制的に売春することを強いられるので

すから、本人の自己決定を損なっているという意味で

「人間の尊厳」を否定しているという議論があり得

ます。しかしここでは、「性行又は環境に照して売春

を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保

護更生の措置を講ずる」とされており、売春しやすい

「性行」や「環境」があるのだと言い、その女性たち

を補導したり保護更生の措置を講じたりすると言うの

です。

同時に、同法は、「買春」する主として男性側を問

うことがまったくありません。もしも、「買春」することが

「人としての尊厳」を奪う行為なのだとすれば、それ

は犯罪として処罰されても良いはずなのですが、そう

はなっていません。

このように、「人としての尊厳」という概念は道徳の

代わりに使われることがあるのです。

もしも神や創造主、自然などを持ち出さずに人権を

組むというのなら、そのときには何をよりどころとして人

権を構想し、人権論を組み立てるのでしょう。この点

について、さきのポール・シガートは、話し合いによって

定めていくのだとしています。

彼は先に挙げた著書の結論部分で、人権というの

は究極的にはマイノリティ（被抑圧者、被差別者）の

権利を保障するためにあると述べています。世界人

権宣言以後の人権をめぐる動きは、まさにそのことを

示しています。

第6回は、国際人権規約や人種差別撤廃条約へと

進みます。
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極楽の蓮と
� 娑婆の蓮

ある青蓮華か紅蓮華か白蓮華が水中に生じ、水中に育ち、水面を超えて水に
汚れず咲いているようなものです。 

『聖求経』

釈尊のことば

ソメイヨシノの開花は蓮の植え替えの目安となり
ます。鉢をひっくり返して蓮根を取り出し、植え付
けるものをより分け、植え替えの作業をします。ふ
た月もすると葉が生い茂り、花芽を確認することが
できます。梅雨が明け、暖かくなるとどんどんと葉
が大きくなり、最盛期をむかえます。蓮は古くから
ある植物で、多様な仏典にあらわれます。水をはじ
く葉、多様な色の花、また泥中から咲く姿など、蓮
を用いた譬

ひ ゆ

喩にはさまざまなものがあります。
冒頭の経文は中部経典の『聖

しょうぐきょう

求経』から紹介する
ものです。この経典は、お釈迦さまの出家からはじ
めての説法までを描きます。そのなかで人の能力が
蓮の咲き方によって譬

たと

えられます。
蓮の成長過程を見ていると、はじめは水中に茎を

のばします。そこから葉があらわれ、小さな葉っぱ
が水中、あるいは水面にひらきます。しばらくする
とより太い茎が水面をこえてのびてゆき、より多き
な葉を水上にひろげます。お釈迦さまも蓮をよく見
ていたのでしょう。水面に出ることのないもの、水

面に開くもの、さらに水面を超えて開くもの、それ
ぞれに人の能力を重ねています。
関連にあげた『観無量寿経』は、念仏をとなえる

人は世のなかの白蓮華であると説きます。水面に開
く蓮の葉が、そこからぐんとのびて咲き誇ることは
ないかもしれませんが、私たちはお念仏によって汚
れ多き世の中に染まることなく、美しく咲くことが
できるというのは大きな希望です。
蓮の花がさかりを迎えるなかで、美しい花だけに

目を向けず、大きく開く葉や、その下にあるより小
さな葉、さらには水中の枯れた茎や葉など、蓮の様々
な姿を法話に取り込んでみてはいかがでしょう。人
間と同様に、自然には美しさだけではなく、日の当
たらない部分や醜い部分も備わっています。そして、
そのような前提をふまえながら、本願念仏は娑婆の
自然を超えたあり方を私たちにもたらします。八月
のお盆を迎える中、ご先祖さまに美しく咲く白蓮華
をご覧いただけるよう、お念仏をお勧めしましょう。

【文】浄土宗総合研究所　釈尊聖語の広報・布教用現代語訳研究プロジェクト　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。

よくよく知っておけ。もし念仏する者は、この人こそが〔煩悩多き〕人々の中に〔咲く、汚れなき〕白蓮華〔のよう〕である。

� 【観無量寿経（『【現代語訳】浄土三部経』226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
29
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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
 TEL ０７５-７４４-０３６０　FAX ０７５-７４４-０３６３
 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）
 ～17（木） 増上寺

詠唱指導普及委員
研修会 （春期）

5.31（火）
 ～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 11.28（月）
 ～11.30（水）

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
WEB

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。

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了
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行
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予
定

令和4年度 教化研修会館（源光院）  教師研修会等開催行事予定一覧
※この一覧表はあくまでも予定です。日程及び詳細は必ず『和合』掲載開催のお知らせにてご確認ください。
※各行事へ参加申し込みする際は、各種申込頁「教師研修会受講申込書」「実践講座各種申込書」にてFAXでお申し込みください。 
　なお、各行事開催のお知らせに記載の申し込み締切日を厳守してお申し込みください。
※新型コロナウイルス感染拡大の影響により、状況次第では一部行事を中止又は延期する場合があります。

行事名 日程 会所 必要経費

●教師研修会　※詳細は22～25頁
4.27（水）～28（木）

教化研修会館

 

6.22（水）～23（木）

9.5（月）～6（火）

R5.3.8.（水）～9（木）

10.4（火）～5（水） （地方開催） 尾張教区：名古屋ガーデンパレス

未定 （地方開催） 調整中

●実践講座（『選択集』編）　※詳細は29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33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）　※詳細は30・31頁
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）　　※詳細は32・34頁
第1回 10.11（火）

教化研修会館
第2回 11.2（水）

第3回 R5.1.18（水） 教化研修会館 ※WEB調整中

第4回 R5.2.17（金） 教化研修会館 ※WEB併修

●実践講座（寺院運営編）　
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） 　
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

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了
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令和4年度 教師研修会令和4年度 教師研修会
　平成28年10月の第1回開催以降、多く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）

10月4日（火）～5日（水）
※地方開催（東海地区）

於：名古屋ガーデンパレス
　　（〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-11-13）

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

終 了

終 了
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● 受講対象
本宗教師

● 受講について
日毎、講義毎の一部科目受講にも対応させていただいておりますので、ご都合に合わせて受講いただけます。
なお、⑥「実践僧侶論」と⑦「社会貢献」につきましては、同一日程内に連続して受講しなければ修了となりま
せんので、ご注意願います。

● 昼食・宿泊について
令和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

10.4～5 
※地方開催 齊藤舜健 工藤量導 井野周隆 戸松義晴 大澤亮我 石田一裕

未定 
※地方開催 調整中
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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）　終了  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」　終了

第18回  6月27日（月） 「百万遍」「深信因果」「孝養父母」　終了

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　終了

第9回  6月21日（火） 『阿弥陀経』倶会一処　終了

第10回  7月12日（火） 『阿弥陀経』証誠と護念　終了

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  10月11日（火） 「葬儀式」 講師：法儀司 太田正敬 

第2回  11月2日（水） 「戒名」 講師：一級法式教師 八橋秀法

第3回  令和5年1月18日（水）　「帰敬式」 講師：一級法式教師 當間浩昭

第4回  令和5年2月17日（金）　「日常勤行式」 講師：一級法式教師 坂上典翁

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な「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　終了

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、右記二次元バーコード）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。（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、92ページをご覧ください。

12：30 受付

12：55 開講式

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19回）

日　時 令和4年 8月30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）

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、92ページをご覧ください。

12：30 受付

12：55 開講式

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（講師からのメッセージ）
布教を志す者にとって通夜や年忌法事の席で、初めは
何を話せばよいか戸惑ってしまうかもしれません。しか
したとえわずかであっても「極楽浄土」「阿弥陀さまの
お救い」「本願のお念仏」に触れてお話をすれば、そ
れが法話の第一歩となります。
この講座では、まずは身近な檀信徒を対象とした、10
分どの通夜・中陰・年忌に絞り、その法話にあたっての
構成や心構え、さらには話材例を挙げて解説します。
人前で話すことを苦手に感じる方でも法話の基本を身
につければ、「大悲伝えて普(あまね)く化すれば」とあ
るように、大きな慈悲の心で自信をもって檀信徒に法然
上人のみ教えをお伝えすることができます。

「法話のい・ろ・は」（前編）

実践講座　布教編（第1回）

● 講義概要
「話すことが苦手」「何を話せばいいかわからない」「お説教は布教を勉強した教師が行えばいい」と

いった理由から、お檀家さんに法話することを避けていませんか？
布教伝道規定第二条に“本宗の教師は布教伝道を行うものとする。”とあるように、布教伝道し檀信徒

を教化することは本宗教師の使命です。
本講座では法話の基礎基本を丁寧に解説するとともに、通夜葬儀や年忌といった代表的な布教機会

における10分程度の短い法話への活用を年間テーマとし、教師一人ひとりの布教に対する意識喚起と
知識習得・実演の拝聴をもって様々な場面において本宗教師が使命を全うするための一助となることを目
的に開設します。

日　時 令和4年9月8日（木）　午後零時55分 から 4時30分 まで

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

定　員 会館受講者  50人（先着順） ／ Zoom受講者  300人（先着順）
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※講座のお申込みは、92ページをご覧ください。

12：30 受付

12：55 開講式

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（講師からのメッセージ）
いくら布教を学んでも、実際に「人前で話すのは緊張
する」「なかなか思う通りに話せない」と感じている人
は少なくないと思います。「初入(そにゅう)はまことに入
り難し、入り難きをもって入らずば終(つい)に入らずし
て止(や)みなんものか」『説法式要』とあるように、初
めは皆、人の前に立つだけで頭の中が真っ白になって
難しいものです。
さらにその状態で内容を整理せずに話されると、聞い
ている側には、話の趣旨がさっぱり伝わってきません。
布教書の『沛雨遺書』に、「抑 (々そもそも)人の意見
に一定の順序あるべきは人心の自然の要求なり」と
あって、法話に順序を立てることは必要条件だと示され
ています。今回は、どのように話を順序立てれば聞き手
により伝わるのか、「法話の構成法」と実例を挙げて解
説いたします。

「法話のい・ろ・は」（後編）

実践講座　布教編（第2回）

● 講義概要
「話すことが苦手」「何を話せばいいかわからない」「お説教は布教を勉強した教師が行えばいい」と

いった理由から、お檀家さんに法話することを避けていませんか？
布教伝道規定第二条に“本宗の教師は布教伝道を行うものとする。”とあるように、布教伝道し檀信徒

を教化することは本宗教師の使命です。
本講座では法話の基礎基本を丁寧に解説するとともに、通夜葬儀や年忌といった代表的な布教機会

における10分程度の短い法話への活用を年間テーマとし、教師一人ひとりの布教に対する意識喚起と
知識習得・実演の拝聴をもって様々な場面において本宗教師が使命を全うするための一助となることを目
的に開設します。

日　時 令和4年9月12日（月）　午後零時55分 から 4時30分 まで

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

定　員 会館受講者  50人（先着順） ／ Zoom受講者  300人（先着順）
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日　時 令和4年 10月11日（火）　午後零時55分 から 4時30分 まで

講　師 法儀司  太田 正敬  （大阪教区 蟠龍寺）

定　員 会館受講者  ５０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。

12：30 受付

12：55 開講式

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） ● 講義の内容
葬儀式については各先生方から様々なアプローチに
よる講義がありました。そこで、今回は導師・脇導師の
威儀・作法を中心に、枕経における剃度作法、通夜に
適した唱えもの、下炬の作法、引導文・香語の唱え方、
能化の葬儀での念誦、合鈸等を実習主体で実施いた
します。

「葬儀式」

実践講座　法式編（第1回）

● 講義概要
本講座では、各種講習会等においてご活躍されている法式教師をお招きし、本宗教師として必要な知

識・作法を学び、法務の現場において実践・活用いただくべく開講します。

● 備　考
各内容に関して、疑問に思っている事や正しいか不安ながらも確認する機会がなかった事などがあれば 
講義内に講師より回答が受けられます。お申し込みの際にFAX、郵送の方は申込用紙の記入欄に、 
Eメールの方は内容を記載して下さい。
※質問事項については、開催日の約1ヵ月前を締め切りとさせていただきます。 
　時間等の都合上、全ての質問に回答できかねる場合がございます。予めご了承ください。
　【質問事項の締め切り】 
　　第1回　葬儀式　　令和4年9月12日（月）

※講座のお申込みは、92ページをご覧ください。
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12：30 受付

12：55 開講式

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20「行者存念」

　　　　　　　　　　調整中

後篇21「随順仏教」

　　　　　　　　　　調整中

後篇22「退縁悪知識」

　　　　　　　　　　調整中

「行者存念」「随順仏教」「退縁悪知識」

実践講座　御法語編（第19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 10月17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主任  
伊藤 茂樹  （奈良教区 称念寺）

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

※講座のお申込みは、92ページをご覧ください。
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日　時 令和4年 11月2日（水）　午後零時55分 から 4時30分 まで

講　師 一級法式教師  八橋 秀法  （京都教区 西願寺）

定　員 会館受講者  ５０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。

12：30 受付

12：55 開講式

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

「戒　名」

実践講座　法式編（第2回）

● 講義概要
本講座では、各種講習会等においてご活躍されている法式教師をお招きし、本宗教師として必要な知

識・作法を学び、法務の現場において実践・活用いただくべく開講します。

● 備　考
各内容に関して、疑問に思っている事や正しいか不安ながらも確認する機会がなかった事などがあれば 
講義内に講師より回答が受けられます。お申し込みの際にFAX、郵送の方は申込用紙の記入欄に、 
Eメールの方は内容を記載して下さい。
※質問事項については、開催日の約1ヵ月前を締め切りとさせていただきます。 
　時間等の都合上、全ての質問に回答できかねる場合がございます。予めご了承ください。
　【質問事項の締め切り】 
　　第2回　戒名　　令和4年10月3日（月）

※講座のお申込みは、92ページをご覧ください。

新着
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教師研修（少僧都研修）講座
日 程

場 所

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

 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　終了  

 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

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

ＡⅡ 仏教学に関する科目群

インド仏教史 講義② 3コマ

中国仏教史 講義③ 3コマ

各宗概論 講義④ 3コマ

B 期

開講期 科目群 科目名 日程 コマ数

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

BⅡ 
現代社会と教団に関する科目群

現代宗教論 講義② 3コマ

現代教化論 講義③ 3コマ

僧侶の実践に関する科目群 伝道学 講義④ 3コマ
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次頁へつづく→

ＡⅠ ・ ＢⅠ ＡⅡ ・ ＢⅡ
1日目 2日目 1日目 2日目

8：30 受付 8：30 受付 8：30 受付

9：00 講義① ｰ 5 9：00 開講式 9：00 講義④ ｰ 1

10：00 受付 10：10 休憩 オリエンテーション 10：10 休憩

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

オリエンテーション 11：30 休憩 10：40 休憩 11：30 休憩

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

12：10 休憩 12：50 休憩 12：00 休憩 12：50 休憩

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

14：20 休憩 15：00 休憩 14：10 休憩 14：10 休憩

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

15：40 休憩 16：20 閉講式 15：30 休憩 15：30 解散

15：50 講義① ｰ 4 16：40 休憩 15：40 講義③ ｰ 2

17：00 解散 16：50 試験① 16：50 休憩

18：00 解散 17：00 講義③ ｰ 3

18：10 解散

●基本日程

※上記は日程案ですので変更する場合があります。予めご了承ください。

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

（１）本講座は、僧階「律師」に叙任された者が、
「少僧都」に進級するための研修です。

（２）本講座は、Ａ期およびＢ期の2期制で開講い
たします。

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

（４）研修形式は通学研修（スクーリング制）で
す。

（５）受講者は、2日間を通して科目ごとに定めら
れた講義全コマを受講しなければ、試験を
受けることはできません。

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

（７）本講座の受講者は、受講後4年以内に全期を
修了しなければなりません。

（８）所属寺院において、一宗課金等滞納の場合
は受講申請書を受理いたしません。

（９）自家用車での来場は一切禁止します。公共
の交通機関をご利用ください。

（10）受講者の服装は、改良服または伝道服（洋
式道衣）に伝道袈裟被着のうえ、受講願い
ます。

（11）昼食については、休憩時間中に各自でおと
りください。

（12）宿泊については、各自でお手配ください。
（13）日程及び持ち物の詳細は、申し込み締め切

り後、別途ご案内いたします。
（14）所定人員に満たない時は開設しない場合が

あります。
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●受講諸経費  ....................................................

受講冥加料はありません。ただし、交通費、宿
泊費および食費については、個人負担となり
ます。

●僧階「少僧都」進級並びに学階「得業」授与  .....

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

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

（３）本講座修了による僧階「少僧都」進叙任
者は、学階新授与申請を提出することに
より、学階「得業」を取得することができ
ます。また、功績点については、僧階「少
僧都」へ進叙任と同時に、功績点50点に
達するよう相当分の点数が付加されます

（※叙任時に功績点50点以上を有してい
る者への功績点付加はありません）。

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

教師研修（少僧都研修）講座　Ａ期

 • Ａ-Ⅰ　教化研修会館（源光院）・WEB
 令和4年5月25日（水）　 締め切りました

 • Ａ-Ⅰ・Ⅱ　大正大学
 令和4年7月27日（水）　 締め切りました

 • 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）　 締め切りました

 • 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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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 9：30 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　福原�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。
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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。

※発表申込は締切りました。

●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

第1部会
▶9月15日（木）

13:15 1 『昭和新修法然上人全集』の性格 大正大学綜合仏教研究所 春本 龍彬

13:40 2 法然上人の念仏についての若干の考察 福井教区教化団 花木 信徹

14:05 3 建永の法難における事件性 浄土宗教学院 成田 勝美

14:30 4 源信僧都の仏身論と法然上人の仏身論 大正大学・浄土宗総合研究所 曽根 宣雄

14:55 5 東大寺蔵「二枚起請文」について 大本山光明寺記主禅師研究所 坂上 雅翁

15:20 6 聖聡『当麻曼陀羅疏』と証空『当麻曼陀羅註記』 大正大学大学院 斎藤 唯衣

15:45 7 『鎌倉法語集』について 大本山光明寺記主禅師研究所 瀬高 佑晃

16:10 8 東国所縁の諸行本願義の人師たち 浄土宗総合研究所 吉田 淳雄

▶9月16日（金）

9:30 1 『安楽集』における仏性について 大正大学綜合仏教研究所 里見 奎周

9:55 2 中国仏教における浄穢の議論 浄土宗総合研究所 工藤 量導

10:20 3 『決定往生集』第五修因決定について 知恩院浄土宗学研究所 服部 純啓

10:45 4 信機信法とその周辺 佛教大学 法澤 賢祐

11:10 5 源信『阿弥陀経略記』の特徴　―浄土観と念仏観をめぐって― 東京大学大学院 松尾 善匠

11:35 6 『往生拾因』における沙弥教信説話 華頂短期大学 伊藤 茂樹

第2部会 

▶9月15日（木）

13:15 1 江戸時代の尼僧がみた浄土　　―寿月『仏相感夢記』を読む― 浄土宗教学院 林 宏俊

13:40 2 『徳本行者伝』について 浄土宗教学院 石川 達也

14:05 3 法州上人『三法語講説大意』に示される三心について 東北地区布教師会 長尾 隆寛

14:30 4 無量寿経曼荼羅と當麻曼荼羅の近世における展開 浄土宗教学院 神居 文彰

14:55 5 黒田眞洞の自筆資料について　　―『成唯識論述記私抄』他　負笈四都に遊び 浄土宗教学院 鷹司 誓榮
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次頁へつづく→

ポスターセッション

1 戦前の浄土宗青年会関係年表 福島教区№51 無能寺 赤坂 明翔

2 日本各地の徳本名号塔 念仏行者徳本上人研究会 石川 達也

15:20 6 ヨーガ階梯に対するヴィヴァラナの解説⑫
（自在神への祈念Ⅲ） 東海学園 近藤 辰巳

15:45 7 極楽の声聞 ―『無量寿経』中心に― 浄土宗総合研究所 石田 一裕

16:10 8 『無量寿経』における聞名と称名 知恩院浄土宗学研究所 中御門 敬教

▶9月16日（金）

9:30 1 戦前の浄土宗青年会について 浄土宗教学院 赤坂 明翔

9:55 2 障害者差別解消法改正が寺院に与える影響について 京都教区№447 地蔵院 福本 達郎

10:20 3 「一日授戒」について 浄土宗総合研究所 井野 周隆

10:45 4 施餓鬼会について 浄土宗総合研究所 西城 宗隆

11:10 5 「施餓鬼会表白」訳註 知恩院浄土宗学研究所 安達 俊英

パネル発表

A. 天国という呼称をめぐって

代表者 曽根 宣雄

概要

　法然上人（以下、敬称を略す）は、『黒田の聖人へ遣わす御文（一紙小消息）』の中において、
十方に浄土多けれども、西方を願うは十悪五逆の衆生も生まるる故なり。諸仏の中に弥陀に帰し
たてまつるは、三念五念に至るまでみずから来たりて迎えたまうが故なり。諸行の中に念仏を用
いるは、かの仏の本願なるが故なり。（『聖典』四巻・四二一頁『聖典』四巻・四二一頁）
と述べ、「往生する場＝極楽浄土、帰依する仏＝阿弥陀仏、往生のための行＝念仏」であることを
明らかにされている。
　一方で、現在、新聞テレビ等のマスコミ報道をはじめ、多くの場においては亡くなった人が行く
先は「天国」であると語られることがほとんどであり、「天国＝死後の世界」という認識が一般化し
つつある。浄土宗関係者にとっては、「往生する場＝極楽浄土」ということは、譲ることのできない
重要な問題である。今回は、このことについて考えてみたい。

登壇者

●各種辞書の天国という項目の記述
大正大学非常勤講師 長尾 隆寛

●新聞の報道状況
大正大学教授 曽根 宣雄

●週刊誌等の報道状況
大正大学非常勤講師 長尾 隆寛

●仏教学の立場から
大正大学専任講師 佐藤 堅正

●浄土学の立場から
大正大学教授 曽根 宣雄

コーディネーター 曽根 宣雄
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B. 聖光上人のご遺跡について ―遺跡参拝ガイドブック『聖光上人を訪ねて』の編集を経て―

代表者 郡嶋 昭示

概要

　聖光上人のご遺跡については、伝記資料『聖光上人伝』に依るところが多いが、地域や各寺院
に残る伝承などには、そこに記されてはいない行状や遺跡がたくさん伝わっている。しかしこれら
の伝承のほとんどが容易に手に入る出版物などに残されてはおらず、世に知られてはいないの
である。
　この度全国浄土宗青年会では、このような伝承を踏まえ、各所のフィールドワークを経て、聖光
上人遺跡参拝ガイドブック『聖光上人を訪ねて』を上梓した。
　本パネル報告では、本ガイドブック編集の過程で知ることのできた各種伝承を、フィールドワー
クで得た情報を踏まえて報告し、それらの伝承を伝える過去の資料についても、可能な限りさか
のぼって調査・報告したいと思う。

登壇者

●地域に残る伝承と現地調査報告①
長崎教区№31 法源寺 松野 瑞光

●地域に残る伝承と現地調査報告②
熊本教区№14 知足寺 高田 知徳

●各伝承とその基となる資料について①
三河教区№313 法厳尼寺 浄土宗教学院 朝岡 知宏

●各伝承とその基となる資料について②
千葉教区№144 常行院 浄土宗総合研究所 郡嶋 昭示

コーディネーター 郡嶋 昭示

C. 「しあわせ」について考える

代表者 石田 一裕

概要

　本パネルでは仏教における「しあわせ」とは何かを四つの視点から考えます。まずWell-being
という言葉に注目して、これからの仏教が説く「しあわせ」のあり方の一端を考えます。それから
お釈迦さまのことばにおいて「しあわせ」に該当する概念、またそれを説く経文を紹介し、経典に
おける「しあわせ」の事例を考察します。 さらに実演を通じて実際の伝道の場において「しあわ
せ」を伝える具体例を紹介します。最後に、浄土教における「しあわせ」の概念を経典の分析から
とりあげて、現代の浄土宗教師が「しあわせ」とどう向き合うことができるかを提示します。様々
な角度からの「しあわせ」の考察を通じて、仏教的な「しあわせ」について、共に考えることを目指
します。

登壇者

●釈尊のことばからみる「しあわせ」
浄土宗総合研究所 石田 一裕

●「しあわせ」についての法話実例
浄土宗総合研究所 井野 周隆

●Well-beingとしての「しあわせ」
浄土宗総合研究所 今岡 達雄

●浄土教における「しあわせ」
浄土宗総合研究所 齊藤 舜健
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お寺の未来ミーティング（東京教区）

●日　程 （①②同一）

10：00 開会式

10：30 講義　「浄土宗開宗の御心　お念佛からはじまる幸せ」

12：00 昼食
13：00

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

17：00 終了

講　義 「浄土宗開宗の御心　お念佛からはじまる幸せ」
①②同一　講師：浄土宗総合研究所副所長　今岡�達雄

グループワーク 「“てら活”って何？」「寺院の未来について語り合おう」
① 講師：浄土宗総合研究所研究員　東海林�良昌
　 ミーティングスタッフ： 宮坂�直樹・石田�一裕・青木�篤史
② 講師：浄土宗総合研究所研究員　宮坂�直樹
　 ミーティングスタッフ： 石田�一裕　�（他2名調整中）

●講題・講師

日 時

場 所

① 令和4年 9月7日（ 水） 午前10時 から 午後5時 まで
② 令和4年 9月8日（木） 午前10時 から 午後5時 まで

（①②同一）
大本山増上寺 光摂殿 講堂
〒105-0011 東京都港区芝公園四丁目7番35号　　TEL 03-3432-1431

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

東京教区所属の僧侶・寺族
●定員（①②同一）  ............................................

50人
●参加費  ...........................................................

不要（昼食は準備します）
●服　装  ...........................................................

教師・助教師…平服の上に改良服または洋式道
衣、袈裟、数珠
宗徒・寺族…平服に袈裟、数珠
●申込方法  ........................................................

東京教区より送付されたご案内チラシの申込
書に必要事項を記載の上、FAX又はメールに
てお申込み下さい。
①②どちらの日にちに参加するかを必ず選択
して下さい。

●申込締切（①②同一）  .....................................

8月15日（月）
●注意事項  ........................................................

駐車場所が限られておりますので、公共交通
機関でお越し下さい。
●その他  ...........................................................

修了者（教師）には、教階叙任要件（普通講習会
1回相当）が付与されます。
●申込先（問合先）   ...........................................

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

（担当…武智・田丸）

新着
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お寺の未来ミーティング（京都教区）

●日　程

10：00 開会式

10：30 講義　「浄土宗開宗の御心　お念佛からはじまる幸せ」

12：00 昼食
13：00

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

17：00 終了

講　　義 「浄土宗開宗の御心　お念佛からはじまる幸せ」
講師：浄土宗総合研究所副所長　今岡�達雄

グループワーク 「“てら活”って何？」「寺院の未来について語り合おう」
講師：浄土宗総合研究所研究員　東海林�良昌

ミーティングスタッフ： 工藤�量導・青木�篤史

●講題・講師

日 時

場 所

令和4年 11月18日（金） 午前10時 から 午後5時 まで

浄土宗宗務庁（京都）3階講堂
〒605-0062 京都市東山区林下町400-8　　TEL 075-525-2200

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

京都教区所属の僧侶・寺族

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

80人

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

不要
昼食（弁当）承ります。（1食1,000円、お茶付）
※参加者には交通費補助として1,000円を 

支給。

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

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

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

京都教区より郵送される案内チラシの申込書
に必要事項を記載の上、FAXまたはメールに
てお申込みください。

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

11月4日（金）

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

宗務庁・教務所の駐車場は使用できません。自
家用車でお越しの際は近隣のパーキングをご
利用ください。

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

修了者（教師）には、教階叙任要件（普通講習会
1回相当）が付与されます。

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

浄土宗京都教区教務所
〒605 -0062
京都市東山区林下町405　浩徳院内
TEL 075 -561 -1557　FAX 075 -551 -1494
Eメール koutokuin131＠gmail.com
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詠唱指導者養成講座
（詠唱講司検定試験併修）

●日　程

9月14日（水） 9月15日（木） 9月16日（金）

9：30 受付 9：00 各級講座④ 9：00 筆記試験

10：00 開講式 10：30 休憩 9：15 実技試験

10：30 各級講座① 10：45 各級講座⑤

12：00 昼食 12：00 昼食

13：00 各級講座② 13：00 各級講座⑥
※終了者から
　順次解散14：30 休憩 14：15 休憩

14：45 各級講座③ 14：30 各級講座⑦

16：00 終了 15：30 閉講式

16：00 終了

※新型コロナウイルス感染症の影響により、詠唱
検定試験が実施困難な状況となっている中で、
令和4年度より検定試験科目（詠唱曲目）が変更
となることへの措置として、『浄土宗宗報』令和
4年3月号に掲載の告示第5817号のとおり、令
和4年度に限り、新検定科目と従前の検定科目
を選択して検定を受験することが可能です。

5級詠唱講司講座（入門）（対象：無級者）
◆ 併修検定試験

旧検定科目（3曲）
「月かげの御詠歌・光明摂取和讃・入堂和讃」
新検定科目（3曲）

「月かげの御詠歌・光明摂取和讃・入（退）堂
和讃」

4級詠唱講司講座（対象：5級詠唱講司）
◆併修検定試験

旧検定科目（4曲）
「十夜和讃・御忌和讃・彼岸和讃・誓願寺の御
詠歌」

新検定科目（4曲）
「法然上人ふたはたの御詠歌・御忌和讃・彼
岸和讃・十夜和讃」

3級詠唱講司講座（対象：4級詠唱講司）
◆併修検定試験

旧検定科目（5曲）
「霊まつり和讃・来迎和讃・施餓鬼和讃・かぐ
山の御詠歌・報恩講寺の御詠歌」
新検定科目（4曲）

「弥陀本願の御詠歌・蓮のうてなの御詠歌・
開宗和讃・追善供養和讃」

2級詠唱講司講座（対象：3級詠唱講司）
◆併修検定試験

旧検定科目（5曲）
「追善供養和讃・涅槃和讃・秋の御詠歌・小松
谷の御詠歌・一心寺の御詠歌」
新検定科目（4曲）

「花のうてなの御詠歌・秋の御詠歌・来迎和
讃・引接和讃」

●開講講座

日 時

場 所

令和4年 9月 14日（水） 午前10時 から 
 16日（金） 正午 まで

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

次頁へつづく→
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●受講対象  ........................................................

本宗僧侶・寺族

●検定試験受験資格  .........................................

本講座を修了と認められた方は、所定の経験
年数に関わらず、講座併設の検定試験におい
て1階級上位を受験することができます。

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

5級詠唱講司講座 5 ,400円
3級・4級詠唱講司講座 7 ,400円
1級・2級詠唱講司講座 8 ,400円
　◎内訳
　①講座受講冥加料 2 ,000円
　②昼食代（14・15日分） 1 ,400円
　③検定冥加料 2 ,000円
　④認定冥加料 3、4級 2 ,000円
  1、2級 3 ,000円
※④については、検定試験に不合格の場合、お

返しいたします。
※必要経費は申請後、速やかに次の口座にお

振り込みください。

●宿　泊  ...........................................................

宿泊につきましては、原則各自でご手配くだ
さい。ただし、手配困難な場合は、大本山善導
寺で宿泊を依頼することも可能です。希望さ
れる方は、別途宿泊申込用紙を用意しており
ますので、教学部へお問い合わせください。そ
の際、宿泊代につきましては、必要経費と合わ
せて宗指定口座へお振り込みください。

※大本山善導寺　1泊3,600円
　朝食1食500円　夕食1食1,000円

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

所定の申請書に必要事項を記入のうえ、浄土
宗教学部まで提出ください。
申請書の請求は、浄土宗教学部にて受け付け
ます。郵便・FAX・Eメールでの請求は、所属教
区・組・寺院№・寺院名・氏名・送付先を明記して
ください（浄土宗ホームページからのダウン
ロードも可能です）。

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

令和4年8月17日（水）

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

①十分にご準備のうえ、講座に臨まれますよ
うお願いいたします。

②講座修了者は必ず併設の検定試験を受験し
てください。

③当日は鈴鉦、詠歌集、和讃集、詠唱マニュア
ル等の販売は行いませんのであらかじめご
用意ください。

④所属寺院が一宗課金等滞納の場合は申請書
を受理いたしません。

⑤既納の受講冥加料（その他経費は除く）は理
由のいかんに関らず返金いたしません。
※本宗が講座中止の判断を取る場合はご返

金いたします。
⑥身体的な理由で椅子を使用する場合、また

は特に申告しておかなければならないこと
がある場合は、申請書の所定の欄に記入し
てください。

⑦自家用車での登嶺は禁止いたします（送迎
は除く）。

⑧新型コロナウイルスの感染状況によっては
急遽延期または中止の判断を取らせていた
だく場合がございます。あらかじめご了承
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

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

1級詠唱講司講座（対象：2級詠唱講司）
◆併修検定試験

旧検定科目（5曲）
「高祖善導大師和讃・選擇集和讃・弥陀本願
の御詠歌・法然上人ふたはたの御詠歌・蓮華
寺の御詠歌」
新検定科目（5曲）

「報恩講寺の御詠歌・冬の御詠歌・日日に新
たの御詠歌・花まつり和讃・三宝和讃」
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●入行資格  ........................................................

（１）寺院、教会の住職または主任
（２）僧階新叙任後5年以上教化の実務を経験

した教師
①総本山知恩院道場
　平成29年11月19日までに僧階叙任さ

れた教師
②大本山増上寺道場
　平成29年10月25日までに僧階叙任さ

れた教師

●入行前PCR検査の実施について  ..................

各道場入行前に、以下のとおりPCR検査を実
施いたしますので、入行申込をされた方は必
ずご出席ください。

（１）総本山知恩院道場入行希望者
令和4年11月17日（木）に浄土宗宗務庁

（京都）にてPCR検査を実施いたします。
その後、登嶺日までは本宗が指定するホ
テルにて滞在（待機）していただき、検査
結果が陰性の方のみ入行を認め、登嶺い
ただきます。
なお、ホテル滞在期間中の外出は禁止と
いたします。

（２）大本山増上寺道場入行希望者
令和4年10月23日（日）に浄土宗指定場
所（大本山増上寺）にてPCR検査を実施
いたします。
その後、登嶺日までは本宗が指定するホ
テルにて滞在（待機）していただき、検査

璽書伝授道場

総本山知恩院道場

大本山増上寺道場

日 程

日 程

令和4年 11月 19日（土） から
 25日（金） までの7日間
※ただし、11月17日（木）にPCR検査を実施いたしますので、必ずご受検願います。

令和4年 10月 25日（火） から
 31日（月） までの7日間
※ただし、10月23日（日）にPCR検査を実施いたしますので、必ずご受検願います。

　令和4年度璽書伝授道場は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、前年度同様に入行に
あたり条件を設けさせていただくこととなりました。
　次の内容をご確認のうえで、入行を希望される方は手続きをされますようお願い申しあげます。

※新型コロナウイルス感染拡大の影響により、状況次第では中止になる場合があります。

新着

次頁へつづく→
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結果が陰性の方のみ入行を認め、登嶺い
ただきます。
なお、ホテル滞在期間中の外出は禁止と
いたします。
※PCR検査日は、検査機関の都合により

多少前後する場合があります。
集合時間等の詳細は、入行申請受理後、個

別にお知らせいたします。
※PCR検査費用、ホテル代および滞在期

間中の食事費用につきましては、一部
入行希望者にご負担いただく場合があ
ります。

※PCR検査にて陽性判定を受けた方は、
保健所及び医療機関の指示に従ってい
ただきます。

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

（１）提出書類
① 璽書伝授許可申請書（璽書伝授願） 2通
※4枚複写申請用紙の1枚目（宗務提出

用）と4枚目（道場提出用）を提出して
ください。

※希望道場名、阿号を必ず明記してくだ
さい。

② 健康診断書 1通
※3カ月以内に診断したものを提出して

ください。
③ 入行に関する自己申告書 1通
※入行者本人が詳しく記入してください。

（２）申請方法
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。
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
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。

（３）注意事項
所属寺院において、一宗課金等滞納の場
合には申請書を受理いたしません。

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

令和4年9月27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  ....................................................

申請冥加料　50 ,000円
道場冥加　　90 ,000円
※申請後、速やかに申請冥加料と道場冥加と

の合計（140 ,000円）を次の口座へお振り込
みください。

※道場冥加は、教学部より当該道場に一括送
金します。

※入行直前のPCR検査にて陽性判定を受けた
方には、申請冥加料と道場冥加料との合計

（140 ,000円）をご返金いたします。

●入行についての注意事項（両道場共通）  .......

（１）宅急便による荷物の事前送付は、道場で
は受け付けませんのでご注意ください。

（２）自家用車での登嶺は一切禁止します（送
迎は除く）。

（３）入行者は、必ず剃髪で登嶺し、髭も剃って
ください。

（４）行中の面会および飲食物、郵便物の差入
れは、一切禁止します。

（５）入行者に対する見舞金・祝金等は一切預
かりません。

（６）飲食物、雑誌、新聞、携帯電化製品（電話・
テレビ・パソコン・録音機器・その他）娯楽
品等「行」に不要な物を道場内で使用する
こと、公衆電話の使用は、一切禁止します。

（７）流行性感冒が流行している場合は、最寄
りの医院または保健所で予防接種を受け
ていただくことをお勧めいたします。

（８）新型コロナウイルス感染症に関し、教学
部で定めた「新型コロナウイルス感染拡

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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大予防対策ガイドライン（道場）」に基づ
き、登嶺時に37 .5℃以上ある者や感染が
疑われる症状がある者については原則と
して入行を認めません。また、入行中にお
いて感染が判明した者は保健所及び医療
機関の指示に従い隔離等行いますので、
行を中止といたします。

※その他入行についての不明な点は、各道場
へお問い合わせください。

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

（１）教科書
①総本山知恩院道場
　『折本 浄土三部経』、『浄土宗法要集
（上・下巻）〔A5判〕』、『折本 浄土宗法要
集（音声部）』、『御法語（前篇）〔B6判和
綴〕』、『折本 蓮門勤行諸経偈要集』、『三
巻書・授菩薩戒儀〔A5判〕』

②大本山増上寺道場
　『折本 浄土三部経』、『浄土宗法要集
（上・下巻）〔A5判〕』、『折本 浄土宗法要
集（音声部）』、『折本 浄土礼誦法（一行
院刊）』、『三巻書・授菩薩戒儀〔A5判〕』

※教科書は、浄土宗出版にて販売してお
りますので、入行前に購入し揃えてく
ださい。

　受付当日の販売はいたしません（浄土
宗総務部（京都）でも取り扱っておりま
すが、対面販売となっております）。

（２）服装・その他
黒衣（無地）、改良服、如法衣（茶系色・無
地）白衣、白足袋、作務衣（紺・黒・茶系色・
無地）、荘厳念珠、日課念珠、朱骨広骨扇、
中啓（無地）、威儀細（黒又は茶の無地）、
健康保険証、筆記用具、マスク（白の不織
布）、体温計、その他必要な日用品を持参
してください。
※服装は、「行」に堪え得る丈夫なものを

持参してください。
※領帽は着用しません。
※携帯電話をご持参ください（PCR検査

結果等、緊急な連絡が生じた際にご連

絡する場合があります。なお、道場内で
の使用は、一切禁止します。）

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

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

浄土宗出版（教科書販売）
〒105 -0011 東京都港区芝公園4-7 -4
TEL 03 -3436 -3700　FAX 03 -3436 -3356
Eメール syuppan＠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

北海道第二教区 
南組№34 
新善光寺

北海道第一教区
7月1日
室蘭組№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13日～14日
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10日
仙台市
秋保温泉 
ニュー水戸屋

宮城教区
7月1日
第二組№14 
愚鈍院

関東地区

東京教区
令和5年 
2月15日～16日
大本山増上寺 
光摂殿

群馬教区
令和5年 
2月9日～10日
前橋商工会議所

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
伊那組№210 
安楽寺

東京教区
10月19日
大本山増上寺

神奈川教区

未定

神奈川教区
7月26日～28日
大本山光明寺

中止

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14日
名古屋組№41 
願王寺

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
9月8日～9日
大垣市
大垣フォーラム 
ホテル

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
10月1日
坂井組№7 
松龍寺

石川教区
11月7日～8日
浅野川組№21 
如来寺

新潟教区
7月31日
佐渡組№81 
廣源寺

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
令和5年 
3月1日～3日
生玉組№65 
大宝寺

奈良教区

未定

兵庫教区
11月7日～8日
総本山知恩院

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
松江組№29 
東林寺

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
グランデはがくれ

福岡教区
令和5年 
2月13日～15日
大本山善導寺

未定

11月9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

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了終 了

終 了

終 了

終 了

終 了
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第498回教化高等講習会

●日　程

日 時

場 所

令和4年 8月 22日（月） 午前10時 から
 23日（火） 正午 まで

ホテル日航新潟
〒950-0078 新潟県新潟市中央区万代島5番1号　　TEL 025-240-1888　FAX 025-240-1880

【交通の便】 ＪＲ新潟駅からタクシー10分　「朱鷺メッセ」バス停下車

8月22日（月） 8月23日（火）
9：30 受付 8：30 勤行

10：00 開講式　差別戒名物故者追善法要 9：00 講義③　中野正明
11：00 人権研修　中曽根えり子 12：00 閉講式
12：00 昼食
13：00 講義①　林田康順
15：00 休憩
15：15 講義②　角田勝久
16：15 休憩
16：30 開宗850年慶讃事業説明　光岡素生
17：10 連絡事項　休憩
18：00 懇親会

「最愛の家族を突然失って 
　～被害者の人権について思うこと～」

新潟被害者支援団体理事　中曽根�えり子
「法然上人の祈り」新型コロナ感染症を視座に入れて

大正大学仏教学部教授　林田�康順
「新潟の文化人 會津八一について」

新潟大学教育学部准教授　角田�勝久
「開宗850年慶讃事業説明」

浄土宗宗務役員　光岡�素生
「初期法然教団の実像」七箇条制誡を中心として

京都華頂大学学長　中野�正明

●講題・講師

●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）

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

参加費 3 ,000円  ／  昼食費 2 ,000円
宿泊費 9 ,000円（朝食含む） ／  懇親会費 7 ,000円

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

郵便振込用紙に住所、氏名、寺院番号、寺院名
等の必要事項を記入の上、会費合計金額を振
り込んでください。

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

令和4年8月7日（日）必着

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

注1）締め切り日以降のキャンセルにつきまし
ては、参加費の返金は致しません。

注2）当日キャンセルについては全額返金致し
ません。（前日は宿泊費等の20％）

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

新潟教区教務所
〒950 -0075 新潟市中央区沼垂東2-3 -5
西福寺中

TEL 025 -244 -4968　FAX 025 -241 -7454

振込先（郵便振替）
振替口座番号　００６４０－１－２６７３４
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●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　3,000円  ／  昼食費　1,500円（1食）

懇親会費　7,000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。

●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 8月20日（土）必着　　　　　　　

●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）   ...........................................

北海道第二教区教化団事務局
〒098 -5806 北海道枝幸郡枝幸町梅ケ枝町617
　龍寛寺中
TEL 0163 -62 -1273　FAX 0163 -62 -3198

第499回教化高等講習会

●日　程

日 時

場 所

令和4年  8月26日（金） 午前10時30分 から
 27日（土） 午後2時30分 まで

ホテルライフォート札幌
〒064-0810 札幌市中央区南10条西1丁目　　TEL 011-521-5211　FAX 011-521-5215

【交通の便】 地下鉄南北線「中島公園」駅3番出口より 徒歩3分

8月26日（金） 　8月27日（土）

10：00 受付 9：00 勤行・差別戒名物故者追善法要

10：30 開講式 9：20～10：20 人権研修　松岡瑞翔

10：50～11：30 開宗850年事業説明　名越邦博 10：20 休憩

11：30 昼食 10：40～12：10 講義④　石田一裕

12：30～14：00 講義①　中野正明 12：10～ 昼食

14：00 休憩 13：00～14：30 講義⑤　石川圭子

14：15～15：45 講義②　中野正明 14：30 閉講式

16：00 講義③　石田一裕

18：00 懇親会

「開宗850年慶讃事業説明」
浄土宗宗務役員　名越�邦博

「初期法然教団の実像 
　　七箇条制誡を中心として」

京都華頂大学学長　中野�正明
「浄土宗における動物の供養と往生」

浄土宗総合研究所研究員　石田�一裕
「身近な人権の話」

浄土宗人権同和啓発講師　松岡�瑞翔
「新北海道遊里史考」

民族史研究家　石川�圭子

●講題・講師（日程順）

新着
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●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）
寺庭婦人・寺族も受講可

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

受講費　3,000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。）

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

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

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

令和4年8月8日（月）必着　　　　　　　

●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にご留意
ください。

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

長崎教区教化団事務局
〒851 -0123 長崎市網場町451 養国寺中
TEL 095 -838 -2091　FAX 095 -837 -1772

第500回教化高等講習会

●日　程

日 時

場 所

令和4年  9月1日（木） 午前10時40分 から
 2日（金） 午後零時20分 まで

ホテルニュー長崎
〒850-0057 長崎県長崎市大黒町14番5号　　TEL 095-826-8000

【交通の便】 ＪＲ長崎駅隣接 徒歩5分

9月1日（木） 9月2日（金）

10：00 受付 9：00 勤行

10：40 開講式 9：20～10：20 人権研修　鷲見賢一

11：20～12：00 開宗850年事業説明　光岡素生 10：20 休憩

12：00 昼食 10：30～12：00 講義②　山口広助

13：00～16：00 講義①　西村實則 12：00 閉講式

16：00 休憩 12：20 終了

16：20～17：20 音楽講演　松尾俊哉

17：20 事務連絡

18：30 懇親会

「開宗850年慶讃事業説明」
浄土宗宗務役員　光岡�素生

「香・数珠・鐘」
大正大学名誉教授　西村　實則

音楽講演「オペラと世界」
オペラ歌手　松尾�俊哉

「感染症と人権について 
　　―ハンセン病の裁判の教訓―」　

長崎弁護士会　鷲見�賢一
「長崎歴史よもやま話 
　　―長崎における寺院の役割―」

歴史研究家　山口�広助

●講題・講師（日程順）

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

本宗教師、寺庭婦人、宗徒（受講者は改良服又
は洋式道衣及び数珠・袈裟）

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

参加費　3,000円  ／  昼食費　1,000円（1食）
懇親会費　9,000円
※当日受付でお支払いください。

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

FAX又は郵送でお申込みください。
※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8月24日（水）必着

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

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

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

智惠光寺（愛媛教区南宇和組№61）
〒798 -4133 愛媛県南宇和郡愛南町緑乙3263番地
TEL 0895 -72 -6455　FAX 0895 -72 -6464

第501回教化高等講習会

●日　程

日 時

場 所

令和4年  9月7日（水） 午前11時 から
 8日（木） 正午 まで

大和屋本店
〒790-0842 愛媛県松山市道後湯之町20-8　　TEL 089-935-8880　FAX 089-935-8881

【交通の便】 JR松山駅からタクシー15分、道後温泉駅下車徒歩5分
 ※駐車場のご利用は宿泊者のみ

9月7日（水） 9月8日（木）
10：30 受付 8：40 差別戒名物故者追善法要
11：00 開講式 9：00～9：50 人権研修　加藤善成　
11：20～12：00 開宗850年慶讃事業説明　杉森隆志 9：50 休憩
12：00 昼食 10：00～10：50 講義④　平岡聡
13：00～14：30 講義①　上野忠昭 10：50～11：00 休憩
14：30～14：40 休憩 11：00～11：50 講義⑤　平岡聡
14：40～16：10 講義②　西村實則 11：50 閉講式
16：10～16：20 休憩 12：00　　 終了
16：20～17：50 講義③　西村實則
17：50 事務連絡
19：00 懇親会

「開宗850年慶讃事業説明」
浄土宗企画調整室長　杉森�隆志

「仏教としての浄土宗の教え 
　　　　―仏教の二面性から―」

佛教大学法然仏教学研究センター嘱託研究員
浄土宗総合研究所研究員
南海教区香川組浄願寺副住職 上野�忠昭

「香・数珠・鐘」
大正大学名誉教授　西村�實則

「差別戒名について」
浄土宗人権同和啓発講師
山口教区長東第二組貞源寺住職 加藤�善成

「仏教の業思想」
京都文教大学教授・京都文教学園学園長　平岡�聡

●講題・講師（日程順）

新着
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北海道地区詠唱教司研修会

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

詠唱教司・一級詠唱講司（詠唱講司の聴講可）

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

参加費 10 ,000円
昼食費 1 ,000円

総本山知恩院布教師 麻上�昌幸
一級詠唱教司 大室�喜代子

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

教区名、組名、寺院№、寺院名、氏名、性別、現
詠唱階級を明記のうえ、FAXにて申込先ま
でお申し込みください。または、上記内容を
TELにて下記申込先へお伝えください。なお、
宿泊については各自でお手配願います。

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

令和4年8月20日（土）

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

北海道地区詠唱教司会事務局
（北海道第一教区函松組№2新善光寺）
〒040 -0044 北海道函館市青柳町37番17号
TEL・FAX 0138 -22 -5889

●日　程

●講　師

日 時

場 所

令和4年 9月 7日（水） 午後零時30分 から
 8日（木） 午後3時 まで

新善光寺（北海道第二教区南組№34）
〒064-0806 北海道札幌市中央区南六条西1丁目2　 
TEL 011-511-0262　FAX 011-511-4706

【交通の便】ＪＲ函館本線「札幌駅」下車 タクシー10分

9月7日（水） 9月8日（木）

12：30 受付 ・ 開講式 9：00 研修

13：00 研修 10：30 休憩

14：30 休憩 10：45 研修

14：45 研修 12：00 昼食

16：30 総会 13：00 研修

17：30 第1日終了 14：30 閉講式

15：00 解散

お詫びと訂正
令和4年発行『和合』7月号42頁の「令和4年
度地区開催行事予定一覧表」において、表記
に誤りがございました。お詫びして訂正い
たします。

正
詠唱教司研修会

北海道地区

北海道第一教区
9月7日～8日
北海道第二教区 
南組№34 
新善光寺

誤
詠唱教司研修会

北海道地区

北海道第二教区
9月7日～8日
南組№34 
新善光寺

新着
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福島教区浜通り組興仁寺 名木橋�大光
青森教区三八組青龍寺 廣田�恭慈

東北地区布教研修会

「法話の心得」
大本山増上寺布教師会会長　慶野�匡文

「御忌で伝えたいこと－元祖様を慕う－」
「法話の組み立て方の要点」
「十夜で伝えたいこと－この道を行く－」

大本山増上寺布教師会副会長　花田�俊岳

●講題・講師（日程順・敬称略）

●布教実演（日程順・敬称略）

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

件名（東北地区布教研修会申込書）・教区名・組
名・寺院番号・寺院名・氏名・住所を明記のうえ、
下記申し込み先にFAXまたは郵送にて、オンラ
イン受講の方はメールにてお申込みください。
※参加費は、会場受講者は当日徴収、オンライ

ン受講者は事前に下記まで現金書留にて送
金していただきますようお願いします。

※オンライン受講の方には開催日までに視聴
アドレスや資料をお送りいたします。修了
証は研修会終了後郵送いたします。

※社会情勢によって、中止になる場合があります。

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

令和4年9月15日（木）

●申込先（問合先・送金先）  ...............................

浄土宗福島教区教化団
〒969 -4406 福島県耶麻郡西会津町野沢字原
町乙2207番地　常泉寺内
TEL 0241 -45 -2619　FAX 0241 -45 -2619
Eメール saikouji152@gmail.com

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

本宗教師

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

5 ,000円【会場受講・オンライン（Zoom）】

●日　程

日 時

場 所

令和4年 10月 13日（木） 午後1時 から
 14日（金） 正午 まで

会津若松ワシントンホテル
〒965-0024 福島県会津若松市白虎町201　　TEL 0242-22-6111
【交通の便】ＪＲ磐越西線会津若松駅より徒歩3分

10月13日（木） 10月14日（金）

12：30 受付 9：00 講義②　花田俊岳

13：00 開講式 11：30 休憩

13：10 講義①　慶野匡文 11：40 閉講式

15：10 休憩 12：00 解散

15：20 布教実演①　名木橋大光

16：05 休憩　　

16：15 布教実演②　廣田恭慈

17：00 第1日目終了

新着
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詠唱教導司 東谷�信昭
詠唱教導司 石田�順子
詠唱指導普及委員 蓮池�広尚
詠唱指導普及委員 岡崎�敬香

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

本宗僧侶、寺族、檀信徒

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

参加費　3,000円
昼食費　1,500円

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

教区名、組名、寺院№、寺院名、氏名、性別、現
級を明記のうえ、郵送またはFAXにてお申し
込みください。

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

令和4年10月20日（木）
　　　　　　　　
●申込先（問合先）  ............................................

東北地区詠唱講習会事務局
〒983 -0852 
宮城県仙台市宮城野区榴岡五丁目12番2号　
慈恩寺内
TEL 022 -257 -2195　FAX 022 -256 -5006

東北地区詠唱講習会

●講　師

日 時

場 所

令和4年 11月10日（木） 午前9時 から 午後5時 まで

秋保温泉　ホテルニュー水戸屋
〒982-0241 宮城県仙台市太白区秋保町湯元字薬師102　　
TEL 022-398-2301　FAX 022-398-2242
【交通の便】ＪＲ東北線「仙台駅」下車　バス50分

●日　程

9：00 開講式

9：20 講習1

10：50 講習2

12：15 昼食

13：00 講習3

14：30 講習4

16：00 講習5

17：00 閉講式　解散

※検定は講習5で入門者（5級詠唱司・5級詠唱講司）
のみ行います。

新着
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関東地区詠唱講習会

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

本宗僧侶、寺族、檀信徒

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

参加費　　　4,000円（昼食代込）
検定冥加料　2,000円（1 〜5級受験者）
　　　　　　5,000円（詠讃司受験者）
※費用は支部ごとにお取りまとめいただき、

当日受付にて一括納入をお願いいたします。

詠唱教導司 蓮池�光洋
詠唱教導司 池上�昭信
詠唱教導司 岸�ゆき子
詠唱指導普及委員 中嶋�実千代
詠唱指導普及委員 小路�亨子

※宿泊につきましては、各自にてお手配いた
だきますようお願い申し上げます。

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

受講希望者は、申込先までお問い合わせくだ
さい。所定の申込用紙を送付いたしますので、
お手元に届きましたら、必要事項を記入の上、
下記申込先までFAXまたは郵送にてお送りく
ださい。

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

令和4年8月31日（水）　　　　　　

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

常照寺（長野教区松本組№159）
〒399 -0036
長野県松本市村井町南一丁目22番18号
TEL 0263 -58 -5635　FAX 0263 -50 -6271

●日　程

●講　師

日 時

場 所

令和4年 10月 12日（水） 午前10時 から
 13日（木） 正午 まで

安楽寺（長野教区伊那組№210）
〒399-4115 長野県駒ヶ根市上穂栄町9番5号
TEL 0265-83-2360　FAX 0265-83-1867
【交通の便】ＪＲ飯田線「駒ケ根駅」下車 徒歩5分

10月12日（水） 10月13日（木）
9：00 受付

9：00
講習⑥ または検定試験 
（5級のみ）10：00 開講式

10：45 講習① 9：30 閉講式
11：45 昼食・休憩

10：30
検定試験（1～4級 講司・詠讃司）
検定終了者より順次解散12：30 講習②

13：30 休憩 12：00 終了予定
13：45 講習③
14：45 休憩
15：00 講習④
16：00 休憩
16：15 講習⑤
17：15 講習終了

新着
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関東地区詠唱教司研修会

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

二級・三級詠唱教司、一級詠唱講司

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

6 ,000円（昼食お弁当代含む）

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

教区名、組名、寺院№、寺院名、氏名、性別、現
級を明記のうえ、FAXまたは郵送にてお申し
込みください。

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

令和4年9月28日（水）必着

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

東京教区吉水講事務局　担当井村
〒112 -0002 
東京都文京区小石川三丁目14番6号  傳通院中
TEL 03 -3814 -3701　FAX 03 -3816 -7757

詠唱教導司 蓮池�光洋
詠唱教導司 石田�順子
一級詠唱教司 三浦�正英
一級詠唱教司 蓮池�広尚
一級詠唱教司 荒木�憲子

●講　師

日 時

場 所

令和4年 10月19日（水）午前10時 から 午後5時40分 まで

大本山増上寺
〒105-0011 東京都港区芝公園四丁目7番35号　　TEL 03-3432-1431
【交通の便】ＪＲ山手線「浜松町駅」下車 徒歩10分

●日程表

9：30 受付

10：00 開講式
研修1

11:40 昼食

12:30 研修2・3・4・5

17:20 閉講式

17:40 解散

新着
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法儀司 渡辺�俊雄
一級法式教師 中野�孝昭
二級法式教師 藤尾�祐之

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

本宗教師

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

参加費：3,000円

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

改良服、朱扇、荘厳数珠、『浄土宗法要集（上･
下巻）新訂改版 Ａ5判』・『折本浄土三部経』・筆
記用具等

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

所属教区名、組名、寺院№、寺院名、氏名、連絡
先等を明記のうえ、はがき、またはFAXにて
お申し込みください。

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

令和4年9月30日（金）

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

山梨教区教化団事務局
〒405 -0006 山梨県山梨市小原西377 法蔵寺内
TEL 0553 -22 -9699　FAX 0553 -22 -8039

関東地区法式講習会

●講　師

日 時

場 所

令和4年 10月25日（火） 午前8時 から 午後6時45分 まで

甲斐善光寺 檀信徒会館（山梨教区 甲府組 №10）
〒400-0806 山梨県甲府市善光寺3-36-1　　TEL 055-233-7570　FAX 055-231-0757
【交通の便】ＪＲ中央線「甲府駅」より タクシー12分 
 ＪＲ身延線「善光寺駅」より 徒歩7分 
 中央自動車道「一宮御坂 I.C.」より20分
 　　　　　　「甲府昭和 I.C.」より20分

●日　程

8：00 受付

8：30 開講式

9：00 講義①

10：30 休憩

10：45 講義②

12：15 休憩

13：15 講義③

14：45 休憩

15：00 講義④

16：30 休憩

16：45 講義⑤

18：15 閉講式

18：45 解散

テーマ：「日常勤行式」・「葬儀式」・「経典音読法」

新着
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東海地区詠唱教司研修会

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

詠唱教司及び詠唱教司を目指す教師、寺庭、寺族

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

研修会参加費 7 ,000円
日帰り参加（懇親会含む） 15 ,000円
宿泊参加（懇親会・宿泊含む） 23 ,000円

総本山知恩院吉水講 
東海地区連絡協議会理事長 村上�眞孝
詠唱教導司 池上�昭信
詠唱教導司 加藤�良光
詠唱教導司 石田�順子

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

事務局指定の申込用紙または、教区名、組名、
寺院№、寺院名、氏名、電話番号、住所、現詠
唱階級、必要経費（次のいずれか。①研修会
参加費7,000円、②日帰り参加（懇親会含む）
15 ,000円、③宿泊参加（懇親会・宿泊含む）
23 ,000円）を明記のうえ、FAXまたは封書に
て申込先までお申し込みください。

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

令和4年8月8日（月）

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

総本山知恩院吉水講　岐阜教区本部事務局
〒503 -0408 岐阜県海津市南濃町庭田744
圓満寺中
TEL 0584 -55 -0150　FAX 0584 -55 -2129

●日　程

●講　師

日 時

場 所

令和4年 9月 8日（木） 午後1時30分 から
 9日（金） 正午 まで

大垣フォーラムホテル
〒503-0812 岐阜県大垣市万石2丁目2丁目31　 
TEL 0584-81-4171　FAX 0584-81-4138

【交通の便】ＪＲ東海道線「大垣駅」下車　タクシー15分（送迎バスあり）

9月8日（木） 9月9日（金）

12：30 受付 ・ 昼食 8：00 おつとめ

13：30 開講式 8：30 研修

14：00 研修 10：00 休憩

15：30 休憩 10：15 研修

15：45 研修 11：45 閉講式

18：30 懇親会 12：00 解散

新着
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東海地区布教研修会

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

本宗教師

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

会場受講：尾張教区教師30名
オンライン（ZOOM）受講：東海地区教区およ
び全教区教師70名程度

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

会場受講　　　　3,000円（昼食含む）
オンライン受講　無料

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

会場受講をご希望の場合はFAX、もしくはメー
ルにてお申し込み下さい。オンライン受講をご
希望の場合はメールにてお申し込み下さい。

【メール申込時の記載事項】
件名：東海地区布教研修会の申込
内容：①教区 ②組 ③寺院番号 ④寺院名 ⑤参

加者氏名 ⑥受講形式（尾張教区の方の
み記載） ⑦参加登録用メールアドレス

（オンライン受講の方）
オンライン受講の方には開催日までに⑦のアド
レスにパスワードや資料等をお送りいたします。
修了証は研修会終了後、後日、郵送いたします。

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

令和4年8月31日（水）必着

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

清浄寺（尾張教区名古屋組№52）　飯田英知
〒460 -0011 愛知県名古屋市中区大須4-1 -32
TEL 090 -5617 -4114　FAX 052 -242 -1477
Eメール yabajizo7676@gmail.com

日 時

場 所

令和4年 9月14日（水） 午前10時 から 午後6時30分 まで

願王寺（尾張教区名古屋組№41）
〒453-0015 愛知県名古屋市中村区椿町18番3号ロータスビル9階 
TEL 052-451-2781

●日程表

9：30 受付

10：00 開講式

10：30 講義　登龍亭獅篭

11：30 昼食休憩

12：30 講義　稲岡純史

13：30 休憩

13：45 講義　稲岡純史

14：45 休憩

15：00 布教実演　実演3名

17：00 休憩

17：15 講評

18：15 閉講式

18：30 終了

講義
『仏教と落語』

落語家　登龍亭獅篭

講義
『布教―私の心掛け』

総本山知恩院布教師会幹事長　稲岡�純史

　未�定

●講師（講義順・敬称略）

●布教実演（敬称略）
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北陸地区布教研修会

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

本宗教師

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

事前に振り込みをお願いします。郵便局の振
替払込用紙に必要事項を記入してください。
参加費　3,000円
昼食代　2,000円（事前申し込みが必要）

（振込先）
口座の記号番号　００７７０－０－３７６２７
　　　　　　　　（３７６２７の前は1字空き）
口座名義　西蓮寺

※通信欄には「北陸地区布教研修会参加申
込」、ご依頼人のおところ、お名前を必ず明
記ください。

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

教区名・組名・寺院番号・寺院名・氏名・昼食希望
の有無を明記のうえ、下記申し込み先にハガ
キ、FAX、Eメールのいずれかにてお申込みく
ださい。

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

令和4年9月16日（金）

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

福井教区教化団事務局
〒914 -0002 福井県敦賀市葉原108号9番地
増福寺
TEL・FAX 0770 -25 -1594
Eメール hh11hk06sny@rm.rcn.ne.jp
事務局　花木 秀実

日 時

場 所

令和4年 10月1日（土） 午前9時10分 から 午後5時 まで

松龍寺（福井教区坂井組№7）
〒919-0725 福井県あわら市前谷第11号2番地
TEL 0776-74-1221　FAX 0776-74-1221

【交通の便】ＪＲ北陸本線「芦原温泉駅」下車　タクシー15分

●日　程

受付

9：10 開講式

9：30 布教実演

11：50 講評

12：30 昼食

13：30 講義1

15：00 休憩

15：20 講義2

16：50 閉講式

「浄土宗開宗をどう説くか 
　　―今まさに伝えたい法然上人―」

大本山増上寺布教師会会長 
光雲寺住職 慶野�匡文

新潟教区佐渡組正學寺　山口�正明
富山教区新川組大泉寺　林�秀峰
石川教区犀川組成学寺　小坂�謙介
福井教区坂井組本光院　鈴木�真生

●講題・講師（敬称略）

●布教実演（敬称略）

新着
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中四国地区詠唱教司研修会

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

詠唱教司並びに詠唱教司を志す詠唱講司

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

参加費　3,000円（オンライン参加の方も参加
費が必要です）

参加費振込先（オンライン参加の方のみ）
振替口座
０１３３０－５－５４１６３
宗教法人　大念寺
振込の際は、受講者の氏名をご記入ください。

詠唱教導司 池上�昭信
詠唱教導司 岸�ゆき子

●参加方法  ........................................................

会場又はオンライン（Zoomを用います）

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

FAXまたは郵送にてお申し込みの場合は、
所定の申込書に必要事項をご記入ください。
メールにてお申込みの場合は、教区名、組名、
寺院№、寺院名、氏名、現詠唱階級、参加方法

（会場・オンライン）、電話番号、メールアドレ
スを明記ください。

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

令和4年10月5日（水）

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

宿泊は各自でお手配ください。オンライン参
加の方は、後日メールにてミーティングID、パ
スコード、講義資料をお送りいたします。

●日　程

●講　師

日 時

場 所

令和4年 10月 18日（火） 午後1時 から
 19日（水） 正午 まで

東林寺（出雲教区松江組№29）
〒690-0875 島根県松江市外中原町358番地　 
TEL 0852-21-3915　FAX 0852-25-8249

【交通の便】ＪＲ山陰線「松江駅」下車　タクシー15分

10月18日（火） 10月19日（水）

12：00 受付 8：30 受付

13：00 開講式 9：00 研修③

13：30 研修① 10：15 休憩

15：00 休憩 10：30 研修④

15：15 研修② 11：45 閉講式

17：00 1日目終了予定 12：00 2日目終了予定

新着
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氏　名 現　級
級 （ 詠唱教司  ・  詠唱講司 ）

住所

〒

メールアドレス
オンライン参加の方のみ

参加方法
対面

（会場で受講）
オンライン

（Zoomで参加）

所属寺院 教区 組 寺院№ 　　寺 ・ 院

電話 　（　　　　　　　）　　　　　　　　　―

令和4年度 中四国地区詠唱教司研修会参加申込書

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

大念寺（出雲教区簸川組№2）
〒693 -0001 島根県出雲市今市町1696番地
TEL 0853 -21 -0403　FAX 0853 -25 -8203
Eメール jodoshu.izumo@gmail.com
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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。

キ
リ
ト
リ
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《お問い合わせ先》 
浄土宗東京教区教務所 
〒105-0011 
東京都港区芝公園 4-7-4 
TEL 03-3434-3045 FAX 03-5472-4567 
E-mail ： info@jodo-tokyo.jp 

浄土宗東京教区「寺院ネットワーク」 
 
東京教区では、浄土宗教師の「身命をなげうっても、浄土の法門を伝うるべき」という信条に

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

◆紹介する寺院・教師 

 上記の趣旨を共有し、偏りなく安定した法務を行えるよう、実際の法務に則した研修を受け、 

東京教区「寺院ネットワーク」に登録された寺院・教師です。 

◆「寺院ネットワーク」のシステム 

「寺院ネットワーク」を利用して、安心して大切な檀信徒様のご法務をお任せください。 

原則として、お収めいただいたお布施の半額を、菩提寺様へは御本尊前としてお納めいたします。 
 

浄土宗東京教区公式 WEBサイト 

「寺院ネットワーク」 

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

東京教区内の法務を代行いたします！ 
 

※パソコンの取り扱いが苦手な方は、お電話にてお問合せ下さい 
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浄土宗の教師資格を取得するためには
浄土宗の教師資格を取得するための主なフローは以下のとおりです。

本宗の僧侶は大きく分けて、宗徒・助教師・教師と区別されており、まずは宗徒にならなければ 
なりません。
宗徒とは、得度をし、度牒授与をうけて本宗へ僧籍登録された者です。
僧籍登録など、宗徒に関することについては、浄土宗総務部までお問い合わせください。

宗徒になった者は、伝宗伝戒道場の入行条件となります律師検定に合格しなければなりません。
律師検定に合格するためには、次の機関で行学に励む必要があります。

※それぞれの機関において、律師検定に合格する方法があります（次頁表１参照）。
※教師資格取得を目指される方に対して浄土宗奨学金があります。（上限あり）

律師検定に合格した者は、原則として３年以内に伝宗伝戒道場へ入行しなければなりません。
伝宗伝戒道場とは、本宗教師となるべき者に対し、本宗の宗義の極地を相伝し、列祖相承の宗脈
を授与し、円頓戒を伝授して戒脈を授与するために、毎年12月に21日間、総本山知恩院と大本山 
増上寺の２会場にて開催している道場です。
伝宗伝戒道場を成満すると、僧階「律師」が新叙任され、晴れて浄土宗教師となります。
律師検定に関すること、また伝宗伝戒道場に関することは、浄土宗教学部までお問い合わせくだ
さい。

※僧階「律師」新叙任の他、僧階、教階、学階の相当階級に叙任（授与）する場合は、別途申請が必要
となります。

宗徒になる

律師検定に合格する

伝宗伝戒道場を成満する

1

2

3

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

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

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

最長在
籍期間

他大学
在学者 取得可能 浄土宗

奨学金

A 

大
正
大
学

通
学
課
程

仏教学部
1年次入学 高卒以上 4年 8年 ×

僧階：少僧都
教階：輔　教
学階：擬　講

15万円
/年

仏教学部
3年次編入学

大卒又は
短大卒以上 2年 4年 ×

仏教学部以外
（地域創生学部を

除く）の学部
1年次入学

高卒以上 4年 8年 ×

大学院（修士）※1 大卒 3年 4年 × 10万円

B 

佛
教
大
学

通
学
課
程

仏教学部
1年次入学 高卒以上 4年 8年 ×

僧階：少僧都
教階：輔　教
学階：擬　講 15万円

/年
仏教学部

3年次編入学
大卒又は

短大卒以上 2年 6年 ×

仏教学部
以外の学部
1年次入学

高卒以上 4年 8年 ×
僧階：少僧都
教階：輔　教
学階：得　業資格併修制度

（通信教育課程）
通学課程在籍者

（仏教学部を除く） 2年 7年 ×

10万円

大学院（修士） 大卒 2年 4年 ×
僧階：少僧都
教階：輔　教
学階：擬　講

通
信
教
育
課
程

仏教学部
1年次入学 高卒以上 4年 8年 ×

僧階：少僧都
教階：輔　教
学階：擬　講

10万円仏教学部
3年次編入学

大卒又は
短大卒以上 2年 6年 ×

科目履修コース
（浄土宗教師資格）

大卒又は4年生大学 
在学者で入学年度に 
満20歳を越える者

2年 6年 〇
僧階：少僧都
教階：輔　教
学階：得　業

別科（仏教専修） 高卒以上 2年 4年 × 15万円
/年

C 

教
師
養
成
道
場
等

教師養成道場 義務教育修了者又は 
これと同等以上の学力 
があると認められる 

18歳以上の宗徒、助教師

3年 6年 〇

僧階：律　師

12万円

教師検定試験（律師） 3日
6日

（3日×
2年）

〇 －

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

収容人数 … 90名
（机・椅子使用時）

中研修室①②③
①③ … 各15畳
② … 18畳

道 場
78畳

多目的ホール
収容人数 … 20名

会議室①②
収容人数 … 5名

浄土宗教化研修会館（源光院）施設利用案内

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

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

貸し会議室・ホールについて

●利用時間
　午前９時から午後５時　（土日祝日は休館）

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

●設備

※詳細は浄土宗教化研修会館ホームページ
をご覧ください。

フロアガイド

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

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

図書室のご利用について

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

●利用時間　浄土宗教化研修会館の開館日（平日）　午前10時から午後4時

●利　　用　事前予約制　（研修会開催日は除く）

●貸　　出　資料保全のため、館外への持ち出しはできません。

●備　　考　ご希望の図書・資料の有無を確認いたしますので、来館前にお問合せください

浄土宗研修会館・図書室ホームページ
詳細は下記URLまたは左記二次元バーコードから
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/

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。
※年度内に1寺院につき2回まで、この制度の助成を受けられます。（新型コロナウイルス

感染症にかかる特例措置：令和6年度まで）

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、また、同一年度内に同一の特任布教師を招聘する場合は、助成対象外です。
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1　浄土宗ネットワークにアクセス。ログイン画面から新規登録へ

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

※スマートフォンの場合は、
右記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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【浄土宗開宗 850年慶讃事業 大名号展】 

名名号号調調査査カカーードド  記記入入ににつついいてて 

名号調査カードにご記入いただくサイズの測り方、添付していただく写真のポイン
トをまとめましたので、以下をご参照の上、調査カードのご記入をお願いいたしま
す。 
【サイズの測り方】 

《軸》                 《額》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【添付していただく写真について】 

お送りいただく名号のカラー写真は、ご所蔵の名号を把握するための大切な情報となります。 

そのため、以下のような写真を複数お送りいただけますと、大変ありがたく存じます。 

・作品全体の写真 

・名号本体が大きく写っている写真 

・外題や箱書きの写真 

・（書かれている場合は）名号を書いた人物の署名（※１）や落款（※２）の写真 

【写真撮影のポイント】 

・名号をまっすぐに掛けた状態で正面から撮影してください。 

・三脚がある場合は、三脚を使用して撮影すると撮影しやすくなります。 

全
体
の
縦
サ
イ
ズ
は
八
双
か
ら
軸
ま
で
を
測
っ
て
く
だ
さ
い
。 

※１ 

 

※２ 

 

南
無
阿
弥
陀
仏 

全
体
の
縦
サ
イ
ズ
は
額
の
上
部
か
ら
下
部
ま
で
を 

測
っ
て
く
だ
さ
い
。 

【浄土宗開宗850年慶讃事業】

【サイズの測り方】

【添付していただく写真について】

お送りいただく名号のカラー写真は、ご所蔵の名号を把握するための大切な情報となります。
そのため、以下のような写真を複数お送りいただけますと、大変ありがたく存じます。

• 作品全体の写真
•名号本体が大きく写っている写真
•外題や箱書きの写真
•（書かれている場合は）名号を書いた人物の署名（※ 1）や落款（※ 2）の写真

【写真撮影のポイント】

• 名号をまっすぐに掛けた状態で正面から撮影してください。

　名号調査カード　記入について
名号調査カードにご記入いただくサイズの測り方、添付していただく写真のポイントをまとめ
ましたので、以下をご参照の上、調査カードのご記入をお願いいたします。

※ 1

※ 2

全
体
の
縦
サ
イ
ズ
は
額
の
上
部
か
ら
下
部
ま
で
を

測
っ
て
く
だ
さ
い
。

全
体
の
縦
サ
イ
ズ
は
八
双
か
ら
軸
ま
で
を
測
っ
て
く
だ
さ
い
。

浄土宗高僧名号展の詳細は
こちら ➡
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キ
リ
ト
リ
線

浄土宗 名号　調査カード 管理番号
　　No.

教区 教区 組 組

寺院番号 No. 寺院名

制作者
(作者 ) 御筆

制作年代 　　　　　　年　　　　　　月

種類 軸装　　　・　　　額装

サイズ 全体　　縦　　　　m　　　cm　　×　　横　　　　m　　　cm

付属品
名号の状態

有　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　・　　無

備考

展覧会
貸出 可　　　・　　　不可

※制作年代が不明な場合は〈不明〉とご記入ください。
※作品の文化財指定等があれば、備考にてお知らせください。
※作品の内容が分かる鮮明なカラー写真（複数枚）の別途添付をお願いいたします。
※郵送での提出の場合は添付いただく写真裏に教区・寺院番号・寺院名の記載をお願いいたします。 
ご提出いただいた写真は名号の貴重なデータとなりますので、宗にて保管いたします。

※名号を複数お持ちの場合、作品1つにつき、調査カード1枚のご記入をお願いいたします。

【記入例】
制作者
(作者 ) 総本山  知恩院  七十九世  御門主  孝誉（山下現有）　御筆

制作年代 大正○○　年　　　　◆　月

種類 軸装　　　・　　　額装

サイズ 全体　　縦　２　ｍ　１０　cm　×　横　０　ｍ　　５０　　cm

付属品
名号の状態

有　（　　　　　　　　　軸　箱　　　　　　　　　　）　・　　無
本体表右上キズにあり。裏の下部に破れあり。　

備考
・本体左に「浄土門主」（白文方印）「現有之印」（朱文方印）とあり。
・本寺院第○○代住職時に揮毫されたもの。

展覧会
貸出 可　　　・　　　不可
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練習生課程（四級式師以下 対象）

令和4・5年度課程

総本山知恩院　『法式指導所』
自ら信じ　人をして　信ぜしむる
自信教人信　の精神の下に

月曜日（週1回） 午後5時30分から7時まで

月曜日（月1回） 午後5時30分から7時まで

知恩院山内 諸堂（昇降口：庫裏玄関）

知恩院山内 諸堂（昇降口：庫裏玄関）

本宗教師
※出席数に応じ三級式師までの式師

検定試験を受けることができます。

※日時・講義内容につきましては諸般の都合により変更させていただく場合がありますのであらかじめご了承ください。
　P○〜○は『新訂浄土宗法要集』の頁数です。

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

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

無料

●第1期令和4年度　総本山知恩院法式指導所予定表

※新型コロナウイルス感染症の拡大状況により中止する場合がございます。ご了承ください。
総本山知恩院では、法要・儀式を通し、教化・自行の研鑽に努められる方々の一助として法式講習を
開講いたしております。
※講習は2カ年で1課程です。本年度は1年目の課程となりますが、途中からの受講も可能です。
　続けて受講できる方の参加をお待ちしております。

月　日 講義内容 月　日 講義内容
 9月 5日 別所 音声② P4～P25  10月 3日 別所 音声 –礼讃（日中・中夜）–

12日 橋本 音声 –礼讃（後夜・晨朝）– 17日 小林 音声 –礼讃（日没・初夜）–
研究生 中西 音声 –散華– 24日 中西 威儀 –行道・登下高座–

31日 小林 三尊礼・散華行道
研究生 別所 声明 –笏念佛・賛念佛–
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おてつぎ運動だより

■■  おおててつつぎぎ運運動動推推進進協協議議会会  第第２２３３回回中中央央初初級級研研修修会会  開開催催ののおお知知ららせせ  

おてつぎ運動推進協議会は、檀信徒の皆さまの手で法然上人のみ教えをひろめるため、

各種研修会や奉仕活動などを通して念仏信仰を深め、菩提寺さまや総大本山での法要、

行事に積極的にご参加、ご協力いただく方々の団体です。 

このたびの中央初級研修会は、浄土宗の基礎知識を学ぶ講義を中心とし、檀信徒の皆

さまにより深い信仰心を養っていただける内容となっています。 

ぜひこの機会に檀信徒さまのご参加ご入会をお勧めいただきたくご案内申し上げます。 
【【日日  時時】】 9月 10日（土） 10時 30分から受付、17時終了予定 

【【会会  場場】】 知恩院 雪香殿他 

【【講講  師師】】 総本山知恩院おてつぎ運動副本部長 堀田 定俊 

総本山式衆会 八橋 秀法上人 

【【費費  用用】】 ￥3,000（昼食代含む） 

【【申申  込込】】 菩提寺さまを通じてお申込みいただきます。詳細はおてつぎ運動本部 

推進協議会係までお問い合わせください。 

【【締締  切切】】 8月 31日（水） 

※新型感染症の拡大状況により開催できない場合がございます。ご了承ください。 

■■  第第６６５５７７回回  おおててつつぎぎ文文化化講講座座  

毎月第 2 土曜日に各界の著名人を迎えて文化講座を開催しています(本年の 8 月は 

お盆の関係で第 1 日曜日に開催します)。皆さまお誘い合わせのうえ、ふるってご参

加ください。 

【【日日  時時】】 令和 4年 8月 7日（日）13：00～14：30 ※予約不要 

【【会会  場場】】 知恩院 和順会館 

【【講講  師師】】 京都市消防局予防部予防課 担当課長 岸本 健史氏 

【【演演  題題】】 「京都市の文化財防火について」 

【【参参加加費費】】  無料 

■■  写写  経経  会会  

毎月 2 回、和順会館にて写経会を実施しています。写経は、仏さまの「経」を一字   

一字「写」しとり、その正しい教えをしっかり受け止め、こころを整える行です。自

ら写経をすることによって浄土の教えを知り、より心のこもったお念仏を称える一助

となるよう、知恩院では写経会をおこなっています。どなたさまでもお気軽にご参加

ください。 
【【日日  時時】】 発願文   8月 3日（水）9：00受付～昼ごろ 

一枚起請文 8月 25日（木）9：00受付～昼ごろ 

【【場場  所所】】 知恩院 和順会館 

【【参参加加費費】】 2,500円（浄斎弁当付き）※筆や墨などの用具はご用意いたします。 

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

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

E ﾒｰﾙ otetugi@chion-in.or.jp https://www.chion-in.or.jp/ 

77和合　令和4年　8月号



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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総本山知恩院吉水講創立七十周年記念
詠唱奉納大会（第71回詠唱奉納大会）

　総本山知恩院吉水講は、令和3年に創立七十周年の佳辰を迎えさせていただきました。しかしながら、
昨今の感染症に伴い、令和3年に予定しておりました、記念詠唱奉納大会は延期するとういう苦渋の決断
をせざるを得ない状況となりました。改めて、令和4年10月3日・4日・5日に「創立七十周年記念詠唱奉納
大会（第71回詠唱奉納大会）」を開催すべくご案内申し上げます。折しも平成23年から手がけてきた国宝
御影堂平成大修理が終了し令和2年4月に落慶致しました。創立七十周年記念詠唱奉納大会はこの新し
い御影堂が会場となります。またとないこの機会に是非とも御参加いただき国宝御影堂の拝観とそこに鎮
座されます法然上人の御前で詠唱奉納を賜りますようお願い申し上げます。全国より大勢の皆様のご参加
をお待ち申し上げております。

期 日

場 所

令和4年 10月3日(月)・4日(火)・5日(水)

【教区別参加日】
　10月3日（月）北海道地区、北陸地区、東海地区、滋賀教区、大本山増上寺支部
　10月4日（火）滋賀・京都・奈良・和歌山・大阪教区
　10月5日（水）中四国地区、滋賀・兵庫教区、大本山善導寺支部

総本山知恩院 国宝御影堂　（控室は、雪香殿・月光殿・集会堂など）

●当日の日程（3・4・5日とも共通）

9：30 受付（新玄関）

10：00 入堂開始（※椽儀式にて入堂）

11：00 第1部　法要　

12：00 第2部　式典

12：30 昼食・休憩

13：15 再入堂

13：30 第3部　詠唱奉納

16：20 閉会行事

16：30 退堂·全日程終了

※椽儀式とは堂内を行道し「お練り」を行う儀式です。

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

参加大師前　参加者ひとり 1 ,000円
（支部別に一括納入／当日受付で納入願います）

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

ご参加をご希望される支部は直接、総本山知
恩院吉水講総本部までご連絡ください。申込
書等お送り申し上げます。
※総本山知恩院吉水講総本部所属支部は事前に

送付されている申込み用紙をご使用ください。

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

令和4年8月末日（知恩院総本部到着分まで）
プログラム掲載の都合上、舞台での奉納（お唱
え・お舞い）がある場合はなるべく早めにお申
込みいただきますようお願いします。

●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（直通）  FAX 075 -531 -2160

※諸事情により、行事の変更・中止が判断
されることもご了承ください。

新着
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令令和和４４年年度度  大大本本山山増増上上寺寺布布教教師師会会  
布布教教入入門門道道場場ののごご案案内内  

南無阿弥陀仏 
●布教の基礎を学びたい！ ●増上寺布教師を目指したい！ ●法話を勉強し直したい！

布教の基礎や心構えを学ぶ布教入門道場を開催いたします。布教を初歩から学びたい方、 
さらなる研鑽に励みたい方、志のある方はぜひ受講をお待ちしております。 合掌 
※当日は受付時の検温、手指の消毒、マスクの着用等、感染症対策にご協力ください。 
※新型コロナウイルス感染症の状況により、開催が中止または変更となる場合もございます。 

記

日 時 令和4年9月28日(水)9時00分受付 ～ 29日(木)17時30分解散予定 
会 場 大本山増上寺 
講 師 慶野匡文会長、花田俊岳副会長、後藤真法副会長、郡嶋泰威副会長 
受講資格 本宗教師 
定 員 10名程度 (先着順) 
冥 加 料   15,000円 (宿泊費・食費等を含む) 
布教実演 浄土宗のお念仏のみ教えを伝える15分の原稿をご準備ください。 

※詳細は申込確認後に送付する「登嶺案内」をご参照ください。 
申込方法 件名に「布教入門道場申込の件」とご入力いただき、本文に教区名・寺院名・

住所・氏名・電話番号をご明記の上、宛先「zojoji.fukyoushikai@gmail.com」

までメールにてお申し込みください。 
申込締切 9月9日(金) 
 

「 
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大大本本山山増増上上寺寺所所蔵蔵『『法法然然上上人人御御影影』』

【【問問合合先先】】 大大本本山山増増上上寺寺布布教教師師会会  事事務務局局  
MMAAIILL    zzoojjoojjii..ffuukkyyoouusshhiikkaaii@@ggmmaaiill..ccoomm  
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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 kensankouza@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。
　まずは本年度（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3土曜日　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3水曜日　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2木曜日　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1、第3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。　※この講座のみオンライン参加不可です。

各教室それぞれ月1回〜2回を予定して
おります。
日程は変更する場合がありますので、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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浄土宗開宗８５０年慶讃記念

本宗寺族・寺庭対象

五 重 相 伝 会
―大本山光明寺主催―

令和５年３月６日（月）～３月１０日（金）５日間

伝燈師 光明寺百十三世法主 柴田哲彦 台下

勧誡師 大正大学仏教学部長・神奈川教区慶岸寺住職 林田康順 上人
 

 令和５年３月６日より同月１０日までの５日間、当山法主柴田哲彦台下を伝燈師に

拝しましての「五重相伝会」。 

 本山といたしましては、一人でも多くの入行者を迎え、盛会裡に開筵したいのはも

とより、ご開山良忠上人の遺語「伝弘」に報恩謝徳の心を顕すべく、本山を上げて、

諸準備を進めております。 

つきましては、各ご寺院には、寺族・寺庭様のご入行ご勧誘に関しまして、切な

るご協力を仰ぎたく、何卒ご高配を賜りますよう、お願い申し上げます。 

◇◇◇◇ 開開 筵筵 要要 項項 ◇◇◇◇

 

  ■開    筵 午前９時１５分 ＊連日、遅くとも９時０５分までに、光明寺までご登嶺願います。 

  ■閉    筵 午後４時４５分 ＊連日、但し５日目は、祝膳後、13時半に散会予定です。  

  ■会    場 大本山光明寺  駐車場有。  

  ■入行冥加料 金五万円（お一人様） ＊入行申込後に当寺より志納方法をご案内します。 

  ■対    象 浄土宗寺院の寺庭または寺族 

  ■募集定員 ４０名 

  ■申込・問合せ 〒 鎌倉市材木座 大本山光明寺教務部 

     

新着
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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
オンライン開催

中央研修会
5月20日
浄土宗 
教化研修会館 
（源光院）

全国大会
5月31日
（京都市）
清水寺

全国研修会
8月27日～28日
岐阜教区
（岐阜市）
岐阜グランド 
ホテル

全国研修会
9月8日
佐賀教区 
（佐賀市）
グランデはがくれ

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

協会加盟施設
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）

教誨師会 
研修会
中四国地区
6月30日～7月1日
（岡山市）
岡山シティホテル 
桑田町

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

宮城教区
10月7日
（仙台市）
江陽グランド 
ホテル仙台

山形教区
6月2日
天童温泉 
ほほえみの宿 
滝の湯

秋田教区
【保護・教誨合同】

11月16日
（秋田市）

ホテルメトロポリタン秋田

関
東
地
区

千葉教区
6月2日
オンライン開催

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）

東京教区
6月18日
大正大学 
礼拝ホール 
（オンライン併催）

神奈川教区
9月8日
（横浜市）
ローズホテル 
横浜

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 
（オンライン併催）

尾張教区
10月7日
尾張教区 
№41 願王寺

岐阜教区
【保育・児教連合同】

8月27日～28日
（岐阜市）

岐阜グランドホテル

北
陸
地
区

石川教区
10月6日
オンライン開催

新潟教区
9月8日
（新潟市）
アートホテル 
上越

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

開催無し

兵庫教区
10月18日
（神戸市）
ラッセホール

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

和歌山教区
7月6日
（和歌山市）
和歌山刑務所

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

石見教区
10月12日～13日
（浜田市）
島根浜田 
ワシントンホテル
プラザ

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）
パークサイド 
ビル

熊本教区
10月17日
（熊本市）
熊本市国際 
交流会館

佐賀教区・長崎
教区合同開催
6月25日
（杵島郡白石町）
佐賀教区№58 
光明寺

佐賀教区
9月8日
（佐賀市）
グランデはがくれ

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7月11日現在となります。新型コロナウイルス感染拡大防止の為、変更が多数生じておりますのでご注意ください。

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了
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                          代代表表者者研研修修会会 

日日時時 令令和和４４年年１１００月月  ７７日日((金金))午午前前１１００時時～～午午後後４４時時 

 

会会場場  大大本本山山  金金戒戒光光明明寺寺  

    〒〒660066--88333311    

        京京都都市市左左京京区区黒黒谷谷町町 112211    TTEELL  007755--777711--22220044  FFAAXX  007755--777711--00883366  

  

講講  演演   大大本本山山金金戒戒光光明明寺寺法法主主    藤藤  本本  淨淨  彦彦台台下下  

講講  題題    「「法法然然上上人人ののおお念念佛佛のの教教ええととおお弟弟子子様様たたちち  

～～信信空空・・源源智智上上人人～～」」  

  

おお  話話    橋橋  本本  周周  現現上上人人（（大大本本山山金金戒戒光光明明寺寺  執執事事長長））  

講講  題題      ｢｢くくろろ谷谷  金金戒戒光光明明寺寺のの歴歴史史とと宝宝物物｣｣  

            ※全日程を収録し、ＤＶＤを作成いたします。 

●参参加加人人数数  …………………………………     

各教区 1名   

●参参 加加 費費 ………………………………… 

3,000円 

●対対 象象  …………………………………    

 浄土宗寺庭婦人会会員 

●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 

 

●宿宿      泊泊  ……………………………………    

  各自でお手配ください。 

 

●申申込込方方法法  ……………………………………  

 必要事項をご記入の上、教区会長経由で  

 お申込み下さい。 

●締締    切切  …………………………………… 

  9月 10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  

 

 

 

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。 

令令和和４４年年度度  浄浄土土宗宗寺寺庭庭婦婦人人会会   

講　題

お　話

講　演

講　題

日 時

会 場

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

●締　切  ...............................................

●参加人数 .......................................
●宿　泊  ...............................................

●申込方法 ............................................
●参加費  ..........................................

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

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

令和4年度 浄土宗寺庭婦人会 代表者研修会

84 和合　令和4年　8月号



本
宗
所
属
団
体
か
ら
の
案
内

第46回 浄土宗保育協会全国研修会
（浄土宗保育協会東海地区研修会/浄土宗児童教化連盟東海地区研修会 併修）

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

申込締切日までに、記載の二次元バーコード
より申込書をダウンロードし、必要事項をご
記入の上、下記申込先まで郵便もしくはFAX
でお申し込み下さい。
※8月20日以降はキャンセル料が
かかります
●申込締切  ........................................................

令和4年8月1日（月）
●必要経費  ........................................................

参加費　　　4,000円
懇親会費　14 ,000円（鵜飼船にて食事）
宿泊費　　19 ,000円（岐阜グランドホテル・
　　　　　一泊朝食付）
●持ち物  ...........................................................

鍵盤ハーモニカ（ピアニカ）

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

〒500 -8082 岐阜市矢島町2-46 明照幼稚園　
淺野真義まで
FAX 058 -263 -5119

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

〒501 -4217 
岐阜県郡上市八幡町尾崎町417番地5
慈教保育園　園長　浅野真顕まで
TEL 0575 -67 -0291

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

主催：浄土宗保育協会
担当：浄土宗保育協会岐阜教区支部
　　　浄土宗岐阜教区児童教化連盟
後援：浄土宗 ／ 浄土宗東海地区連絡協議会
　　　浄土宗岐阜教区

●日　程

日 時

場 所

令和4年 8月 27日（土） 午後1時 から
 28日（日） 午前11時 まで

岐阜グランドホテル
〒502-8567 岐阜市長良648　　TEL 058-233-1111
【交通の便】ＪＲ岐阜・名鉄岐阜両駅より タクシーにて約15分 ／ ホテル周辺に無料駐車場有

8月27日（土） 8月28日（日）
13：00 受付

9：30

講義④　「鵜飼の世界」
 山下鵜匠による講演
 ミュージアム鑑賞 
　　　　（於：長良川うかいミュージアム）

13：30 開講式

14：00 講義① 浅井大美子   
　　　　「法然上人一代記」語りと音楽

14：30 休憩 11：00 閉講式 ・ 解散

14：45 講義② 光誉祐華 
 歌と法話の仏教伝道ライブ

15：45 休憩

16：00 講義③ ピアニカの魔術師ミッチュリー 
 による音楽講習会

17：30 鵜飼鑑賞フィールドワーク（於：長良川河畔）
19：00 懇親会（於：鵜飼船）

テーマ： 「仏の子を育てよう」

新着

85和合　令和4年　8月号



 

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 
〒170－8470 東京都豊島区西巣鴨 3-20-1 
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 

表現学部 

表現文化学科

臨床心理学科 

仏教学部 

仏教学科 

地域創生学部 

地域創生学科 

心理社会学部 

 歴史学科 

人間科学科 

社会共生学部

社会創造系学部群 探究実証系学部群

公共政策学科

社会福祉学科
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通学課程/
学部・大学院(修士)

通信教育課程/
学部(本科)・科目履修

別科(仏教専修)

・学位と資格を取得

・1年間の共同⽣活

・学位と資格を取得

・実践道場を年2回開講

・2年間全寮制

・少僧都、輔教、得業の

 申請資格を取得

浄土宗教師資格取得について

電話：075-491-2141(代表)

佛教⼤学では以下の⽅法にて、伝宗伝戒道場の

⼊⾏資格を取得することができます。
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令和5年度

別 科
（仏教専修）
学生募集

●問い合わせ先
             
 
・僧侶養成について▶ 宗教教育センター 【⽉〜⾦ 9：00〜17：00】
                      TEL：075-491-2141（代表）
・⼊学試験について▶ ⼊学部⼊学課        【⽉〜⾦ 9：00〜13：00、14：00〜17：00】
                                                                       TEL：075-366-5550（直通）

・２年間全寮制の共同生活
    ※長期休暇中は道場を閉鎖します
・少僧都・輔教・得業の申請資格を取得
・教職員による実践的な指導
・総大本山行事への参加

令和5年1月17日［火］ー1月23日［月］出願
期間

出願
資格

次の⑴～⑶のいずれかの項目に該当し、かつ⑷に該当する者
⑴高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者および2023年3月卒業見込の者 　
⑵通常の課程による12年の学校教育を修了した者および2023年3月修了見込の者
⑶学校教育法施行規則第150条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力が
　あると認められる者および2023年3月31日までにこれに該当する見込の者                  
⑷浄土宗の僧籍登録を済ませている者

特色

〒603-8301 京都市北区紫野北花ノ坊町96

入学
試験 令和5年2月18日［土］

新着
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現役大学生でも少僧都の取得が可能

［僧階 少僧都 教階 輔教 学階 得業］

最短２年で取得が可能

学習システムを導入

在宅での科目最終試験受験が可能

実践道場を夏に加え、冬にも開講

※実践道場は 泊 日（２回） 泊 日（ 回）が必要

佛教大学・大正大学以外の大大学学在在籍籍者者も

「「浄浄土土宗宗教教師師資資格格」」が取得できます！
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※入学についての詳細は、佛教大学通信教育課程「2022入学要項」をご確認ください。
◇佛教大学通信教育課程ホームページ「願書・資料請求」（QR）からご請求いただくか、

入学要項発送センター（TEL:06 4259 0370）までご請求ください。

【【留留意意事事項項】】
① 本科目履修コースの修業年限は 年間となり、最長 年間在籍することが可能です。

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

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

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

学費 円（スクーリング履修費別）が必要となります。

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

『『現現役役大大学学生生』』もも対対象象！！

大学に在籍しながら浄土宗教師資格（少僧都）

の取得が可能です。

※科目履修生のため、二重学籍にはなりません

※入学条件は学校教育法に定める 年制大学在籍者

または卒業者で入学年度に満満 歳歳をを超超ええるる方方

『『実実践践仏仏教教』』はは年年 回回開開講講！！

「実践仏教スクーリング」を夏期および冬期

で開講しています。受講の機会が年 回あり

ます。

※実践道場は夏休み期間（ 月下旬）と春休み期間

（ 月中旬）に開講予定

※実践道場以外のスクーリングは土日祝、夏休みに

受講できます

『『 学学習習シシスステテムム』』でで快快適適にに！！

インターネットを利用して、オンラインでス

クーリングを受講でき（一部科目を除く）、

科目最終試験も自宅で受験できます。

※テキスト履修科目のみ

※スクーリング科目は登学が必要です

『『最最短短２２年年』』でで取取得得可可能能！！

大学卒業者および大学在籍者であれば、最短

年間で浄土宗教師資格の取得が可能です。

※高卒の方は学部（本科）へのご入学が必要となり、

最短 年の在籍が必要です

次頁へつづく→
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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
春期夜間
夏期
冬期

8/1午前,8/2午前,8/3午前
12/3午後,12/4終日

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 春期 6/11午後,6/12終日

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 夏期 8/4終日,8/5午前

浄土宗の歴史 浄土宗史 必

浄土三部経研究２ 必 春期 6/18午後,6/19終日

選択集講読２ 必 夏期 8/5午後,8/6終日

浄土学研究 選 春期 7/2午後,7/3終日

浄土宗学研究 選 春期 6/25午後,6/26終日

三部経特講 選 冬期 11/26午後,11/27終日

選択集特講 選 冬期 12/3午後,12/4終日

法然の法語特講 選 集中Ⅴ 1/21午後,1/22終日

三巻書特講 選 冬期 1/8午後,1/9終日

円頓戒特講 選 冬期 1/7終日,1/8午前

論註特講 選 2/11午後,2/12終日

観経疏特講 選 集中Ⅴ 2/4午後,2/5終日

安楽集特講 選 集中Ⅴ 1/28午後,1/29終日

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
春期
夏期

冬期夜間

5/28午後,5/29終日
8/1午後,8/2午後,8/3午後

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 春期 7/9午後,7/10終日

仏教学研究（大乗・チベット） 選 春期 6/11午後,6/12終日

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 夏期 7/28終日,7/29午前

浄土宗と加行２（円頓戒） 必 夏期 7/29午後,7/30終日

人権（同和）教育 必

宗教法制 仏教の儀礼と儀式 必
夏期
集中Ⅴ

7/23午後,7/24終日
1/21午後,1/22終日

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 春期 7/9午後,7/10終日

詠唱 詠唱 必 集中Ⅰ 5/3,4,5終日

伝道Ⅱ 仏教伝道学Ⅱ T・S 必 夏期 7/23午後,7/24終日

小　　計

合　　計 ◆上記60単位を履修すること

《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（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）

集中Ⅱ
集中Ⅵ

8/24～9/1終日
2/13～2/21終日

集中Ⅲ 10/1,2,3終日

僧
侶
の
実
践
に
関
す
る
科
目

法式（初級）

◆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

集中Ⅱ
集中Ⅵ

8/24～9/1終日
2/13～2/21終日

現
代
社
会
と
教
団
に
関
す
る
科
目

◆必修科目2科目4単位、
　選択科目8単位、
　合計12単位を履修すること

日本仏教の歴史と教え

仏教の受容と展開

仏教史

浄
土
学
に
関
す
る
科
目

浄土教の思想と展開
（三部経、選択集、
　三巻書、円頓戒等）

仏
教
学
に
関
す
る
科
目

◆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
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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 春期 7/2午後,7/3終日

浄土宗学研究 春期 6/25午後,6/26終日

三部経特講 冬期 11/26午後,11/27終日

選択集特講 冬期 12/3午後,12/4終日

法然の法語特講 集中Ⅴ 1/21午後,1/22終日

三巻書特講 冬期 1/8午後,1/9終日

円頓戒特講 冬期 1/7終日,1/8午前

論註特講 集中Ⅴ 2/11午後,2/12終日

観経疏特講 集中Ⅴ 2/4午後,2/5終日

安楽集特講 集中Ⅴ 1/28午後,1/29終日

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）

春期 7/9午後,7/10終日

仏教学研究
（大乗・チベット）

春期 6/11午後,6/12終日

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

宗教学概論

仏教看護

僧侶の実践に
関する科目

仏教伝道学Ⅱ T・S 夏期 7/23午後,7/24終日

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

　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）

【【留留意意事事項項】】

現代社会と教
団に関する科

目

僧階・教階・学階

　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。

仏教学に
関する科目

少僧都・得業

【【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）

種別
開講
単位

履修
方法

浄土学に
関する科目

日程
備考

◆「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

◆「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

◆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。

◆最短修業年限：１年（最長在籍期間：３年）

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。

【【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

　　①所定の質問用紙（本誌同封）に在籍時の学籍番号を明記
　　②返信用封筒（長3〔23.5cm×12cm〕、宛名明記、92円切手貼付）

宛宛先先

法然門下の思想

スクーリング（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。

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
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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 9月5日（月）～6日（火）

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】

『選択集』編（第19回） 令和4年 8月30日（火）

布教編（第1回） 令和4年 9月8日（木）

布教編（第2回） 令和4年 9月12日（月）

法式編（第1回） 令和4年 10月11日（火）

御法語編（第19回） 令和4年 10月17日（月）

法式編（第2回） 令和4年 11月2日（水）

■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

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

受付印
実践講座について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。

キ
リ
ト
リ
線
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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： ●受講申込…令和4年8月9日（火）　※発表申込は締切りました
 ※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

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、僧侶が教学・法式・布教の各方面の研鑽を深めるための書籍から、檀信徒に 
浄土宗の教えを知っていただくための定期刊行物、教化施本など、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。

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。

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・郵便振込・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・郵便振込
商品に同封の請求書（振込用紙）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・郵便振込」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、郵便振込」でご注文の場合でも、
発送送料は別途ご請求申し上げます。

ウェブサイトから
https://press.jodo.or.jp/
からご注文ください。
ご寺院さま専用 ID がござい
ますので、ご希望の方は浄土
宗出版までお問い合わせくだ
さい。

【個人情報の取り扱いについて】
●ご注文によりお客様からご提供いただく個人情報は、ご注文いただいた商品の発送および付随するサービスに関して使用することのみ目的とし、それ以外の目
的には使用いたしません。●その他の必要に応じたお客様からご提供いただく個人情報については、その都度その利用目的を明らかにいたします。●お客様から
ご提供された個人情報は、法律によって要求された場合、あるいは当浄土宗出版の権利や財産を保護する必要が生じた場合を除き、第三者に提供する事はござ
いません。●配送・請求業務を浄土宗出版は第三者に委託する場合がございますが、この場合であっても当該委託先に対してお客様の個人情報が適切に保護さ
れるような措置を講じます。●お客様からお預かりした個人情報は、当浄土宗出版内で選任された担当者以外に閲覧不可な、厳正・安全な方法で保管いたします。
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　「浄土宗新聞」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様も含め、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。同封の請求書（振込用紙）で郵便局または
ゆうちょ銀行、コンビニエンスストアにてお支払いください。

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、郵便局またはゆうちょ銀行、コンビニエンスストアにてお支払いいただけ
る郵便振込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/

浄土宗出版

❶、❷について、部数変更やご中止の連絡は、その対象となる月の前月7日までにご連絡ください。7日を過ぎますと
希望月からの反映ができかねる場合がございます。
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法話が単調に
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新
聞

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、料理コーナーや、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



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： 77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。 ▶▶▶

〒105-0011　東京都港区芝公園4-7-4　明照会館3階
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③
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本
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姿
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り
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に
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し
か
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年
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と
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か
な
か
体
や
手
足

が
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こ
と
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。
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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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うら

なむちゃんなむちゃん
夏のお楽しみセット夏のお楽しみセット

うちわ …… 10枚

ポケット
ティッシュ …… 50個

ミニタオル …… 10枚

うちわ …… 10枚

ポケット
ティッシュ …… 50個

交通安全
キーホルダー …… 10個

ミニタオル
汗をかいたり、手を
洗ったり、持ち運び
やすいミニタオルは
出番がいっぱい！

交通安全 
キーホルダー
車や自転車のライト
でキラッと反射。
暗い夜道で存在を
知らせます☆

Ａ
セ
ッ
ト

Ｂ
セ
ッ
ト

合計2,783円 
のところ
▼

2,5002,500円！！
合計3,025円 

のところ
▼

2,5002,500円！！

お盆、おせがきお盆、おせがき、、こども会にピッタリのセット！！こども会にピッタリのセット！！

●価格は税込です。別途送料（代引きの場合は代引き手数料）がかかります。

各商品のサイズは出版目録をご参照ください各商品のサイズは出版目録をご参照ください

ＡＡセット BBセット

OROR

セット価格で大変お得です！

残り残り
わずか！
わずか！

１セットにつき10枚の 
なむちゃんビニール手提げ袋 
をお付けいたします！

サービス

ポケットティッシュ
配りやすいと大好評！
50個入りでお得！

うちわ
デザインリニューアル！
暑い夏の必需品！

A・Bセット
限定 各100セット！

©Hello! なむちゃん
浄土宗／しきしげゆき1993
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秋彼岸

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

お寺と檀信徒をむすぶ

ご利用には定期購読が便利です！

ご利用には定期購読が便利です！

充実の9項目

ふれあいマガジン

行事シリーズ

A5判　24ページ　オールカラー

19.6cm×39cm（四つ折り） 1部 44円（税込）

価格：122円（税込）

1回のお申し込みで、出来上がり次第、順次お届け
いたします。詳細につきましては、浄土宗出版へ
お問い合わせください。部数の変更や中止は下記
お届けの目安の1ヵ月前までにご連絡ください。
お届けの目安  ..............................................................

　春 彼 岸：2月上旬	 おせがき：4月上旬
　お 　 盆：6月上旬	 秋 彼 岸：8月上旬
　お 十 夜：9月上旬	 御 　 忌：12月上旬

1回のお申し込みで、出来上がり次第、順次お届
けいたします。詳細につきましては、浄土宗出版
へお問い合わせください。部数の変更や中止は下
記お届けの目安の1ヵ月前までにご連絡ください。

お届けの目安  ...........................................................

　春号：2月上旬　　夏号：5月上旬
　秋号：8月上旬　　冬号：11月上旬

浄土宗の年中行事の由来・意味はもちろん、 
エッセイ、コラムを収録。
エッセイは、全国の浄土宗教師による法話 

「北から南から」を。
コラムは「法然上人のお歌」と題し、上人が詠
まれたお歌と現代語訳とともに、趣旨や詠まれ
た背景などをわかりやすく解説しています。

◦この人を訪ねて 
ともいきインタビュー

小さな命をつなぐ 
ブルースシンガー 
音楽家・ 
一般財団法人  
国際セラピードッグ協会創始者
大木トオルさん

◦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
◦浄土宗　知っておきたい 

仏事作法の基本
◦自宅で簡単♡ ストレッチヨガ
◦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 
【七五三】

2022
秋号
No.116

年中行事の意義をやさしく解説したリーフレットです。
各ご寺院の法要のご案内に、ぜひ同封ください。

『浄土宗宗報・和合』本号に『かるな』秋号、行事シリーズ『秋彼岸』のサンプルを同梱しております。

秋彼岸

年中行
事で

檀信徒
さまに

お配り
くださ

い！




