




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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善導大師の
『観経疏』を読む� （第50回）

柴田泰山

善導大師像（大本山百萬遍知恩寺蔵）

はじめに
『論語』に「孝とは、自分が病気にならないようにして父母
に心配をかけないことだ」（為政篇）、あるいは「若者は、家の
中にあっては父母に孝行を尽くし、家の外にあっては年配者
の言葉に従うように」（学而篇）とあるように、「孝」とは父母に
敬意を以て仕え、そして養うことであります。さらに「父母の死
後は礼にしたがって葬り、礼にしたがって祭祀するように」（為
政篇）、あるいは「父の死後から三年の間は、亡き父の方針
を変更することがなければ、そのことを孝という」（里仁篇）と
もあり、両親の死後もなお「孝」が続くことが説かれています。
また『孝経』の冒頭には「孝こそが徳の根本である」「人
の身体は毛髪から皮膚まで、そのすべてが父母からいただ
いたものである。これを大切にし、たやすく損なったり、傷つ
けたりしてはならない。これが孝の実践の始点である。その
ように孝を第一として実践するならば、立派な人物として知
れ渡り、やがて後世にその名を残すこととなり、そのことが父
母の名誉ともなる。これこそが孝の実践の完成というもので
ある」（開宗明義章）と説き、「孝こそが最も徳が高い行為あ
る」（聖治章）と説示しています。さらに「孝もよって天下を統
治する」（孝治章）と説き、孝は個人の徳行に止まらず政治
の要ともされています。また両親の死後も孝を実践し続ける
こと（喪親章）が説かれています。この『孝経』の精神性は、
その後の中国文化の精神基盤となり、また中国の歴史を貫く
思想の源泉となっていきました。現代日本でなかなかこのよう
な「孝」の実践はできないかもしれませんが、古代中国にあっ
ては「孝」の実践が個人と国家の行動原理でありました。
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善導大師の『観経疏』を読む（第50回）

善導大師の時代も、この「孝」の実践が重要視されていたからこそ、以下に見るように大師も「孝」につ
いて詳細な言及を行っているものと思われます。

【１： 韋提希夫人の致請】
三に「亦令未来世」より、下「極楽国土」に至る已来は、正しく機を挙げ、修を勧め、益得
ることを明す。これ夫人の請する所、利益いよいよ深くして、未来におよぶまで回心すれば
皆到ることを明す。

【現代語訳】

第三に「亦令未来世」から、「極楽国土」までは、これは〔釈尊が三福という実践行の
説示対象である〕機を提示し、〔未来世一切凡夫に対して三福を〕実践することを勧め、

〔その功徳によって〕利益を受けることを明かしている。これは〔韋提希〕夫人が〔釈尊
に対して〕懇願した功徳は極めて深く、〔また〕未来〔世一切の凡夫〕も心を〔極楽世界
に〕振り向ければ、皆、〔極楽世界に〕往生することを明かしている。
　
ここは『観経』の「亦令未来世一切凡夫欲修
浄業者得生西方極楽国土」（また未来の世の、
煩悩に縛られた人々の誰であっても仏道を歩もう
とする者には、西方極楽世界へと往生できるよう
にしてあげよう）という経文を注釈した部分です。

このように三福という実践行は、韋提希のみなら
ず未来世一切凡夫を対象とした説示内容であり、
善導大師はこの部分における韋提希夫人の致請
を高く評価していることが分かります。

【２： 散善の機根について】
四に「欲生彼国者」より、下「名為浄業」に至る已来は、正しく三福の行を勧修することを
明す。これ一切衆生の機に二種有り。一には定、二には散なり。もし定行に依れば、すな
わち生を摂すること尽きず。これを以て如来、方便して、三福を顕開して、以て散動の根機
に応ずることを明す。

【現代語訳】

第四に「欲生彼国」から、「名為浄業」までは、これは三福の実践行を明かしている。こ
れはすべての衆生には二種類の宗教的実践能力（機）があることを明かしている。〔つま
り〕第一に精神を集中する実践行が可能な宗教的実践能力（定）と、第二に精神を集中さ
せることができない宗教的実践能力（散）である。もし精神を集中する実践行（定行）によ
るのであれば、すべての衆生を〔極楽世界への往生の対象として〕包括することができな
い。このことから釈尊（如来）は、方便を以て三福〔の実践行〕を開顕し、このことによっ
て精神を集中させることができない宗教的実践能力の人々に対応しているのである。
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ここは『観経』の

欲生彼国者当修三福一者孝養父母奉事師
長慈心不殺修十善業二者受持三帰具足衆
戒不犯威儀三者発菩提心深信因果読誦大
乗勧進行者如此三事名為浄業
（極楽往生を願うならば、三種のすぐれた仏道
（三福）を実践すべきである。一つには親孝
行に励み、指導者や先輩に仕え敬い、慈しみ
の心を絶やさず不殺生に努め、十善業を修め
ることである。二つには仏・法・僧の三宝に帰
依した上で、戒律をたもち、行いを正しくする
ことである。三つには仏になろうと決心し、因
果の道理を深く信じて、大乗経典を読誦し、

人々に仏道を歩むようにと勧めることである。
こうした三種の実践を仏道というのである。）

を注釈した部分です。三福行の説明に先立ち、ま
ず善導大師は「すべての衆生には二種類の宗教
的実践能力（機）があることを明かしている。〔つ
まり〕第一に精神を集中する実践行が可能な宗
教的実践能力（定）と、第二に精神を集中させる
ことができない宗教的実践能力（散）である。も
し精神を集中する実践行（定行）によるのであ
れば、すべての衆生を〔極楽世界への往生の対
象として〕包括することができない」と論じた上で、
『観経』の救済対象が「未来世一切凡夫」であ
ることを明示しています。

【３： 三福行について】
「欲生彼国」と言うは、所帰を標指す。 
「当修三福」と言うは、総じて行門を標す。
云何が三と名づくる。一には「孝

きょう

養
よう

父
ぶ

母
も

」とて、すなわちその四有り。

【現代語訳】

「欲生彼国」とは、〔未来世一切凡夫が〕往生する所を確定し、指示している。
「当修三福」とは、総じて実践行の教えを指示している。
どのような〔実践行のことを〕「三」とするかというと、つまり第一に「孝養父母」、〔第二に
「受持三帰」、第三に「発菩提心」、第四に「深信因果」という〕四〔種の実践行〕がある。
　
ここではまず極楽世界こそ往生を目指すべき世
界であることを示唆した上で、三福行について説
明が行われています。善導大師は「一には孝養
父母とて、すなわちその四有り」としか説示してい
ませんが、良忠上人の『観経疏伝通記』での解

説（『浄全』二・二七三頁・上）を参照すると、①世
福の「孝養父母」、②戒福の「受持三帰」、行福
の③「発菩提心」と④「深信因果」という四種の
実践行を提示しているものと思われます。

【４：「孝養父母」について①／四生の説明】
一に「孝養父母」と言うは、これ一切の凡夫皆縁によって生ずることを明す。
云何が縁による。あるいは化生有り、あるいは湿生有り、あるいは卵生有り、あるいは胎生
有り。この四生の中、各おのまた四生有り。経に広く説くがごとし。
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善導大師の『観経疏』を読む（第50回）

【現代語訳】

〔三福の中の〕第一の「孝養父母」とは、これは一切の凡夫はすべて縁によって〔この世
界に〕生を享けることを明かしている。
どのような縁によって〔生を享けるかと〕いうと、〔不可思議なる因縁のもとで自然に生を
享ける〕化生の者もあれば、〔湿気のもとで生を享ける〕湿生の者もあれば、〔卵によって
生を享ける〕卵生の者もあれば、〔母胎から生を享ける〕胎生の者もある。この四種の誕
生の中に、またそれぞれ〔にこの〕四種〔の誕生〕がある。〔なお〕この誕生〔の仕方〕に
ついては、経典に詳細に説示されている。
　
「孝養父母」について説明するにあたり、善導
大師はまず四生説を提示しています。なお、ここ

で大師が示した経典については明らかではありま
せん。

【５：「孝養父母」について②／父母の存在に関する説明】
ただこれ相い因って生ずれば、すなわち父母有り。すでに父母あれば、すなわち大恩有り。
もし父無くば、能生の因すなわち闕

か

け、もし母無くば、所生の縁すなわち乖
そむ

く。もし二人とも
に無くば、すなわち託生の地を失わん。要ずすべからく父母の縁具って、まさに受身の処有
るべし。すでに身を受けんと欲するに、自の業識を以て内因とし、父母の精血を以て外縁と
す。因縁和合す、故にこの身有り。
この義を以ての故に、父母の恩重し。
母懐胎し已って、十月を経るまでに、行住坐臥、常に苦悩を生じ、また産の時の死の難を
憂う。もし生じ已れば三年を経るまでに、恒常に屎

し

に眠り尿に臥して、床被衣服、皆また不
浄なり。その長大に及んでは、婦を愛し児を親みて、父母の処に、反って憎疾を生じて、恩
孝を行なわざる者は、すなわち畜生と異なること無し。

【現代語訳】

ただ〔それぞれの〕縁が互いに相寄って誕生するということは、つまり父と母がいる〔とい
うことである〕。父と母がいるのであれば、〔この父と母に対して〕大恩がある。もし父が
いなければ、誕生に際して直接的な因が欠けることとなる。〔また〕もし母がいなければ、
誕生に際して出生の縁に背くこととなる。もし〔父と母が〕ともにいなければ、この世界に
生を享けることができようはずもない。〔誕生に際しては〕必ず父と母の縁が〔両方とも〕
具わり、〔そのことによって初めて、生を享け〕身体を得ることとなる。身体を得るというこ
とは、〔つまり〕自身の〔これまでの〕輪廻の中における行為の積み重ね（業識）を内なる
因とし、〔さらに〕父の精と母の血を外の縁とすることである。〔この〕内なる因と外の縁と
が結びつくことで、この身があることとなる。このことから父と母に対する恩は重いのだ。
母が身籠って十月十日の間、いかなる時も、常に苦しみ、また出産に際しては死産を心配
する。もし誕生した後も、三年の間は常に大小便にまみれ、寝ている時に身に着けている
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服も汚れている。〔やがて〕この者が成長し、〔自らの〕妻を愛し、我が子を可愛がる〔よ
うになる〕。父と母の所にあって、反抗して憎しみや嫉妬の心を抱き、大恩のもと孝行を行
わない者は、つまり〔恩義を知らない〕動物と変わりない。
　
この部分はまさに中国の「孝」の思想を背景とし
た説示であります。また現代社会のあり方に対し

て、厳しい警鐘を鳴らしているようにさえ感じます。

【５：「孝養父母」について③／父母の存在に関する説明】
また父母は、世間福田の極なり。仏は、すなわちこれ出世福田の極なり。
然るに仏在世の時、時年の飢倹なるに遇

あ

値って人皆餓死して白骨縦横なり。諸もろの比
丘等乞食するに得難し。時に世尊、比丘等の去りぬる後を待ちて、独り自ら城に入って乞
食したまう。旦より中に至るまで、門門喚び乞いたまえども、食を与ふる者無し。仏還

ま

た鉢を
空しくして帰りたまう。明日また去

ゆ

きたまうに、また得たまわず。後の日また去きたまうに、また得
たまわず。
たちまち一

ひと

りの比丘有り、道に逢って仏を見たてまつるに、顔色常に異にして、飢相在るに
似たり。すなわち仏に問いたてまつりて言さく、世尊、今すでに食し竟りたまえりや。
仏言く、比丘、我れ三日を経てより已来、乞食するに一匙をも得ず。我れ今飢虚して力無
し、能く汝とともに語せんや。
比丘、仏語を聞き已って、悲涙して自ら勝

た

うること能わず。すなわち自ら念言すらく、仏はこれ
無上の福田、衆生の覆護なり。我れこの三衣を売却して、一鉢の飯を買い取って、仏に奉
上せん、今まさにこの時なりと。
この念を作

な

し已って、すなわち一鉢の飯を買い得て、急ぎ将
も

って仏に上る。
仏知ろしめして故

ことさ

らに問うて言く、比丘、時年飢倹して、人皆餓死す。汝今何れの処にし
て、この一鉢純色の飯を得来れるや。
比丘前のごとくつぶさに世尊に白す。
仏また言く、比丘、三衣は、すなわちこれ三世諸仏の幢相なり。この衣の因縁、極めて尊く
極めて重く極めて恩有り。汝今この飯に易

か

え得て我れに与うること、大いに汝が好心を領す
れども、我れこの飯を消せじ。
比丘重ねて仏に白して言さく、仏はこれ三界の福田、聖中の極なる、なお消せじと言ば、仏
を除いて已外、誰か能く消せん。
仏言く、比丘、汝に父母有りや已不や。
答えて言さく、有り。
汝将って父母を供養し去れ。
比丘言さく、仏なお消せじと云いたまう。我が父母あに能く消せんや。
仏の言く、消することを得てん。何を以ての故に。父母能く汝が身を生ず、汝に大重恩有
り、これに為って消することを得ん。
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善導大師の『観経疏』を読む（第50回）

仏また比丘に問いたまう。汝が父母、仏を信ずる心有りや否や。
比丘言さく、すべて信心無し。
仏言く、今信心有るべし。汝が飯を与えるを見ば、大いに歓喜を生ぜん。これに因ってす
なわち信心を発さん。まず教えて三帰依を受けしめよ。すなわち能くこの食を消せん。
時に比丘、すでに仏の教を受けて、愍

みんごう

仰して去りぬ。
この義を以ての故に、大いにすべからく父母に孝養すべし。

【現代語訳】

また父と母は、この〔沙婆〕世界において福徳を生み出す究極〔のもの〕である。〔一
方、〕仏は、覚りの世界において福徳を生み出す究極〔のもの〕である。
仏が在世の折、ある時、飢饉となって多くの人が餓死し、遺骨が散乱していた。〔そのよう
な状況であるので〕諸々の出家者たちが托鉢に出かけても、〔食べ物を〕得ることが難し
かった。このような時に釈尊が、他の出家者たちが〔托鉢のために訪れていた街から〕立
ち去った後に、一人で城内に入って托鉢を行われた。早朝から正午に至るまで、一件一件
の軒先で声をかけても、〔釈尊に〕食事を与える家はなかった。仏が〔城内を〕回り終わっ
ても、鉢の中は空のままで帰って行った。翌日も〔托鉢に出かけても〕、また〔何も食べ物
を〕得ることはできなかった。またその次の日も、〔仏が托鉢に出かけても〕、また〔何も
食べ物を〕得ることはできなかった。
その時、一人の出家者が往来で仏に出会った。〔その時の仏の〕顔色はいつもと異なって
おり、見るからに飢えていたようであった。〔この者が仏に出会うや、〕すぐに仏に「釈尊
よ。今日はもう、何かお召し上がりになりましたか」と質問した。
〔すると〕仏は「出家者よ。私はこの三日の間、托鉢を続けたが、ひとさじも口にすること
はできていない。私は今、飢渇しており、〔まったく〕力もない〔状態である〕。〔だから今
もこうして〕そなたと何とか話している〔ところだ〕」と答えた。
出家者は仏の〔この〕言葉を聞き終わると、悲〔しみのあまり〕涙を流し、自分で〔その涙
を〕抑えることができなかった。そして自分の心の中で「仏こそが最上なる福徳を生み出
す存在であり、人々を覆い護る〔存在である〕。〔今こそ〕自分が〔身に着けている、仏道
修行のためのこの〕三種の衣を売却して、一膳分の食事を買って〔用意し〕、仏に献上し
よう。今こそこの時である」と思った。〔出家者は〕このように考えると、すぐに〔三種の
衣を売却して〕一膳分の食事を手に入れ、急いで〔この食事を〕仏に献上した。

〔すると〕仏は、〔事の次第をすべて〕知った上で、意図的に〔この〕出家者に「この年の
飢饉のせいで、多くの人が餓死している。〔この状況にあって〕そなたは今、〔一体〕どこ
で一膳の〔このように〕光輝く食事を手に入れてきたのか」と問うた。
出家者は先程のとおり〔心に思ったことを〕詳細に釈尊に話した。
仏は続けて〔出家者に〕「出家者よ。〔仏道修行のための〕三種の衣とは、これは過去と
未来と現在の諸仏の袈裟〔のこと〕で〔も〕ある。この〔三種の〕衣の因縁は極めて尊い
ものがあり、〔また〕極めて重んじるべきものであり、〔また〕極めて〔大〕恩あるもので
〔も〕ある。そなたは今、〔このように極めて尊重すべき袈裟を〕このように一膳の食事
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に取り替え、〔仏たる〕我が身に与えようとすることで、そなたの気持ちは大いに満足しよ
うが、私はこの〔一膳の〕食事を〔受け取り〕食べるわけにはいかない」と答えた。
出家者は重ねて仏に「仏こそ三界にあって福徳を生み出す存在でございます。〔仏こそ〕
聖なるもの中でも、究極の存在でございます。〔その仏がこの一膳の食事を〕食べること
ができない仰せになるのであれば、仏以外に〔一体〕誰が〔この一膳の食事を〕食べるこ
とができるというのでありましょうか」と申し上げた。
仏は「出家者よ。そなたには父と母がいるか、どうか」と言った。

〔出家者は〕答えて「〔はい、父も母も〕ございます」と言った。
〔仏は〕「そなたは〔この一膳の食事を〕持って、〔その〕父と母に供養するために〔今す
ぐここを〕立ち去るがよい」〔と言った〕。
出家者は「仏が召し上がらないと仰せになったものを、どうして我が父と母が食べること
ができましょうか」と言った。
仏は「〔構わぬ。よいからそなたの父と母にこの一膳の食事を〕食べてもらうがよい。何
故かといえば、父と母がそなたの〔その〕身を〔この世界に〕生まれさせたのだ。〔そなた
の父と母は、〕そなたにとっては極まりないほどの大恩がある。だから〔この一膳の食事
を〕食べてもらうがよい」と言った。
仏は〔また〕出家者に「そなたの父と母は、仏を信じる心を有しているか、どうか」と問うた。
出家者は「〔我が父と母には〕まったく〔仏を〕信じる心はございません」と答えた。
仏は「〔ならば〕今こそ〔そなたの父と母が、仏に対して〕信心を発す〔時である〕。〔そ
なたの父と母が、〕そなたが一膳の食事を差し上げるところを目の当たりにすれば、〔きっ
と〕大いに喜ぶことであろう。このことで〔そなたの父と母は、仏に対して〕信心を発す
〔きっかけとなる〕ことであろう。〔そうしたならば、そなたは〕まず〔父と母に対して〕三
宝に帰依することを教え、〔そして三宝への帰依を〕誓わせよ。そうすれば〔そなたの父
と母は〕この〔一膳の〕食事を口にすることができる〔であろう〕」と言った。
すると出家者は、この仏の教えを受け、〔仏に対して〕恭しく礼拝をして、〔その場を〕立
ち去った。
以上のようなことから、大いに父と母に〔心から〕孝養を尽くすべきである。
　
ここは出典未詳でありますが、善導大師が聴衆
に対して語った仏教における「孝」のあり方の寓

話となっています。

【５：「孝養父母」について④／摩耶夫人に関する説明】
また仏母摩耶、仏を生じて七日を経已って、すなわち死して忉

とう

利
り

天
てん

に生ず。仏後成道した
まいて、四月十五日に至って、すなわち忉利天に向って、一夏、母の為に説法したまう。十
月懐胎の恩を報ぜんが為なり。
仏すらなお自ら恩を収めて父母に孝養したまう。何にいわんや凡夫として孝養せざらんや。
故に知んぬ、父母の恩深く極めて重きことを。
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善導大師の『観経疏』を読む（第50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。

このように善導大師は、「父と母の大恩というも
のは、とても深く、そして極めて重いものである」と

いうことを強く主張しています。

【小結】

これまで阿闍世の五逆罪を説示してきた『観経疏』が、こうして真逆の「孝」について詳細に説示を行っ
ていることは、善導大師の目から見た阿闍世の五逆罪が本当に重い罪であったことを意味するものでもあり
ます。また古代中国における「孝」の実践は、単なる親孝行ではなく、それ以上にあるべき人倫の道である
ことがよく分かります。だからこそ仏教における究極の「孝」の実践は、両親を仏教へと導くことであり、この
ことを善導大師は強く主張しています。中国哲学の専門家である加地伸行の『孝経　全訳注』（講談社学
術文庫）という著作があります。古代中国および日本における「孝」の実践に関する歴史と思想が詳しく解
説されていますので、是非ご覧になってみてください。

【現代語訳】

また仏の母であるマーヤ夫人は、仏を出産して七日を経て亡くなり、忉利天に生まれた。
仏はその後に成道して、四月十五日になって、忉利天に向かって、一夏、母のために説法
をなされた。〔これは、その身に〕十月の間、仏を身籠っていた恩に報いるためである。
仏でさえも自ら恩を感じて、父と母に孝養を尽くされている。そうであるのに、どうして凡
夫が〔自身の父と母に〕孝養を尽さないことがあろうか。〔凡夫であっても、両親に孝養を
尽くさなければならない。〕
故に知るべきである。父と母の大恩というものは、とても深く、そして極めて重いもので
あるということを。
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②経済的職業的自由とは？

[2] 水平社宣言と現代

いまさら聞けない！ 人権ってナニ？

前号から続きます。

たとえば、「水平社宣言」は「平等」と「自由」

を並べて論じており、「平等」だけを取り上げて

いるわけではありません。もっと言えば、「平等」よ

りも「自由」に力点があるとさえ感じられます。②

の「自ら解放せんとする者の集團運動を起せる」

というのも、自由の1つといえます。「綱領」でも、

「経済の自由と職業の自由」と述べて、「平等」

とは一言も言っていません。（②というのは、前号

で「水平社宣言」の段落につけた番号です。以

下③④なども同じです）

国際人権運動に関わるある方から、「戦前の

水平社は自由と平等と言っているのに、どうして

戦後の部落解放運動では平等だけを取り上げて

きたのか」という問題提起をいただいたことがあり

ます。確かに、そういえば戦後の部落解放運動

や同和行政ではそれほど「自由」という言葉を繰

り返してきたわけではないように思います。

前回の最後あたりに、「水平社にとって『経済

的職業的自由』とは、差別の根源に関わることが

らでこれほどの深みをもって認識されていたという

ことになります」と書きました。「これほどの深み」

というのは、次のような意味です。

通常、経済的職業的自由と言えば、どんな経

済活動もでき、どんな職業に就くこともできるという

意味をもつといってよいでしょう。封建制のもとで

は、身分ごとに先祖代々の職業が定められてい

て、子どもはそれに就くほかないというイメージが

あります。それに対して、資本制社会にあっては、

個々人が自由に仕事を選べるという原則がなけ

れば社会が成立しません。どんな職業に就き、ど

の会社に就職するかは、本人が決められるので

す。「自由な労働力」とは、そんなふうに「自由に

仕事を選べる労働力」という意味です。

ただ、「水平社宣言」のなかでは、「どんな仕

事にでも就けるようにせよ」と書いているわけでは

ありません。「と畜業」や「皮革業」に就いてきた

ことによって悔しい思いを重ねてきた。分断され、

差別されてきた。それによって命を落とすことさえ

あった。だから「陋
ろうれつ

劣なる階級政策の犠牲者」

であり「産業的殉教者」なのです。けれども、だ

からといって、この仕事を辞めたいと主張するわ

けではありません。逆に、その仕事の大切さを述

べています。この段落に続く「④吾々がエタであ

る事を誇り得る時が來たのだ」ということばがそ

れを示しています。経済的職業的な面で言えば、
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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？

「と畜業や皮革業に就いていて何が悪い」とい

うことです。

そうだとすれば、「水平社宣言」が求める経

済的職業的自由とは、「と畜業」や「皮革業」に

就いているそのままでも誇りをもって暮らせるよう

にすることだとは言えないでしょうか。そうなれば、

「陋劣なる階級政策の犠牲者」であり「産業的

殉教者」であったという被差別部落の人たちの

社会的位置は変化します。

さきにもふれた「自由な労働力」とは、「自由に

仕事を選べる労働力」という意味をもつだけでは

ありません。同時に、生産手段を持たず、だから

誰かに雇ってもらうしか生きる道がないという「財

産から自由な労働力」、つまり「財産を持たない労

働力」という意味もあります。だれにも雇ってもらえ

なければ、暮らしていけない。飢えざるをえない。

生鮮食料品のように日持ちがしない商品なので

す。だから、雇う側からすれば買いたたくことが可

能です。資本家は安い賃金で労働者を雇うこと

ができるのであり、労働者側は弱い存在だというこ

とになります。「働きたい人は他にもたくさんいる。

あなたがこの賃金で嫌なら、別な人を雇いますよ」

といえるわけです。この「別な人」を部落の人と

すれば、明確な差別であり、差別の助長です。憲

法第２８条で「勤労者の団結する権利及び団体

交渉その他の団体行動をする権利は、これを保

障する」と定めているのも、労働者がそのような意

味で弱い立場にあることを前提としています。

水平社宣言に大きな影響を及ぼしたと言われ

る佐野学は、日本共産党の結成や初期の活動

にも影響を及ぼしています。その日本共産党の

1924年「綱領草案」では、日本社会の解放を担

う3つの被搾取階級として賃金労働者、農民大

衆、被差別部落民をあげています。つまり、佐野

学は、被差別部落の人たちを日本社会の解放運

動の中軸の1つと見なしていたということです。も

しも「水平社宣言」がこのような見方の延長線上

にあったとすれば、「④吾々がエタである事を誇り

得る時が來たのだ」とは、自分たちが社会変革の

担い手となる時代が来たのだという意味をも含ん

でいることになります。

解放された社会とは、「と畜業」や「皮革業」

に就いていたとしても、そのままで解放される社会

ということになります。そしてこれこそ、「水平社

宣言」で言う「経済的職業的自由」の意味なの

かもしれません。
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覚りの境地は
� 説き難い

さらにまた、私が法を説き示したとしても、他の者たちが私のことをよく理
解できないならば、それは私にとって徒労となるであろうし、それは私にとっ
て苛立ちとなるであろう。 『聖求経』

釈尊のことば

釈尊の教えは無上甚深微妙の法と形容され、また
八万四千の法門とも言われます。これは釈尊の説いた
仏法が非常に奥深く、かつその内容も多岐に渡ってい
ることを示しています。八万四千というのは決して単
なる誇張ではありません。実際に種々の経典などを集
めた大蔵経と呼ばれる書物は、非常に長大なものとな
るため、由緒ある寺院では「経蔵」という専用の建物
を用意して保管しています。
では、釈尊はなぜ蔵を埋め尽くすほど多くの教えを、

説く必要があったのでしょうか。まず、釈尊がその教
えによって伝えようとした、修行者の最終目標である
覚りの境地というものが、本来は語り得るものではな
い、という理由があります。したがってその道を示す
法を説くためにも、相当の覚悟と工夫が必要となりま
す。他ならぬ釈尊も成道後、自らの教えが理解されな
いことを恐れて説法をためらっています。
しかし幸いなことに、釈尊の教えが伝えられないこ

とを惜しんだ梵天の要請によって釈尊は考えを改め、
衆生を導く決意を固めます。これが有名な梵天勧請で
す。その後の初転法輪を皮切りとして、インド各地で

沢山の教えが説かれたことは、周知の通りです。
さて、釈尊の教えがこれほど様々な内容を持ってい

ることには、もうひとつ理由があります。それがいわ
ゆる対機説法という考え方です。釈尊は教化の対象
である様々な衆生の、理解力や潜在能力を見抜く力を
持っていました。この、仏法に対する素質や素養のこ
とを機根と言います。対機説法とは相手の機根に応じ
て、それに適した法を説くということです。
この対機説法というのは、浄土宗の教えとも深い関

係があります。というのも浄土宗が救済の対象とする
末代の凡夫というのは、かつての立派な出家者たちと
違い、難解な教えを理解したり、厳しい修行を実践し
たりする能力を持たないからです。ゆえに我々凡夫に
向けた教えも特別なものとならざるを得ません。我々
は、現世において覚りを得ることはできません。しかし
念仏往生の教えに従い、極楽という理想的な環境にお
いて修行に励むことで、そこで覚りを得ることができま
す。このように、我々凡夫には本来たどり着くことので
きない覚りの境地へと導いてくれるのがお念仏の教え
であり、これこそ対機説法の賜物と言えるでしょう。

【文】浄土宗総合研究所　釈尊聖語の広報・布教用現代語訳研究プロジェクト　渡邉眞儀
本研究では広報・教化活動のさまざまなシーンを念頭に、法然上人や浄土三部経などの言葉と対照し得る釈尊の言葉を選
び出したうえで、浄土宗らしい現代語訳を施すことを目的とし活動するプロジェクトです。

このたびこそは必ず往生するぞと思い定めるべきです。享
う

けがたい人の身としてこの世に生を享け、遇いがたい
念仏往生のみ教えにめぐり遇い、苦しみ多いこの娑婆世界を厭

いと

って、極楽を願う気持ちが発
おき

たのです。阿弥陀さま
の本願はまことに慈悲深いのですから、往生するか否かは、そなたの心がけ次第です。決してお念仏を怠ることな
くつとめ励んで、必ず往生するのだということを心得なさい。
� 【津戸三郎へつかはす御返事（或時の消息）（『文庫版 法然上人のご法語①』法語番号59-2、『昭法全』607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
35
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嬉しい時も、悲しい時も、それでも食卓につき、生きてゆく
「食べ物」をテーマに女の子の感情や思い出

を結び紡いで、人生の一幕を鮮やかに描き出し
たショートストーリー集。人は嬉しい時も、悲しい時
も、怒っている時も、辛い時も、それでもお腹はす
き、食卓につき、ご飯を食べて生きてゆくのだ。普
段は特別に意識することもなく口にしている食べ物
の「甘い」「苦い」「すっぱい」「熱い」「冷たい」と
いった味覚は、実は私たちの記憶に深く刷り込まれ
ており、その細やかな感情の発露が密度深く打ち
すえられる作品群である。その中の一つ「えっちゃ
んのママのバジリコ・スパ」を紹介しよう。

主人公は高校を退学したばかりの女子高生。学
校にも家庭にも居場所がなく、やさぐれて公園のベ
ンチに座っていたときに偶然、中学校の同級生のマ
マと再会する。「いい子」だった中学時代はよくご
飯をご馳走になっていたが、今はすっかり出で立ち
も変貌して同級生とも没交渉。そんな主人公の姿
からママは目をそらすことなく、静かに「久しぶりにう
ちにご飯を食べにいらっしゃい」と声をかける。昔か
ら自然志向だったママは、自ら育てたハーブを肉料
理やソースに入れて、いつも必ず「セージの学名に
は救うという意味があるの」などと解説する生真面
目な性格。中学生の当時はそれを聞き流していた
主人公。今回もとびっきり美味しいバジリコ・スパゲッ
ティがふるまわれ、そっとひと言が添えられる。

「バジルには〝再生〟って意味があるのよ。まだ
終わってなんかいないのよ」

主人公はその後、家出もせず、大学にも行き、
普通の会社員になった。不満はない。そして大人
になってから、バジルには「再生」という意味がな
かったことを知る。同級生のママのでたらめだった
のだ。それが「むしろ嬉しかった」。

時がたち、同じ公園のベンチで、今度はママが
座っているところに主人公が出くわす。ファミレスで
近況を報告し合うと、現在ママは離婚して一人暮
らし、同級生ともしばらく会っていないことが告げら
れる。「いい妻でも、母でもなかったみたい」とつ
ぶやく寂しそうなママに、主人公は「バジリコ・スパ
を食べましょう」と提案する。それは世界でただ二
人だけが知る「やさしい嘘」なのだった。

わずか16頁の作画で首尾よくテーマを収束させ
て合釈する力量にうならされ、つい仏教説話として
読み解きたくなるような抜群の物語力もそなえてい
る。ママの言葉に重心を置けば「嘘も方便」に通
ずるような訓示であり、主人公の立場なら一方的
に与えられたと思っていた「恩」が思わぬ形で環
流して互いが報われてゆく因縁譚だろうか。ほか
のエピソードも一切皆苦（ライ麦100％のライ麦パ
ン）や利他行（妹の極上のスクランブルエッグ）、慈
悲（ポケットの中のミントガム）などの仏教用語を思
い起こさずにはいられない。ぜひご一読をお勧め
したい。

※上記二次元バーコードより「えっちゃんのママのバジリコ・
スパ」が試し読みできます。

『女の子の食卓』
著者：志村志保子　　出版社：集英社
出版年月：2005年10月（単行本全8巻）　ISBN：978-4-08-856648-1

評者紹介：工藤 量導（くどう りょうどう）
1980年生まれ。大正大学大学院博士後期課程終了（博士・仏教学）。専門は中国隋唐代の浄土教思想。著書に『迦才

『浄土論』と中国浄土教―凡夫化土往生説の思想形成―』（法藏館、2013年）がある。現在、浄土宗総合研究所研究
員、浄土宗教学院主事、大正大学非常勤講師、淑徳大学兼任講師、浄土宗本覚寺（青森県今別町）副住職。

オススメの一作オススメの一作

作品紹介 女の子の食卓
集英社 Cookie (shueisha.co.jp)

浄土宗教師の日々の法務の糧となるような一作を、本連載では、
広く親しまれているアニメや漫画の中からご紹介します。
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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

R5.2.16（木） 
 ～3.5（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（再開）の登嶺日は令和5年2月15日（水）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） 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）

R5.1.30（月）
 ～2.1（水） 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）
 ～30（木） 金戒光明寺 ￥4,050

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

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

再開
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行
事
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16～19頁
4.27（水）～28（木）

教化研修会館
 

6.22（水）～23（木）

9.5（月）～6（火）

R5.3.8.（水）～9（木） （地方開催）

10.4（火）～5（水） （地方開催） 尾張教区：名古屋ガーデンパレス

●実践講座（『選択集』編）　※詳細は23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）　　
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19回 R5.1.23（月）

●実践講座（布教編）　※詳細は26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25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併修

第4回 R5.2.17（金）

●実践講座（寺院運営編）　　※詳細は27頁
第1回 7.8（金） 教化研修会館

※WEB併修第2回 R5.3.1（水）

●実践講座（ともいき編）　※詳細は24・28頁
第1回 11.16（水） 教化研修会館

第2回 R5.2.13（月）
教化研修会館 ※WEB併修

第3回 R5.3.14（火）

●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

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

中止
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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）
※地方開催（近畿地区併修）

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）

※ 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

11：50 開会式 10：45 ⑤「法式・別時」 〔90分〕

12：00 ①「仏教学」 〔90分〕 12：15 休憩

13：30 休憩 13：15 ⑥「実践僧侶論」 〔90分〕

13：45 ②「宗学」 〔90分〕 14：45 休憩

15：15 休憩 15：00 ⑦「社会貢献」 〔90分〕

15：30 ③「伝道」 〔90分〕 16：30 閉会式

17：00 第1日目　終了 16：45 解散

終 了

終 了

終 了

終 了
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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
※地方開催

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
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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）　終了   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）　終了  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） 　中止　
第19回  令和5年1月23日（月）　「行者存念」「随順仏教」「退縁悪知識」　終了

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）　終了

第2回  9月12日（月） 「法話のい・ろ・は」（後編）　終了

第3回  12月13日（火） 「法話の実際」　終了

第4回  令和5年2月24日（金）　「布教実演」
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法 式 編   
法務に必要な知識・作法など、日々の寺院活動現場で知っておきたいテーマを取り上げます。

第1回  10月11日（火） 「葬儀式」 講師：法儀司 太田正敬　終了

第2回  11月2日（水） 「戒名」 講師：一級法式教師 八橋秀法　終了

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　終了

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   
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  11月16日（水） 「お寺での介護者カフェ立ち上げ講座」　終了

 

第2回  令和5年2月13日（月） 「楽しく学ぶ人権 ―貧困問題を人権課題として捉えるために―」

第3回  令和5年3月14日（火） 「災害時、寺院に求められる連携支援とは ―寺院と地域と自治体―」

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

第1回  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  令和5年3月1日（水） 「宗教法人の税務について」 講師：浄士宗顧問会計士 石井啓之

講師： 浄土宗総合研究所研究員 東海林良昌

医師、医学博士、 
東京都健康長寿医療センター研究所副部長、 
東京大学・上智大学非常勤講師、大正大学地域構
想研究所非常勤所員 岡村毅

講師：NPO法人こどもソーシャルワークセンター理事長
 幸重忠孝

 浄土宗人権同和啓発講師 堤康雄　

 ひとさじの会事務局長・大正大学非常勤講師 
 吉水岳彦

講師：大阪大学大学院教授・ 
 宗教社会学博士（Ph.D.） 稲場圭信

 災害支援ネットワーク Iwaki（DSNI）会長 
 馬目一浩

 浄土宗総合研究所副所長 戸松義晴
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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、88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21回）

日　時 令和5年 2月9日（木）　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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日　時 令和5年 2月13日（月）　午後零時20分 から 4時50分 まで

講　師

NPO法人こどもソーシャルワークセンター理事長  幸重 忠孝
浄土宗人権同和啓発講師  堤 康雄  （伊勢教区 蓮浄寺）
ひとさじの会事務局長・大正大学非常勤講師  吉水 岳彦 （東京教区 光照院）
皇學館大學准教授  吉田 明弘

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。

12：00 受付

12：20 開講式・資料確認等

12：30 講義①

13：40 休憩

13：50 講義②

14：50 休憩

15：00 講義③

16：00 休憩

16：10 パネルディスカッション

16：50 閉講式

● 時間割（予定） ● 各講義の内容
講義①「子どもの貧因から考える人権問題」（基調講演）
幸重 忠孝（NPO法人こどもソーシャルワークセンター 
　　　　　理事長）
格差社会が広がる中で、生まれた家庭によって子どもたち
の人生がほぼ決まっていく世の中になっています。貧困課
題を抱える家庭で育つ子どもたちの現実とそのような子ど
もたちを支える地域の居場所を紹介します。

講義②「生きる力ってなんだろう？」
堤 康雄（伊勢教区蓮浄寺住職・浄土宗人権同和啓発講師）

講義③ 「念佛者による支縁 ―貧困の現場から―」
吉水 岳彦（東京教区光照院住職・ひとさじの会事務局長・ 
　　　　　大正大学非常勤講師）

パネルディスカッション
ファシリテーター 吉田 明弘（皇學館大學准教授）
パネラー 各講義の講師3名

楽しく学ぶ人権
―貧困問題を人権課題として捉えるために―

実践講座　ともいき編（第2回）

● 講義概要
SDGs（持続可能な開発目標）で掲げられる17目標には、「貧困をなくそう」が項目の一つとしてあり、

現代社会においても、子どもの貧困問題、路上生活者の問題等の貧困問題が報道で知られるところで
す。社会福祉の観点や自己責任論として論じられることが多くありますが、世界人権宣言にある社会権に
照らしあわせると人権課題として捉えることが出来ます。今回の実践講座ともいき編では、自身が権利の
主体（エンパワメント）であるとの観点から貧困問題を学び、浄土宗の一員として貧困問題の理解を深め
ていただきたく開講します。

● 備　考
•本講座は、寺族、宗徒の方も 
受講可能です。

対象
僧侶・寺族

※講座のお申込みは、88ページをご覧ください。
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日　時 令和5年 2月17日（金）　午後零時55分 から 4時30分 まで

講　師 一級法式教師  坂上 典翁  （東京教区 勝運寺）

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。

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
本宗の法要の基本となる日常勤行式について講義い
たします。まず、現在の勤行式に至るまでの変遷の概
略を解説し、その後、音声を中心として、威儀、犍稚を
実習いたします。
また、倚座での法要が多くなった現在、法要集を基本と
しながらも、実際の現場でも応用できるような工夫も提
案したいと思います。

「日常勤行式」

実践講座　法式編（第4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4回　日常勤行式　　令和5年1月17日（火）　 締め切りました

※講座のお申込みは、88ページをご覧ください。
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● 各講義の内容
法話を上達させるには、「聞け書け語れ　座を重ね　
人に聞かせて　癖（くせ）をなおせよ」と昔からよく言
われています。つまり他人の法話を聴聞して、そこで
法説の示し方や比喩・因縁話の按配を学び、それから
原稿を書くのも一つの方法というのです。さらに話す
内容を覚え読み込んで、人前で話して座を重ね、最後
は悪い癖を修正していけば、徐々に話は進歩するもの
です。要するに話の見直しや、練習こそがむしろ重要
になります。今回は、通夜・法事の法話に用いる説話
や比喩・因縁の話材を挙げながら、「法話のまとめ方」

「原稿の書き方と練習法」「話し方と作法」について
解説します。

「布教実演」

実践講座　布教編（第4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？
布教伝道規程第二条に“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5年2月24日（金）　午後零時55分 から 4時20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）

大本山金戒光明寺布教師会会長  日下部 謙旨  （兵庫教区 慶光寺）

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

12：30 受付

12：55 開講式

13：00 講義①　90分

14：30 休憩

14：50 講義②　90分

16：20 閉講式

● 時間割（予定） 

※講座のお申込みは、88ページをご覧ください。
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日　時 令和5年 3月1日（水）　午後1時 から 4時30分まで

講　師 浄士宗顧問会計士  石井 啓之

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。

12：30 受付

12：55 開講式 ・ 諸連絡

13：00 講義①

14：00 休憩

14：15 講義②

15：15 休憩

15：30 講義③

16：30 閉講式

● 時間割（予定） ● 講義の内容
【講義①】
宗教法人の会計実務

【講義②】 
調整中

【講義③】 

事前質問に関する回答

「宗教法人の税務について」

実践講座　寺院運営編（第2回）

● 講義概要
本講座は、実践講座(寺院運営編)と題し、「宗教法人の税務について」をテーマに、税務に関する基

礎的な知識と、宗教法人としての会計実務について詳しく説明いただき、また、事前に受け付けた質問に
関しての回答を行います。

対象
僧侶・寺族

※講座のお申込みは、88ページをご覧ください。

27和合　令和5年　2月号



日　時 令和5年 3月14日（火）　午後1時 から 4時30分 まで

講　師
大阪大学大学院教授・宗教社会学博士（Ph.D.）  稲場 圭信
災害支援ネットワークＩｗａｋｉ（ＤＳＮＩ）会長  馬目 一浩  （福島教区 阿弥陀寺）
浄土宗総合研究所副所長  戸松 義晴 （東京教区 心光院）

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。

12：30 受付

12：55 開講式及び講師紹介等

13：00 講義①

14：00 休憩

14：15 講義②

15：00 休憩

15：15 パネルディスカッション

16：30 閉講式

● 時間割（予定） ● 各講義の内容
講義①「災害時、寺院に求められる連携支援」
担当講師： 稲場 圭信
寺院の避難所運営における自治体との連携の取り方や、災
害時協力協定の締結までの手順など、災害時に必要な連携
について具体的な実践の取り組みを学びます。
講義②「寺院・僧侶間の相互支援」
担当講師： 馬目 一浩
東日本大震災と令和元年東日本台風の２度の大規模な災
害の経験から、災害時に地域を越えて寺院・僧侶間の相互
支援を実現するために必要なことを学び、寺院が支援や復
旧、復興の地域拠点となるための知識を身に付けます。
講義③ パネルディスカッション
コーディネーター 戸松 義晴
パネリスト 稲場 圭信
 馬目 一浩

災害時、寺院に求められる連携支援とは
―寺院と地域と自治体―

実践講座　ともいき編（第3回）

● 講義概要
近年、全国で自然災害が頻発するなか、社会が寺院に期待する社会貢献の一つに、「避難所」となる

ことが求められています。ただし、寺院が避難所となるには、寺院単独では被災者の命を守ることはでき
ません。衣食住における地域、自治体等との協力関係を築くことが重要で、いま各地で宗教施設と地方
公共団体の間で災害時協定の締結が進んでいます。

本講座では、寺院は地域や自治体とどのように連携できるのかを確認し、地域に合わせた防災・備蓄の
方法から、災害に備えたネットワークづくり、人材育成など、寺院による災害時対応の具体的な実践方法
を学びます。

● 備　考
•本本講座は宗徒の方も 
受講可能です。

● 協　力
公益財団法人 浄土宗ともいき財団

対象
僧侶・寺族

※講座のお申込みは、88ページをご覧ください。
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教師研修（少僧都研修）講座
日 程

場 所

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

 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 終了

 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 終了  

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 終了

 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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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）　 締め切りました

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）　 締め切りました

 • 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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2月20日（月）
＜令和3年度浄土宗学術賞＞

「敬西房信瑞の著作と背景」
国際仏教学大学院大学 
日本古写経研究所研究員 前島 信也

　法然上人の孫弟子である敬西房信瑞は、非常に
マイナーな人物であるが、音義書や伝記といった
多彩な著作を著している。なかでも、浄土三部経
に対して音義を付した『浄土三部経音義集』や諏
訪信仰者との問答書である『広疑瑞決集』は、非常
に特異な内容を有しながらも、当時の宋代文化や
説話の影響を強く受けていることが明らかとなっ
た。本講義では、信瑞著作を紹介しながら、各著作
の成立背景などについて明らかにしたい。

2月20日（月）・21日（火）
＜本講＞

「法然教団形成の足跡 
―法然上人滅後から室町時代中期にかけて―」

京都華頂大学学長　中野 正明

　法然上人（以下、尊称を略す）滅後から概ね室町
時代中期、具体的には浄華院等凞が香衣勅許を蒙
り参内し没後慧照国師号が下賜されるまでの間
が、法然を祖師とする専修念仏教団の基礎が形成
された足跡を考察するうえに重要な期間というこ
とができる。
　『知恩講私記』『四巻伝』『醍醐本』『源空聖人私日
記』等比較的初期に成立した法然伝、及び『九巻

第120回教学高等講習会

日 時

場 所

令和5年 2月20日（月） 午前10時 から
 23日（木） 午後4時30分 まで

大本山増上寺（光摂殿大広間）　〒105-0011　東京都港区芝公園4-7-35

※新型コロナウイルス感染症拡大により、東京都に蔓延防止等重点措置または緊急事態宣言が 
発出された場合は、WEB配信に切り替えての実施を予定いたしております。）

2月20日（月） 2月21日（火） 2月22日（水） 2月23日（木）

9：30 受付 8：30 受付 8：30 受付 8：30 受付

10：00 開講式
【光摂殿大広間】 9：00 講義

中野正明 9：00 講義
伊藤真昭 9：00 講義

松永知海
10：30 講義　前島信也

12：00 休憩 12：00 休憩 12：00 休憩 12：00 休憩

13：00 講義　
中野正明 13：00 講義

大塚紀弘 13：00 講義
服部淳一

13：00 講義
青木 淳

16：00 閉講式

16：00 第1日目終了 16：00 第2日目終了 16：00 第3日目終了 16：30 全日程終了

●日程表

●講題・講師

テーマ：「─中・近世の浄土宗史をふりかえる─」
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伝』『四十八巻伝』等に集大成されていく伝法絵、
『西方指南抄』『黒谷上人語灯録』等の各種法然伝
及び法然遺文集などの編集経過や編集目的の考察
によって、従来法然滅後の実態把握は難しいとさ
れてきたことに新たな視点を提供するとともに、
黒谷伝来の戒脈、『末代念仏授手印』の成立、聖冏・
聖聰による伝法書の確立等による宗脈の存在が結
集して法然教団の基礎が形成されるまでの足跡を
論じる。

2月21日（火）
＜助講＞

「中世の禅律仏教と浄土宗」
法政大学文学部准教授　大塚 紀弘

　鎌倉時代に登場した新仏教を代表するのが、浄
土宗（念仏者）、禅家（禅僧）、律家（律僧）である。
これらの僧侶集団は、共通した特徴を持ってお
り、禅律仏教と一括できる。「禅律」は、戒定恵三
学に基づく「禅教律」の三者によって仏教全体を
総括する仏教観に基づく。「禅教律」十宗共存の
理念によって、禅律仏教は旧仏教の顕密仏教とも
融和を保った。そして、室町時代になると、五山派
の禅家を中心とする禅律仏教は、顕密仏教と並ぶ
体制仏教としての位置を占めるようになった。
　それでは、なぜ浄土宗は、禅律仏教の枠組みで、
禅家や律家とともに体制仏教に取り込まれたのだ
ろうか。京都の浄土宗寺院を中心に、改めて検討
したい。

2月22日（水）
＜助講＞

「中世後期浄土宗の実態」
京都西山短期大学教授　伊藤 真昭

　法然上人が浄土宗を開かれてからもうすぐ850
年です。この間浄土宗はどのような歴史を辿って
きたのでしょうか。ここでは特に江戸時代以前の
中世後期に的を絞ってお話しします。この時期
は浄土宗寺院が数の上で急成長し、現在に直接繋
がってくる重要な時期です。しかし残存史料が少
なく、その実態はまだまだ不明なことがたくさん
あります。その一端をお伝えしたいと思います。

＜助講＞

「聖冏上人・聖聰上人は何を遺したのか 
 ―その評価と業績―」

埼玉工業大学特任客員教授　服部 淳一

　浄土宗の基本は二祖三代の教学と言われ、宗祖
法然上人の教え受容の定判となっている。しかし
浄土宗では第七祖に聖冏上人、第八祖に聖聰上人
をあげており、聖冏上人は「浄土宗中興の祖」と讃
えられている。その聖冏上人については伝法の基
礎を築いたにもかかわらず江戸中期以降、その教
学は評価が賛否両論に分かれ現在に至っている。
この評価について検証し、聖聰上人への付法を含
めその業績と対比して「聖冏・聖聰の教学」を考察
する。

2月23日（木）
＜助講＞

「宗典の範囲と刊行」
元佛教大学仏教学部教授　松永 知海

　宗典の定義や範囲について、漠然として使用さ
れてきた観がある。中核には法然上人の『選択集』
があり、浄土宗開宗にあたり正依の経論として三
経一論が挙げられている。また広義には宗典を網
羅して集大成した叢書としての『浄土宗全書』正
続を挙げることができる。『選択集』から『浄土宗
全書』正続の出版に至る経緯を検討し、そのなか
で特に近世の宗典研究を大蔵経と伝本の校訂出版
から宗典を概観したい。

＜助講＞

「仏師快慶からの伝言 
 ―法然上人の祈りのかたち―」

多摩美術大学美術学部教授　青木 淳

　わたしは永らく美術史を学んできました。その
中でも鎌倉時代に活躍した仏師快慶の動向に興味
を持ち、かれこれ四十年近くこれに関わってきま
した。この十数年の間に、快慶の仏像からは法然
上人をはじめ、初期浄土宗を支えた信空・感西・感
聖といった人々の結縁が確認されています。法然
上人が生きた時代の「祈り」の様相を、快慶の仏像
に納められた納入品を読み解きながらみなさんと
一緒に考えてみたいと思います。
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●受講対象  ........................................................

本宗教師

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

100名　先着順

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

『和合』綴込みの受講申請書（89ページ）に必
要事項を記入のうえ、浄土宗教学部に郵送・
FAXにてお申し込みください。

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

令和5年2月10日（金）必着

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

（１）必ず受講証をご持参のうえ、受講願います。
（２）各講義開始30分を超える遅刻および早退

は、受講認定しませんのでご注意ください。
（３）3日間6コマ受講で修了となり、修了認

印、担当者印なきものは無効とします。
（４）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。

（５）宿泊については各自でお手配ください。
（６）受講者の自家用車での登嶺は一切禁止し

ます。公共の交通機関をご利用ください。
（７）講習会開催期間中の昼食は各自ご手配く

ださい。
（８）新型コロナウイルス感染症の状況により

WEB配信に切り替える場合がございます。

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

浄土宗教学部
〒605 -0062　京都市東山区林下町400 -8
TEL 075 -525 -0480　FAX 075 -531 -5105
Eメール kyogaku＠jodo.or.jp
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第32回浄土宗寺庭婦人若葉研修会

●日程表 （※都合により一部変更することがあります）

3月29日（水） 3月30日（木）
9：00 受　付 8：30 受　付
9：30 開講式（大殿） 8：45 勤　行　

10：00 オリエンテーション 9：15 講義④「浄土宗の基礎知識2」
10：30 講義①「浄土宗の基礎知識1」（勤行） 10：15 休　憩
11：30 昼　食 10：30 講義⑤「浄土宗の基礎知識3」（勤行）
12：30 大本山金戒光明寺　諸堂参拝 11：30 昼　食
13：20 休　憩 12：30 講義⑥「浄土宗の基礎知識4」
13：30 講義②「法然上人の生涯とみ教え1」 13：30 休　憩
14：30 休　憩 13：45 座談会
14：40 講義③「法然上人の生涯とみ教え2」 15：15 感想文
15：40 勤　行 15：45 閉講式
16：10 終　了 16：00 終　了

日 程

場 所

令和5年 3月 29日（水） 午前9時 から
 30日（木） 午後4時 まで

大本山金戒光明寺
〒606-8331 京都市左京区黒谷町121

「浄土宗の基礎知識」
講師　一級法式教師　八橋�秀法

「法然上人の生涯とみ教え」
講師　華頂短期大学教授　伊藤�茂樹

「座談会」助言者　
浄土宗寺庭婦人会　会長　　郁芳�阿佐

副会長　　小野�富子
副会長　中村�祐美子

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

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

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

令和5年2月28日（火）必着

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

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

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

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

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

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

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

4 ,050円（昼食代2食お茶付き・写真代）
※受付でお支払い下さい。

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

各自お手配ください。

●講題・講師・座談会助言者

新着

36 和合　令和5年　2月号



中
央
開
催
行
事

教師養成道場

第1期道場

第2期道場
〈継続入行〉

〈新規入行〉

第3期道場

日 程

日 程

日 程

場 所

場 所

場 所

令和5年 8月20日（日） から 9月8日（金） まで

令和5年 8月21日（月） から 9月9日（土） まで

令和5年 8月22日（火） から 9月10日（日） まで

大本山百萬遍知恩寺

大本山金戒光明寺

大本山増上寺

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

①第1期道場の入行資格は、令和5年度入行面
談を受け、入行が許可された者。

②第2期道場の入行資格は、平成30年度以降
に第1期道場の課程を合格した者。

③第3期道場の入行資格は、平成29年度以降
に第1期道場ならびに第2期道場の課程を合
格した者。

④新型コロナウイルス感染症の拡大状況に
よっては、次のいずれかに該当する方につ
いては、事前にご相談ください。
◦健康状態に不安のある65歳以上の方
◦新型コロナウイルス感染症が重症化しや

すい基礎疾患がある方（糖尿病、心不全、

呼吸器疾患等）
◦免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方

●入行面談  ........................................................

◦第1期道場の入行希望者に対し、下記の期間
中に1日で行う予定です。

【入行面談】（新規募集）
京都会場
　令和5年5月26日（金）・27日（土）
東京会場
　令和5年6月2日（金）・3日（土）

※詳しい日程及び方法については、追って
ご案内いたします。

次頁へつづく→

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

義務教育を修了し又はこれと同等以上の学力
があると認められ、入行する年度の4月1日現
在年齢18歳以上の宗徒若しくは助教師。
※僧籍登録が完了していない方または所属寺

院において一宗課金等が滞納の場合、入行
面談を受けることはできません。

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

（１）願書提出締切日
令和5年4月26日（水）
※締切日以後の入行願書は受理しません。

（２）提出書類
教師養成道場入行願書 1通
履歴書（教師養成道場用） 1通
健康診断書（医師による診断書） 1通（複数可）
入行に関する自己申告書兼師僧所見票 1通
卒業証明書又は在学証明書 1通
※面談会場および面談日は、入行者の希

望を考慮し各会場にて調整したうえで
本宗にて決定し、師僧に通知します（希
望日と異なる場合があります）。

※健康診断書につきましては、医師によ
る診断書を提出してください。また、日
常生活において通院・加療中の方は、必
ずその診断書を提出してください。

※卒業証明書は、最終学歴の学校の卒業
証明書を提出してください。

※在学中の方は、在学証明書を提出して
ください。

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

（３）「入行願書」ならびに「教師養成道場入行
の手引書」等の請求
郵便・FAX・電話・Eメールにて受け付け
ます。なお、郵便・FAX・Eメールでの請

求は、所属教区・寺院番号・寺院名・氏名・
送付先を明記のうえ、浄土宗教学部まで
連絡してください。

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

入行資格を有する方へは、入行面談後、師僧宛
に「教師養成道場入行届」および入行手続きの
ための関係書類を送付しますので、案内に従
い手続きしてください。
※必要経費（1期道場あたり）
　入行冥加料 40 ,000円
　（※指定の郵便振替用紙にて振り込み）
　道場冥加料（道場賄費） 100 ,000円
　（※　　　　　　　〃　　　　　　　）
※入行届は、所属組、所属教区教務所を経由

し、浄土宗教学部に提出してください。な
お、進達に係る手数料は教区にお支払いく
ださい。

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

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

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

◦道場は三期制とし、期間は一期20日間で行
います。

◦期間中は、完全宿泊で道場清規（規則）に
則った実践道場生活を過ごします。

◦1コマ60分の講義を実施し、科目毎に実技
および筆記試験を行います。

◦合格認定は実技・筆記試験60点以上とし、全
科目合格しなければ次期道場に進めません。

◦不合格の場合は該当科目の追試験または補
講により進むことができます。

◦入行面談から第3期道場まで最短3 ヵ年で
修了となります。なお、最大6 ヵ年の間に全
課程を修了しなければならないものとし、
修了できなかった方はそれまでの入行実績
が無効になります（※新型コロナウイルス
感染症のため、令和2年度開設の各道場に入
行が認められなかった方については、修了
年限を延長いたしますので、該当する方は、
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教学部までお問合せください）。
◦全課程を修了し、伝宗伝戒道場を成満した

方は、僧階「律師」、法階「6級式師」、詠唱級
「5級詠唱講司」（すでに詠唱資格を取得して
いる方を除く）に新叙任（認定）されます。

◦入行期間以外は自坊研修期間となりますの
で、次期道場の入行に向けて精進してくだ
さい。

◦教師資格取得までのスケジュールは次のと
おりです。

　令和5年度
　　入行面談 → 第1期道場・8月
　 　　↓
　令和6年度 第2期道場・8月
  　　↓
　令和7年度 第3期道場・8月
  　　↓
  伝宗伝戒道場・12月
  　　↓
  律師新叙任
◦その他

○伝宗伝戒道場への入行年限
　全課程を修了した方は、3年以内に伝宗伝

戒道場へ入行しなければなりません。
○冥加料の返還
　各道場に入行を許可された方で、入行を

辞退又は入行後途中下山された場合、納
付された入行冥加料（40 ,000円）の返金に
ついては応じられませんが、道場冥加料

（100 ,000円）については、前日までに入行
を辞退した場合は全額、途中下山の場合
は日割り計算で返金します。

○入れ墨を施している方は入行を認めません。

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

浄土宗教学部　
〒605 -0062　京都市東山区林下町400 -8
TEL 075 -525 -0480（直通）
FAX 075 -531 -5105
Eメール kyogaku@jodo.or.jp
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【関西第2回】（延期分）

テーマ：「マンゴーと猿の王様／法話もレクもパネルシアター」

　浄土宗では、パネルシアターの実演者を養成する研修会を開催しております。令和5年2月に開催さ
れる研修会のご案内をいたします。
　お寺での法話会や子ども会、幼稚園や保育園の諸行事などでパネルシアターをぜひご活用ください。
　ご興味のある方は、この機会にご参加いただきますようご案内申しあげます。

日 程

場 所

令和5年 2月14日（火） 午後1時 から 4時 まで （予定）

浄土宗教化研修会館 2階会議室2　　
〒605-0062 京都府京都市東山区林下町416

令和4年度

パネルシアター実演者養成研修会

●参加対象  ........................................................

教師・寺庭婦人・保育関係者・宗門関係学校生

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

20名（先着順）

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

2 ,000円（制作教材を含む）

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

浄土宗社会部
〒105 -0011 東京都港区芝公園4-7 -4
TEL 03 -3436 -3351　FAX 03 -3434 -0744
Eメール syakai@jodo.or.jp

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

浄土宗パネルシアター普及推進員・ 
滋賀教区神崎組正福寺住職 
 関�正見

浄土宗パネルシアター普及推進員・ 
長崎教区大諫組善隣寺副住職 
 辻本�良明

●講　師

新着
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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
11月24日
大本山光明寺

神奈川教区
7月26日～28日
大本山光明寺

中止

東海地区

岐阜教区
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
10月21日
ヒルホテル  
サンピア伊賀

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
11月21日～22日
富山市
1日目 
とやま自遊館
2日目 
富山県民共生センター
サンフォルテ

近畿地区

京都教区
令和5年 
2月2日～3日
ホテルオークラ 
京都

兵庫教区
令和5年 
2月28日～3月1日
兵庫県民会館 
パルテホール

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
12月8日
日高郡日高川町
日高川 
交流センター

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

長崎教区
11月9日
大本山善導寺

6月7日～8日 
春季
大本山善導寺

令和5年 
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

終 了

終 了
終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

41和合　令和5年　2月号



第505回教化高等講習会
（東京教区普通講習会併修）

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

本宗教師、寺族、寺庭婦人

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

参加費　　3,000円（初日の昼食代含む）
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  ........................................................

次頁の申込みフォームをご確認ください。

●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。

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

浄土宗東京教区教化団（事務局）
〒105 -0001 東京都港区芝公園4-7 -4
浄土宗東京教区教務所内
TEL 03 -3434 -3045　FAX 03 -5472 -4567

●日　程

日 時

場 所

令和5年 2月 15日（水） 午前10時 から
 16日（木） 正午 まで

大本山増上寺 光摂殿 講堂
〒105-0011 東京都港区芝公園4-7-35　　TEL 03-3432-1431　FAX 03-3432-1437

【交通の便】 都営地下鉄三田線「御成門」「芝公園」駅下車徒歩約5分
 都営地下鉄浅草線・大江戸線「大門」駅下車徒歩約10分
 ＪＲ山手線・京浜東北線「浜松町」駅下車徒歩約15分

〔懇親会場〕東京プリンスホテル　マグノリアホール
〒105-8560 東京都港区芝公園3-3-1　　TEL 03-3432-1111

2月15日（水） 　2月16日（木）
9：30 受付 8：30 受付

10：00 開講式 9：00 講義③　小澤憲珠台下
10：30 人権研修　東好章 9：50 休憩
11：20 開宗850年事業説明　宮林雄彦 10：00 講義④　藤野俊秀
12：00 昼食 10：50 休憩
13：00 講義①　中野正明 11：00 講義⑤　小髙大輔
14：45 講義②　中野正明 11：50 閉講式
17：00 懇親会 12：00 終了

人権研修「差別戒名について」
浄土宗人権同和啓発講師　東�好章

開宗850年事業説明
浄土宗宗務役員　宮林�雄彦

講義①②「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
講義③「大乗仏教と浄土宗  
 ～浄土門の利他行について～」

大本山増上寺法主　小澤�憲珠�台下
「『お寺未来ミーティング』から抽出された 
 課題を学ぶ、これからの教化」
講義④「お寺、寺族のために 
　　　　　　必ず考えておくべきこと 
 ～住職の万一に備える～」

浄土宗総務部長　藤野�俊秀
講義⑤「お墓継承者のいない檀信徒と 
　　　　　　　　　考えておくべきこと 
 ～おひとりさま時代に備えて～」

行政書士　小髙�大輔

●講題・講師（日程順）

42 和合　令和5年　2月号



地
区
開
催
行
事

キ
リ
ト
リ
線

教化高等講習会 お申込みフォーム

必ずご確認ください
・参加費 円・懇親会費 円はそれぞれ当日受付時に頂戴いたします。

・宗規定により当講習会は 日間ご参加された教師のみ、修了証を発行いたします。

・感染状況により講習会・懇親会が中止になる場合がございます。

・講習会はマスク着用の上、当日朝の体温が 度以上の方は、参加をご遠慮ください。

・宿泊される方は各自でご予約をお取りください。

・その他お問い合わせは浄土宗東京教区教務所（事務局）までお問い合わせください。

メール： ：

【お申込み】 あるいは、右記二次元バーコードよりお申込みください。

以下のすべてに、ご記入をお願いいたします。

教区 組 寺院番号： 寺院名

お名前 懇親会： 参加 ・ 不参加

お名前 懇親会： 参加 ・ 不参加

※２月１６日 木 に開催される以下の講義に関し、お聞きになりたいことがありましたら

ご記入ください。

□「お寺、寺族のために必ず考えておくべきこと～住職の万一に備える〜」

□「お墓継承者のいない檀信徒と考えておくべきこと～おひとりさま時代に備えて～」

【質問事項】

番号：０３－５４７２－４５６７
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「開宗850年に向けて ―凡入報土の論理―」
大正大学仏教学部教授・神奈川教区慶岸寺住職 

　林田�康順
「醍醐本法然上人伝をいただく 
　　～布教の現場で開宗850年を 
　　　　おまちうけするにあたって～ 」

総本山知恩院布教師・奈良教区西光院住職 
中村�法秀

「薩摩琵琶で伝える、法然上人の声」
鶴田流薩摩琵琶奏者　北原�香菜子

兵庫教区摂陽西組天乳寺住職 渡邉�一弘
兵庫教区神戸組東極楽寺副住職 小林�善道

●講題・講師（日程順・敬称略）

●布教実演（日程順・敬称略）

区・寺院番号・寺院名・氏名・電話番号を記入
し、恐れ入りますが青色の用紙(手数料払込
人負担)で下記口座までご送金ください。

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

Googleフォーム（https://forms.gle/
tmGXZHkRRFqcSou39）に必要事
項を記載の上、お申し込みください 。
メールアドレスをお持ちでない方は、私製はがき
にて参加の旨を、教区・寺院番号・寺院名・氏名・電
話番号を記入の上、申込先へお送りください。
●注意事項  ........................................................

懇親会はありません。
宿泊は各自で手配をお願いします。
コロナウイルス感染状況により、オンライン受講の
み、または中止することもあります。ご了承ください。
●申込締切  ........................................................

令和5年2月10日（木）
●申込先（問合先）  ............................................

兵庫教区布教師会幹事長　生田昌和
〒665 -0827 宝塚市小浜5-10 -2　法仙寺内
TEL 0797 -86 -1209　FAX 0797 -86 -1209

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

本宗教師
●参加費  ...........................................................

3 ,000円（会場・オンライン共）
※会場に来られる方は、当日受付にて徴収い

たします。
※オンライン受講の方は、郵便番号・住所・教

近畿地区布教研修会

郵便振替口座番号　０１１３０－０－９０４８０
加入者名　 　 　「宗教法人 光明寺」

●日　程

日 時

場 所

令和5年 2月 28日(火) 午後零時30分 から
 3月  1日(水) 午後零時15分 まで

兵庫県民会館 11階 パルテホール
〒650-0011 神戸市中央区下山手通4丁目16-3　　TEL 078-321-2131
【交通の便】神戸市営地下鉄山手線「県庁前」駅下車 東出口2 徒歩2分

または　オンライン受講（Zoom）

2月28日（火） 3月1日（水）
12：00 受付 8：30 受付
12：30 開会式 9：00 講義③　中村法秀
13：00 講義①　林田康順 10：30 講義④　北原香菜子
14：45 講義②　林田康順 11：45 閉会式
16：30 布教実演①　渡邉一弘 12：15 終了
17：00 布教実演②　小林善道
17：30 第1日目終了
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法儀司 中西�時久
一級法式教師 清水�秀浩
一級法式教師 神居�伸行
二級法式教師 福本�達郎

「悉曇」

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

本宗教師

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

三級式師から五級式師までの課程

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

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

近畿地区法式講習会・式師検定試験

●講師・検定委員

●選択講習

日 程

場 所

令和5年 3月 1日（水） 正午 から
 3日（金） 午後3時 まで

大宝寺（大阪教区 生玉組 №65）
〒543-0073 大阪府大阪市天王寺区生玉寺町7番17号 
TEL 06-6771-2200　FAX 06-6771-5725

【交通の便】 大阪メトロ谷町線・千日前線「谷町九丁目駅」徒歩8分 
 近鉄「大阪上本町駅」徒歩15分 
 ＊駐車場はありませんので近隣のコインパーキング等をご利用ください。

3月1日(水) 3月2日(木) 3月3日(金)

11：30 受付  9：00 講習4 9：00 選択講習（悉曇）

12：00 開講式 10：20 休憩 10：20 休憩

12：40 講習1 10：30 講習5 10：30 総合実習（級別実習）

14：00 休憩 11：50 昼食 11：50 閉講式 ・ 昼食

14：10 講習2 12：40 講習6 13：00 検定試験

15：30 休憩 14：00 休憩 15：00 終了予定

15：40 講習3 14：10 講習7

17：00 1日目終了 15：30 休憩

15：40 講習8

17：00 2日目終了

●日　程

※3日は午後1時から式師検定試験 
　（三級～五級）を実施

次頁へつづく→
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●式師検定  ........................................................

筆記、口頭及び実演等による三級から五級式
師までの式師検定試験

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

三級式師検定 四級式師に令和4年3月31日ま
でに叙任され、本講習会を修了
した者

四級式師検定 五級式師に令和4年3月31日ま
でに叙任され、本講習会を修了
した者

五級式師検定 六級式師に令和4年3月31日ま
でに叙任され、本講習会を修了
した者

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

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

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

参加費　　3,000円
昼食費　　1,500円（1食）
※昼食、1日は各自で済ませてからお越しくだ

さい。2日・3日の要・不要を申込時に明記く
ださい。

※宿泊先は各自でご手配ください。

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

（１）三級式師検定冥加料　　7,000円
（２）四級式師検定冥加料　　5,000円
（３）五級式師検定冥加料　　5,000円

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

所属教区名、組名、寺院№、寺院名、氏名、現法
階及び法階叙任日、検定の有無、昼食（2日・3
日）の要・不要を明記のうえ、郵便またはFAX
にてお申し込みください。

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

令和5年2月10日（金）

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

浄土宗大阪教区法式師会　幹事長　増山隆英
（大阪教区 天満組 №151）
〒530 -0035 大阪府大阪市北区同心1丁目2番27号
大信寺内
TEL 06 -6358 -4228　FAX 06 -6358 -4228
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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
線
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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 

浄浄土土宗宗東東京京教教区区  法法務務代代行行「「寺寺院院ネネッットトワワーークク」」  
東京エリアに在住の檀信徒に葬儀ができた場合、菩提寺から出向けないために「葬儀屋さんに紹介してもらって、お

勤めください」等、檀信徒にすすめたことはありませんか？こうした場合、紹介料（マージン）を上乗せされた金額が

喪主に請求され、檀信徒は経済的にも大きな負担を課せられ、結果として菩提寺との関係性も希薄になりかねな

い状況が生じています。 

 開宗八百五十年慶讃事業の一環として開始した法務代行「寺院ネットワーク」では、東京教区内の寺院・教師

を紹介し、菩提寺の意向を尊重した法務を代行して、菩提寺と檀信徒のつながりを守り、お念仏を伝えるための 

ネットワークです。どうぞお気軽にお問い合わせください。 

◆派遣する教師 

 上記の趣旨を理解し、偏りなく安定した法務を行うための研修を受けた 
東京教区「寺院ネットワーク」に認定された教師です。 

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//） 
アクセスはこちら☞ 

「「葬葬儀儀屋屋ささんんにに紹紹介介ししててももららっってて……」」そそんんなな対対応応ししてていいまませせんんかか？？  
 

◆「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、檀信徒さまからのお布施の一定額を、菩提寺さまへ御本尊前としてお納めいたします。 
法務代行にあたり、必ず菩提寺さまに事前にご連絡いたします。 

※パソコンの取り扱いに不安のある方は、お電話にてお問合せ下さい。 

菩提寺 

 
 
 

法務を代行する東京教区教師 

 
 
 

① 「寺院ネットワーク」に法務の代行を依頼します。 

菩提寺のある檀信徒…菩提寺に相談の上、 

菩提寺から依頼 

菩提寺のない檀信徒…檀信徒が直接依頼 

② 菩提寺、檀信徒に連絡を取り、打合せの上、

法務を実施し、お布施をお受けします。 

 

①①  

③ 檀信徒からお受けしたお布施

の一定額を本尊前として菩提

寺に送付します。 

 都内で法務を希望する檀信徒 

 
 
 

②②  

①①  

③③  

東京教区教務所 
（寺院ネットワーク） 
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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

49和合　令和5年　2月号



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 ×

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

10万円

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年制大学 
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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教化研修会館HPについて
　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並びに人権センターの
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。

URL▶https://jodo.kenshu-kaikan.jp/

教化研修会館HPとは？

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

教化研修会館HPについて

▲スマホ版
　トップページ

▲PC版
　トップページ

▲人権センター閲覧ページ

◀実践講座
　申込フォーム
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特任布教師制度について
特任布教師制度とは
特任布教師制度とは、一般寺院における定期法要等で、会所寺院が特任布教師の内から布教師を
選定し、布教に招聘いただくと、会所寺院が助成を受けられる制度です。

招聘について

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

招聘したい特任布教師を決定します。
② 会所寺院は、特任布教師に連絡をとり、布教依頼や日程調整を行います。 

（※上記注意事項をご確認ください。）
③ 依頼を受けた特任布教師は「特任布教師活動受諾書」（任命時に配布）に会所寺院・日時を記入

して教学部までお送りください。
④ 「特任布教師活動受諾書」を基に、教学部から会所寺院に申請書一式を送付します。
⑤ 会所寺院は、申請書に必要事項を記入のうえ、教区長進達で実施１か月前までに申請します。
⑥ 教学部は、届いた申請書と「特任布教師活動受諾書」を照会し、精査します。精査後、対象外の

事例の場合は特任布教師及び会所寺院へ通知します。
⑦ 会所寺院は実施後１か月以内に、報告書に必要事項と助成金振込先を記入し、教学部に報告 

します。
⑧ 報告書が届いたら、教学部より振込先に助成金を振り込みます。

特任布教師紹介
浄土宗ネットワークでご紹介しておりましたが、システム不具合により、詳細情報を閲覧できな
くなっております。ご不便をおかけいたしますが今しばらくお待ちください。

招聘 会所寺院が行います。

助成

25,000円＋交通費（実費計算で上限1万円）
ただし、51等級以下の寺院は、35,000円＋交通費（実費計算で上限1万円）
※会所寺院に助成します。
※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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○○『『浄浄土土宗宗五五重重相相伝伝会会勤勤行行式式』』発発売売中中！！  

 
 
 

 
  

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

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

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

 

 

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

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

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

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

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

  

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

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

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

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

【掛軸】 
・軸立てもあります 
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練習生課程（四級式師以下 対象）

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。

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

 2月 13日 別所 威儀全般  3月 6日 西山 犍稚全般

20日 橋本 法服全般 13日 橋本 御忌日中

27日 小林 執持全般 27日 小林 御忌逮夜

研究生 中西 声明 –称讃偈・唱礼– 研究生 別所 御忌
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おてつぎ運動だより

■■ 第第５５８８回回 成成人人祝祝賀賀式式ののごご案案内内
法然上人のみ教え、お念仏の喜びを共に分かち合うことをめざし、浄土宗檀信徒

子弟や宗門大学に通う新成人の皆さまをご招待し、第 回成人祝賀式を開催いたし

ます。お誘い合わせのうえ、多数ご参加いただきますようご案内申し上げます。

【【期期 日日】】 令和 年 月 日（土） 時 分から 時 分頃まで

【【対対 象象】】 成人（ 歳以上）を迎えられる方

※平成 年 月 日から平成 年 月 日生まれの方以上

※浄土宗檀信徒以外の方も、浄土宗寺院又は、おてつぎ個人会員の

ご推薦があればご参加いただけます。

【【申申 込込】】 知恩院ホームページ 成人祝賀式専用フォームよりお申込みください。

【【締締 切切】】 令和 年 月 日（水）

■■ 写写 経経 会会
毎月 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 月 日（月） ： 受付～昼ごろ

一枚起請文 月 日（木） ： 受付～昼ごろ

【【場場 所所】】 知恩院 和順会館

【【参参加加費費】】 円 ※浄斎弁当付き

※筆や墨など必要な用具はすべてご用意いたします。

※いずれの行事も新型感染症の拡大状況により開催できない場合がございます。

ご了承ください。

■■『『秋秋ののラライイトトアアッッププ２２００２２２２』』御御礼礼
昨年 月 日から 月 日までの期間中、約 万人のご来場をいただきました。感染

症予防のご協力をいただきながら無事に終えることができましたこと、心より御礼申

し上げます。国宝御影堂において「聞いてみよう！お坊さんのはなし」を開催し、

法然上人のみ教えをお伝えさせていただきました。また、ご参拝の皆さまと共々に

別時念仏を行い、ご法縁を結んでいただくことができました。

今後もお念仏の根本道場である知恩院において、たくさんの方々にお念仏にふれて

いただけるよう行事を企画してまいりますのでぜひお越しください。

 

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

〒 京都市東山区林下町

ﾒｰﾙ
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知恩院念仏行脚のご案内

～予ガ遺跡ハ、諸州ニ偏満スベシ。

念佛ヲ修セントコロハ、予ガ遺跡ナルベシ～

（元祖大師御法語より）

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

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

おります。自由参加にて一人でも多くのご参加をお待ち申し上げております。随時

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

自信教人信の実践、念仏弘通に邁進せられます一助とし、ご参加をお待ち申し上

げております。 

●日時――――毎月 25 日 午後 1 時半集合 

                    午後 2 時出発 
 

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

●参加対象――本宗教師・宗徒 
 

●参加費―――無料 
 

●携行品―――白衣・足袋・マスク ※黒衣・草履・手甲・脚はん等 

は本山の準備がございますが、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策(使い 

回しを防ぐ)のため、できる限りご持参ください。 
 

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

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

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

TEL (075)531-2157 FAX (075)531-2160 https://www.chion-in.or.jp/ 
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総総本本山山知知恩恩院院布布教教師師会会『『元元祖祖大大師師御御法法語語研研修修会会』』ののごご案案内内

『元祖大師御法語研修会』を下記の通り開催させて頂きます。元祖様の御法語に示される深旨を

究め布教に活かすべく、なお一層の研鑚を積みたく存じます。万障お繰り合わせの上ご参加下さい

ます様ご案内申し上げます。

合 掌

記

一、日 時 令和５年３月８日（水）～９日（木）

一、会 場 総本山知恩院 雪香殿 ※ＺＯＯＭを利用したオンラインでも受講いただけます。

一、講 師 総本山知恩院浄土宗学研究所 主任 藤堂俊英 先生

元祖大師御法語 後編 第２３・２４・２５・２６章

一、研修会費 ３，０００円

一、衣 帯 改良服・布教師会袈裟（会員外は袈裟）・日課念珠

一、申込み 総本山知恩院布教師会事務局へお問い合わせください。※申込期日２月２０日

…０７５‐５３１‐２１５７ メールアドレス…

元祖大師御法語研修会 日程

時 間 ３月８日（水） 時 間 ３月９日（木）

受付・入室開始 ： 受付・入室開始

御影堂 参拝 ： 講 義 ③

開 講 式 ： 休 憩

講 義 ① ： 講 義 ④

休 憩 ： 質疑応答

講 義 ② ： 閉 講 式

質疑応答 ： 解 散

一日目終了

新着
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金戒光明寺開創８５０年慶讃記念

授 戒 会
令和５年１０月２８日（土）～１０月２９日（日）

傳戒師・説戒師　当山第７６世　藤本淨彦台下

法然上人が叡空上人より授かった大乗菩薩戒を代々伝えた黒谷古本戒

儀によって行われ、本来は五重相伝の終わった人が受けるものでした。

黒 谷 は 金 剛 宝 戒 の 本 山 で す 。 ど う ぞ こ の 機 を 逸 す る こ と な く

お 申 し 込 み 下 さ い 。

開 筵 要 項
● 開 筵 　 午 前 8 時 3 0 分 受 付
● 会 場 　 大本山くろ谷金戒光明寺
●冥加料　　受者１人　金６万円　（回向１霊を含む）
　　　　　　贈授戒　１霊 3万円
● 対 象 　 浄 土 宗 檀 信 徒
● 募集定員　 ８ ０ 名

申込・お問合せ　
京都市左京区黒谷町 121
大本山金戒光明寺　法教部

電話 075-771-2204　FAX075-771-0836
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　大本山百萬遍知恩寺では下記の通り五重相伝を開筵いたします。
　五重相伝を通じて、宗祖法然上人のお念仏の信仰に入門し、さらに念仏信仰を深めていただきたく
ご案内申し上げます。
　つきましては、ご寺院ご住職さまより檀信徒の皆さまへお勧め下さいますようお願い申し上げます。

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

150名（会所の都合上、定員を超えた場合には
お断りする事もございます）

●冥加料  ...........................................................

10万円（袈裟・浄衣・数珠・経本・昼食等を含む）

●回　向  ...........................................................

贈五重　：1霊  5万円
常回向　：1霊  2万円
日別回向：1霊  5千円（ご希望の日にちの1座のみ）
※回向は御入行者以外でも受け付けしており

ます。

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

ご遠方より入行の方は当山で宿泊可能です。
（4泊：朝・夕食付） （別途宿泊冥加料 2万円）

●前　泊  ...........................................................

2月21日（火）の前泊も可能です。

（1泊：朝食付）（別途前泊冥加料 3千円）

●申　込  ...........................................................

申込用紙を当山宛にご請求下さい。（お申込み
各菩提寺さまを通じてお願いいたします）
※ 申込用紙に必要事項をご記入のうえ、冥加

料を添えて令和5年1月15日（日）までにお
申込み下さい。

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

全席椅子席を予定しております。（但し、各儀
式は椅子の使用は不可となります）会中の日
程、持物要項等は1月中旬〜2月上旬頃発送予
定です。

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

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

大本山百萬遍知恩寺  

浄土宗開宗850年記念五重相伝

令和5年 2月 22日（水） から
 26日（日） まで

日 程

場 所 大本山百萬遍知恩寺

大本山百萬遍知恩寺法主　福原 隆善

京都教区光照寺住職　池上 良賢

大阪教区法善寺住職
百萬遍知恩寺布教師会顧問　神田 眞晃

●伝灯師

●回向師

●勧誡師
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大本山百萬遍知恩寺布教師会 

新入会員検定試験御案内 
大本山百萬遍知恩寺布教師会 

会長 葭間 弘淳 

日 時：令和 5年 3月 6日（月）午後 2時から午後 4時を予定 

会 場：大本山百萬遍知恩寺 

受 験 資 格：布教実績があり大本山百萬遍知恩寺布教師会入会を希望する 

本宗教師 

定 員：5名（定員になり次第締め切ります） 

検 定 科 目：①布教実歴（検定試験申請用紙に記入の事） 

②文書伝道（市販 400字詰原稿用紙 33枚枚直直筆筆にて提出。 

ワープロ・パソコン等不可） 

③高座説教の実演 1席 15分（讃題は法然上人御法語の中から 

選ぶ事） 

実 演 衣 帯：黒衣 如法衣 領帽 （如意・袱紗を使用して実演ください） 

出 願 期 限：令和 5年 2月 14日（火） 

出 願 方 法：下記の申込先に申請書を請求し、文書伝道を添えて提出の事 

検定冥加料：10,000円（検定当日受付にて） 

入会冥加料：30,000円 

 

【申込先】 

大本山百萬遍知恩寺布教師会 担当幹事：佐々木昌道 

メール  info@sounenji.com 

電 話  06-6772-2185  ＦＡＸ  06-6772-2137 

【原稿提出先】 

       住所   〒543-0076 大阪市天王寺区下寺町 1-3-66 宗念寺 

新着
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お勤めの初歩から修練します
教師養成道場面接前の道場経験にもどうぞ

大本山百萬遍知恩寺  法式研修道場

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

1回のみ　20 ,000円
2回とも　35 ,000円

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

僧籍登録がお済の方（18歳以上）

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

黒衣、如法衣、改良服、白衣および着物一式、
威儀細、日課数珠、作務衣、『浄土三部経 聖典
版』、『浄土宗法要集（上・下）』、『浄土宗法要集

（音声部）』、『教師養成道場勤行式』、マスク、入
行前検温記録、体温計、携帯用消毒液

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

次頁のファックス申込書に記入の上お申し込
み下さい。

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

10月開催 10月15日（土）  終了

3月開催 3月20日（月）  

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

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

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

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

日 程

場 所 大本山百萬遍知恩寺

令和4年 10月 19日（水） 午前9時 から 

  21日（金） 午後5時 まで 

令和5年 3月 28日（火） 午前9時 から 

  30日（木） 午後5時 まで

一級法式教師　橋本�知之

一級法式教師　別所�良道

二級法式教師　加藤�宜敬

二級法式教師　林　�陽宏

●講　師

終了

新着
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教区 組 寺 ・ 院

受講者名 年齢 性別

男　・　女

　　　　　教区　　　　　組　　　　　寺・院

師僧名

連絡先住所　※受講者の現住所をお書きください。

〒　　　　－

TEL　　　　　　　　　　　FAX　　　　　　　　　　　Eメール

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

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

備考 ：

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

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

※本山記入欄　　受付日 令和5年　　月　　日 受付者　　　　　　　　　　　　 

申込用紙ファックス送付先番号

075-781-0157  大本山百萬遍知恩寺内 式衆会 宛
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大本山光明寺記主禅師研究所  公開講座

※受講希望者には、開催1週間ほど前にZoom
のミーティングID・パスワードをEメール
にてご連絡いたします。講義2日前までに通
知がない場合、お手数ですが、お問い合わせ
ください。

※一度申し込みをされましたら、今年度のご
案内は出欠に関わらず研究所よりご連絡さ
せていただきます。

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

記主禅師研究所　事務局
〒248 -0013 鎌倉市材木座6-17 -19
大本山光明寺　教務部 内
TEL 0467 -22 -0603　FAX 0467 -22 -0622
Eメール kishuken1199＠gmail.com
研究所ホームページURL
並びに二次元バーコード
https://kishuken.jimdofree.com/

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

どなたでもご参加になれます。

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

無料

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

資料等準備や急な中止の連絡のため、事前に
下記二次元バーコードの専用フォームよりお
申し込みください。またはFAX・
Eメールの場合、教区・寺院名・E
メールアドレス・氏名を明記のう
えお申し込みください。

良忠上人『浄土大意抄』を読む

　当研究所では「報夢鈔五十余帖」と称される良忠上人著作の研究を行っています。
　これまで公開講座において『領解末代念仏授手印抄』『決答授手印疑問抄』を講読して参りました。

（過去の公開講座の動画は当研究所ホームページからご覧になれます）本年度からは『浄土大意抄』
の講読講座を下記の通り予定しています。
　『浄土大意抄』は、良忠上人が民衆教化のために撰述されたと考えられ、浄土往生の大要が7箇条
で平易に記されております。どうぞご一緒に良忠上人の著作を学びましょう。多くの方のご参加をお待ち
しております。

期 日

場 所 オンライン（Zoom使用）

第1回  講読  令和4年 9月27日（火） 午後2時 から 4時まで 終了

第2回  講読 10月18日（火） 午後2時 から 4時まで 終了

第3回  講読 12月  6日（火） 午後2時 から 4時まで 終了

第4回  講読  令和5年 1月17日（火） 午後2時 から 4時まで 終了

第5回  講読 2月28日（火） 午後2時 から 4時まで

記主禅師研究所研究員／大正大学非常勤講師
大橋�雄人

●講　師
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浄土宗開宗８５０年慶讃記念

本宗寺院ならびに檀信徒対象

五 重 相 伝 会
―大本山光明寺主催―

令和５年５月３日（水）～５月７日（日）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５月３日より同月７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、是非とも、当道場の入行者ご勧誘に関しまして、

切なるご協力を仰ぎたく、各ご寺院の寺族をはじめ、篤信の檀信徒へのご鳳声を

お願い致したく、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００分 ＊連日、遅くとも８時５０分までに、光明寺までご登嶺願います。 

  ■閉    筵 午後４時３０分 ＊連日、但し５日目は、祝膳後、13時半に散会予定です。  

  ■入行冥加料 金六万円（お一人様）＊入行申込後に当寺より志納方法についてご案内します。 

  ■対    象 浄土宗寺院ならびに檀信徒 

  ■募集定員 ６０名 

  ■申込締切 令和５年３月末日 ＊定員になり次第締め切ります。 

  ■申込・問合せ 〒 鎌倉市材木座 大本山光明寺教務部 
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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
令和5年 
2月21日

（仙台市）
TKPガーデン 
シティ仙台

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25日
大本山増上寺

指導者講習会
令和5年 
2月8日
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14日～15日
（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

東
海
地
区

伊勢教区
5月30日

（松阪市）
伊勢教区 
№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

山口教区
令和5年 
1月28日

（岩国市）
岩国国際ホテル

広島教区
10月19日

（三原市）
広島教区 
№25 大善寺

愛媛教区
【保護・教誨・民児合同】

令和5年3月16日
（今治市） テクスポート今治

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

三州教区
【保護・教誨・民児合同】

10月19日
（宮崎市） 三州教区№58 自然寺

（オンライン併催）

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5年1月11日現在となります。新型コロナウイルス感染拡大防止の為、変更が多数生じておりますのでご注意ください。

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了 終 了

終 了

終 了

終 了 終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了
終 了

終 了

終 了
終 了

終 了 終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

中止

中止

中止
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浄土宗教学院  各種講座

日 時

日 時

会 場

会 場

令和5年 2月10日（金） 午後1時15分 から 3時 まで

令和5年 2月28日（火） 午後2時 から 4時30分 まで

大正大学 1号館2階 大会議室　　対面＋オンライン開催（zoom利用）

佛教大学 1号館4階 1–401～3教室　　対面＋オンライン開催（zoom利用）

教学院研究会（東部）

教学院研究会（西部）

「歴史史料として読む 
　　　　シルクロードの仏教壁画」
京都大学 白眉センター人文科学研究所 特定助教 

　檜山�智美

　古代世界における絵画の制作は、高価な顔
料やそれを用いるための専門知識、そして莫
大な資金を必要とする一大社会事業でした。
それは仏教美術でも同様であり、僧団と地域

「法然『往生要集』釈書の研究史と課題 
　　　─両義的な『往生要集』観の受容─」
佛教大学法然仏教学研究センター学術研究員・ 
佛教大学大学院博士後期課程 下瑞�啓介

　『黒谷上人語灯録』漢語篇には法然上人の
『往生要集』に対する四つの註釈書（『往生要集
釈』・『往生要集詮要』・『往生要集料簡』・『往生

社会を結ぶ役割を果たしていた仏像や仏画に
は、当時の仏教思想だけでなく、寄進に関わっ
た在家信者の政治・経済的影響力や、地域の歴
史と社会などに関する多くの情報が反映され
ています。本講演ではシルクロードの仏教石
窟寺院の壁画に焦点を当て、仏教壁画を文献
史料と照らし合わせつつ、当時の仏教僧団と
地域社会の関わりの様相を知るための歴史史
料として読み解く方法についてお話しします。

要集略料簡』）が収録されている。これらの釈
書には、成立年代や矛盾する内容の理解等、追
究すべき様々な課題があり、これまで多くの
研究が積み重ねられてきたが、未だ結論的な
見解が成されていない。本発表では、それは何
故なのか、これまでの研究史を辿りながら探
る。また両義的な『往生要集』観の受容という
視点から、それらの課題の解消を試みる。

●講題・講師・概要

●講題・講師・概要
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次頁へつづく→

日 時

会 場

令和5年 3月2日（木） 午後2時 から 4時30分 まで

佛教大学 1号館1階 第3会議室　　対面＋オンライン開催（zoom利用）

東西交流研究会

　従来、浄土宗の研究者同士の全国的な交流の場は、年一回の総合学術大会をのぞいてほとんど
存在しませんでした。しかし一宗の学術研究がさらなる発展を遂げるには、研究者間の交流を一層進
め、相互に切磋琢磨する環境を整えることが不可欠と考えられます。
　そこで教学院では平成27年度より「東西交流研究会」を開催しております。令和4年度は今後の
ご活躍が期待される新進気鋭のお二人をお招きすることとなりました。どなたでもご聴講いただけます
ので、この機会にぜひともご参加ください。

「南都浄土教における宿善解釈」
東京大学大学院博士後期課程　松尾�善匠

　浄土教においては、宿善と往生の関係をめ
ぐって、古来種々の言説がなされてきた。特
に近世の真宗教学においては細緻な議論が行
われており、すでに多くの先行研究によって
整理がなされている。これに対し、平安期の
浄土教においては、宿善の問題に関し、どの
ような議論がなされていたのかということに
ついては、未だ十分に明らかになっていない。
本発表では、南都の浄土教家として知られる
永観・珍海を中心に、平安期の浄土教文献にお
ける宿善をめぐる言説を取り上げて、考察を
行いたい。

「初期仏教聖典における 
　　　　「原因」と「生起」について」

佛教大学非常勤講師　唐井�隆徳

　初期仏教聖典中には、基本的に「生起」を意
味しながら「原因」という語義も担う語がい
くつか存在する。その典型例として苦集諦の

「集」が挙げられ、苦集を「苦の原因」と訳すこ

「懐感『群疑論』における見仏土の構造 
　　　　─「似無漏の浄土」とは何か？─」

大正大学大学院研究生　長尾�光恵

　唐初期浄土教では凡夫が観見（往生）する
土について、高位の土（（報土・無漏）とする説

（例えば善導）と低位の土（化土・有漏）とする
説（例えば道誾・迦才）が並存していた。そのな
か、懐感『群疑論』には「凡夫が観見（往生）で
きるのは低位の土だが、それは仏の本土に依
拠しているため高位の土に極めて似ている」
という特異な説、いわゆる似無漏の浄土説が
存在する。従来、これは善導の凡入報土説を当
時の仏教界に説明するための折衷案的な学説
と見做され、詳細な検証が行われてこなかっ
た。そこで本発表では、懐感の見仏見土説や往
生浄土説などから「似無漏の浄土」の詳しい構
造の解明を試み、懐感がその特異性に込めた
意図について言及してみたい。

とに伴う問題について従来議論されてきた。
本発表では、パーリ語で伝承される初期仏教
聖典を中心に、「集」をはじめとする「生起」を
意味する語の用例を概観し、「生起」と「原因」
のいずれの意味で用いられているのかを考察
する。さらに、「生起」を意味する語が「原因」
という語義を担う背景についても言及する。

●講題・講師・概要
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日 時

会 場

令和5年 3月17日（金） 午後2時 から 4時 まで

大正大学 1号館2階 大会議室　　対面＋オンライン開催（zoom利用）

教学院公開講座

「浄土仏教の原像 
　　　─初期無量寿経の研究を通して─」
龍谷大学 世界仏教文化研究センター 嘱託研究員 

　壬生�泰紀

　浄土仏教の最重要経典である無量寿経。最
初期の無量寿経の形成過程、思想体系、他経典

との思想的交渉などを考究するとともに、そ
の視覚的な展開を視野に、阿弥陀仏像誕生の
背景や関連図像のモチーフの解明を試みる。
文献学と図像学の両方から初期無量寿経にア
プローチすることで、浄土仏教の原像に迫り
たい。

●講題・講師・概要

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

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

（教学院ホームページをリニューアルしました。
是非ご覧ください !）

●参　加  ...........................................................

参加費無料。どなたでもご参加いただけます。

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

申込フォーム（https://forms.gle/
zQ2ECnH5BL8NnQQv7）もしく
は右に掲載の二次元バーコードよ
りお申し込みください。
開催１週間ほど前にメールにて、対面参加の
場合の会場ならびにZoomのミーティングID・
パスコードをご案内いたします。
※対面で聴講される方も、必ず下記より事前

にお申し込みください。
※感染状況によってはオンラインのみでの開

催に変更となる場合があります。

＜4講座共通＞
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     東日本大震災
　 　十三回忌追悼法要 併修

申 込 窓 口

（問合せ先）

第 27 期　全国浄土宗青年会　事務局
　　　　　　　　〒047-0021　北海道小樽市入船 4 丁目 32-1　天上寺内　石上壽應
　　　　　　　　　　　　　　　　電話：0134-23-0975 　　　　E メール：  zjs27th@gmail.com  

日  時：令和 5 年 2 月 21 日 ( 火 )　12：00　開会 

会　　場：TKP ガーデンシティ仙台　ホール 21
　　　　　〒980-6130　宮城県仙台市青葉区中央 1-3-1　AER 21F
　　　　　※会場への詳細なアクセス方法は右 QR コードをご参照
　　　　　　下さい。

会　　費：5,000 円
　　　　　※所属教区浄青事務局取りまとめにてお願いします。

服　　装：道衣（改良服）または伝道服（洋式道衣）、浄青袈裟、日課数珠

申込方法：所属教区浄青事務局までお申し込み下さい。

締  切  日 : 令和 5 年 1 月 31 日 ( 火 )  
　　　　　 ※修了証発行のため、お早めの申込にご協力お願いします。

総合研修会第
48
回

第 27 期　全 国 浄 土 宗 青 年 会 

開催方法：完全対面形式にて開催致します。
　　　　　

次頁へつづく→
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【スケジュール】
11:15 受付開始
12:00 開　会
         東日本大震災十三回忌追悼法要
12:45 研修 1　蓮の会 　鈴木由美子　氏
                     樋口　伸生  上人
14:15 休　憩
14:25 研修 2　及川　真一　先生
15:25 休　憩
15:35 研修 3　袖山　榮輝　上人
17:05 閉　会

～本願に導かれて～

第27期　全国浄土宗青年会活動テーマ

ご 挨 拶

 研修１　『震災の中で実行した事』　／　『哀と愛と逢と・・・』

 研修 2 『楽しさから学ぶ防災教育～アウトドア防災で住民参加型の地域防災について～』

 研修 3　『「お念佛からはじまる幸せ」と仏願』

樋口　伸生　上人
無量壽庵住職・西光寺兼務住職
浄土宗人権センター委員
浄土宗人権啓発講師
浄土宗宮城教区人権委員長　

樋口　伸生　上人
無量壽庵住職・西光寺兼務住職
浄土宗人権センター委員
浄土宗人権啓発講師
浄土宗宮城教区人権委員長　

及川　真一　先生
宮城県仙台市出身。専門はスポーツ科学。野外教育 ( 自然体験活動 ) の領域から、自然体験学習と
防災の関連性を研究するほか、災害ボランティア育成、自治体、教育関係者を対象に避難所運営指導、
地域・学校防災のアドバイザーなどを務める。大学が地域の防災力向上の拠点となることを目指して、
住民参加型の防災教育の展開している。主に東日本大震災復興支援活動「こどもサマーキャンプ」や
年間一万人以上が参加する、「アウトドアの楽しさから学ぶ防災講座」や「防災キャンプ」などを手掛
ける。また、テレビ、ラジオ、新聞などを通じて「防災」について解説している。
第 30 回 FNS ドキュメンタリー大賞ノミネート作品「命をつなぐ～あの日 海に生かされて～」ドキュ
メンタリー番組に出演する。
　　

鈴木 由美子 氏
西光寺震災遺族会「蓮の会」会員　

袖山　榮輝　上人
浄土宗総合研究所主任研究員。長野教区十念寺住職。大本山増上寺執事。宗議会議員。
昭和 38 年東京都生まれ。大正大学仏教学部卒、同大学院修士課程修了。
平成 2 年の浄土宗総合研究所入所以来、通算 3０有余年在籍中。

『法然上人のご法語』①②③、『現代語訳浄土三部経』の編訳、『新纂浄土宗大辞典』の編集などに従事
したほか、研究所に委託された開宗 850 年キャッチフレーズ「お念佛からはじめる幸せ」の教義的解
釈研究の研究主務を務めた。
著書に『全注・全訳阿弥陀経事典』（鈴木出版）ほか、共著に『読んでわかる浄土宗』（浄土宗）など。
浄青では第 17 期全国浄土宗青年会幹事長、長野教区浄青の会長を務めた。

聖号十念
　浄土宗青年会会員皆々様におかれましては、益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。平素は全国浄
土宗青年会事業にご理解とご協力いただき感謝申し上げます。
　さて令和 5 年 2 月 21 日に宮城県仙台市にて総合研修会を開催する運びとなりました。令和 5 年 3 月
11 日は、東日本大震災十三回忌を迎える日でもあります。12 年の歳月で着実な復興を見ることができ
ますが、未だ復興が叶わない地域、突然失われた生命と未だ癒えない心。頻発する天災は日本のみなら
ず、世界中で起こり不安や恐怖に陥らせます。今を生きる私たちは悲しみを繰り返さないためにも、不
慮の事態に備え、先人たちに倣い心を一つに前を向いて歩んでいかなければなりません。
  そして、あらゆる有縁の方々に寄り添い、法然上人が万人救済のためにお示しくださった “選択本願
念佛” のみ教えを伝え弘めなければなりません。お一人お一人のお念佛はやがて紡ぎ紡がれたお念佛と
なり、心の安寧と往生浄土への確かな道筋を示す一助となることを願ってやみません。
　時節柄お忙しいことと存じますが、皆様お誘いのうえ、ご参加いただきますようお願い申し上げます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　至心合掌
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第 27 期全国浄土宗青年会理事長　寺井孝導

72 和合　令和5年　2月号



本
宗
所
属
団
体
か
ら
の
案
内

お申込みの際は
教区・寺院名・寺院番号・申込者名・郵便番号・ご住所・電話番号・FAX番号を添えてください。
使用予定日がございましたら、併せてお知らせください。

※ご注文到着後、１０日以内にご入金ください。

振振込込先先：：全全国国浄浄土土宗宗青青年年会会教教材材需需品品　　郵郵便便振振替替口口座座　　0011330000--55--5555559911

お問い合せ先：第27期全国浄土宗青年会 幹事（念佛教材担当） 北海道第一教区 No.67 地蔵寺　澁谷 宏和

　　　　　　　　    E-mail：zjs27th.kyozai@gmail.com　　　           TEL：0135-62-2171

※受注生産のため、注文からお渡しまで１か月以上かかることがありますのでお早めにご注文ください。

全国浄土宗青年会念佛教材

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐【  念  佛  教  材   】‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

※印刷物と実際の商品の色は多少異なる場合があります。
※送料（含梱包料）は申込者負担とさせていただきます。

ホホーームムペペーージジ
ままたたはは

EE--mmaaiillよよりりおお申申込込みみくくだだささいい。。

hhttttppss::////zzjj..jjooddoo..oorr..jjpp//

zzjjss2277tthh..kkyyoozzaaii@@ggmmaaiill..ccoomm

11,,000000円円 770000円円 11,,000000円円

八百年大遠忌記念
法然上人行状絵図

遺跡参拝ガイドブック
聖光上人を訪ねてレンくんのおやくそく
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講習1『豊ノ島の18年』
豊ノ島�大樹

講師紹介：
公益財団法人日本相撲協会年寄　時津風部屋
所属　元関脇豊

とよ

ノ
の

島
しま

大
だい

樹
き

昭和58年生まれ、高知県宿毛市のご出身。平
成13年12月、時津風部屋に入門。三賞を10度
受賞され、令和2年4月引退されました。

講習2 「いま、子どもが危ない !! 
　　　　～子ども文化を通して考える～」

髙橋�司
講師紹介：
佛教大学名誉教授　京都西山短期大学特任教
授　浄土宗パネルシアター普及推進員
概要：
かつて、日本、米国、英国、中国、韓国、台湾の
6つの国と地域の子どもと保育者に対して、こ
とばの調査を実施しました。その結果、愕然と
したことは、日本の子どもは「人間」「文化」「自
然」に関する質問や疑問が極端に低いこと。し
かも質的、量的にも少ないことが指摘されま
した。このことは、子どもにとっての大いなる
危機であり、われわれ大人がいま何をなすべ
きかについて、チャレンジランキングやパネ
ルシアター、童話、年中行事等の子ども文化を
通して探っていきたいと思います。

●講題・講師

日 時

場 所

令和5年 2月8日（水） 午前10時  から 午後4時 まで　※午前9時30分受付開始

浄土宗教化研修会館1F大ホール （定員：30名）
〒605-0062京都市東山区林下町416　TEL 075-744-0360

Zoom受講 （定員：90名）
※Zoom受講をご希望の方は、郵便振替または現金書留で参加費ご入金確認後Zoom入室
要項を個別に送付いたします。

●日　程　（1日開催、講習のみです）

9：30 受付 13:00   講習2　髙橋司

10：00 開講式 15:50 閉講式

10：30 講習1　豊ノ島大樹 16：00 解散

12:00   昼休憩

第38回 浄土宗児童教化連盟指導者講習会
　未だ新型コロナウイルスの感染収束が見通せない状況下ではございますが、感染対策を講じた
上で本年度の指導者講習会を下記のとおり開催いたします。会員はもとより教師、寺庭婦人、児童
教化に携わる方々のお一人でも多くのご参加をお待ち申し上げます。

テーマ：「コドモ☆生き生き」― たくましく生きる子どもたち ―
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ず確認メールをお送りいたします。確認メー
ルが届かない場合は再度送信して下さい｡

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

令和5年2月5日（日）

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

新型コロナウイルス感染拡大予防対策

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

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

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

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

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

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

参加費　3,000円

※当日キャンセルの場合参加費は返金いたし
ません。代理参加をお願いします。

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

各自でご準備下さい。（会場内での食事はお控
えください。）

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

各自でご準備下さい。

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

教区名・組名・寺院番号・所属寺院名・氏名・電話
番号を明記の上、郵送・FAX・Eメールで下記
事務局までお申し込み下さい。
※Eメールでお申し込みの場合は事務局から必

浄土宗児童教化連盟　第38回指導者講習会　申込書
FAXの場合切り取らずに事務局097-543-1528へ送信願います。

参加方法に〇印を記入 　　　　会　場　　　・　　　Zoom

教区名 組名 寺院番号

所属寺院名 氏名

当日に連絡可能な携帯電話番号

Eメール　※Zoom参加の方は手続きが円滑に捗りますのでご記入ください。

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

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

「ご連絡先」をご記入ください。 マスク着用・手指消毒・入場前検温・
会場内換気の励行

キ
リ
ト
リ
線
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第第 ６６ ６６ 回回 浄浄 土土 宗宗 スス カカ ウウ トト 仏仏 教教 章章 研研 修修 会会 のの ごご 案案 内内   
 
平素は浄土宗スカウトの振興にご尽力を頂き厚く御礼申しあげます。さて、下記のとおり「第６６回〔令和

４年度〕浄土宗スカウト仏教章研修会」を開催いたします。なお、当研修会は、事前研修を修了しているスカウ

トのみ受講資格があります。会員諸師の皆さまにはご多用のところとは存じますが、スカウトに事前研修を施し

て頂き、当研修会に参加するようご指導ご勧誘くださいますようお願いいたします。

また、当研修会は「浄土宗の教えに従い、念仏者として人生を歩むスカウトの育成」という主旨の下に開催

いたします。会員諸師ならびに当該隊長におかれましては、これらの点についても充分スカウトと話し合われ

ましてご勧誘いただきますよう重ねてお願い申しあげます。

なお、昨今のコロナ禍のため事前に 検査を実施したり、対象者を限定することがありますのでご承知置

きください。

浄土宗スカウト連合協議会

理事長 濱 田 智 海

記

●日 時 令和５年３月２７日（月）～２９日（水）２泊３日

●会 場 浄土宗総本山知恩院 和順会館（わじゅんかいかん）

〒 京都市東山区林下町

●集合・受付 ３月２７日 正午までに昼食を済ませて会場に集合

●参 加 資 格 （ＢＳ）（ＧＳ）いずれも事前研修を修了したスカウト

ＢＳ･･･浄土宗の「仏教章」取得を希望するボーイ１級以上のスカウト、ベンチャースカウト、

ローバースカウト（定員を超えた場合はベンチャースカウトを優先します。）

ＧＳ･･･浄土宗の｢宗教エイド｣取得を希望するレンジャースカウト

●定 員 １０名（定員になり次第締め切ります）

●携 行 品 ハンドブック・研修ノート（事前送付）・スカウト制服一式・筆記用具・作業服（私服）

その他２泊３日の舎営に必要な物。

◆ハンドブック・研修ノートをお持ちでない方は事務局にご請求下さい◆

●費 用 １４ ０００円（参加費 円・宿泊賄費 円）／ 当日受付にて徴収いたします。

●申 込 方 法 事前研修を終え、別紙申込書に必要事項をご記入の上、研修ノートと共にお申込みください。

●申 込 締 切 第１次締切：令和５年２月末日期日厳守 → 浄土宗スカウト連合協議会事務局（祐天寺）宛

状況により追加募集があるときは、３月１３日が最終締切となります。

●課 題 上記のように事前研修が必要です。当会会員あるいは所属寺院の教導者の方にお願いし、事前研

修を受け「研修ノート」の所定の欄にサイン及び捺印をもらい、別紙申込書と共に事務局宛に

お送りください。

●講師・スタッフ 濱田智海ほか、浄土宗スカウト連合協議会関係者

●問合せ・申込先

〒 東京都目黒区中目黒 祐天寺内

浄土宗スカウト連合協議会事務局【担当 脇川･野城 ﾔｼﾛ 】

： ：

：

：

（電話でのお問い合わせは午前 時から午後 時までの間にお願いします）
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　浄土宗の公益教化団体である「浄土宗社会福祉協会」
「浄土宗保護司会」「浄土宗保育協会」「浄土宗スカウト
連合協議会」などに属する保育園、幼稚園、福祉諸施設
経営、ボーイスカウト、保護司、教誨師などの活動は、
浄土宗平和賞の応募対象には含まれません。

新着
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令和4年度　第45回

浄土宗総合研究所シンポジウム

　新型コロナウイルスが世を席巻して３年が経ち、ライフスタイルや価値観の小さくない変化が起こり、
消費者としてのシビアな取捨選択がなされるなかで、儀式の簡略化や規模の縮小化など寺院を取り巻
く状況にも多大な影響が起きている。
　本シンポジウムで着目したいのは、コロナ禍において拍車がかかったとされる「消費者として納得感
のある時間」を重視する傾向に、仏教界としてどのように向き合ってゆくかということである。仏教儀礼
とりわけ葬儀式は非日常の特別な“時間”を創出するものだが、伝統ゆえの硬直化も免れ得ない。他
方、伝統的儀礼の簡略化が、死者を悼む大切な“時間”を損ねているのではないかという懸念もある。
さらには儀礼そのものだけでなく、前後周辺を彩るさまざまな演出やコミュニケーションの“時間”を含
む広い意味での「お葬式」にいかなる価値が潜み、見直すべき点、残すべき点、新装すべき点が何か
を、時代に合わせて問い直すことが必要であろう。
　今回は冠婚葬祭に関連する近隣業界の識者と共に、これからのお葬式のあり方について一緒に考
えてゆきたい。

岐路に立つ、これからの「お葬式」―死者と共に生きてゆく―

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

どなたでも参加できます（無料）。

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

二次元バーコードを読み込
み、フォームに沿ってお申し
込みください。または浄土
宗総合研究所の公式サイト

（https://jsri.jodo.or.jp/）からお申込く
ださい。

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

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

日 時

場 所

令和5年 2月13日（月） 午後1時 から 5時 まで

対面、オンライン（Zoom）併用

〔対面〕大本山増上寺光摂殿講堂　　〔オンライン〕Zoomウェビナー

パネリスト
講義①「日本社会と葬送の変動 
　　　―葬列から終活ブームまで―」

東北大学大学院准教授／宗教社会学　問芝 志保
講義②「寺院へのアンケート調査からみる 
　　　　　　　コロナ禍が葬送に与えた影響」

大正大学地域構想研究所・BSR推進センター 
主幹研究員／宗教学 小川 有閑

講義③「これからのお葬式 ―本質から葬送を考える―」
クローバーグループ 小金井祭典株式会社　 
代表取締役／葬儀分野 是枝 嗣人

講義④「コロナ禍における婚礼の現状と 
　　　　　　　　　「お葬式」との共通点」

目白大学短期大学部ビジネス社会学科専任講師／
ホテル・ブライダル分野 杉浦 康広

講義⑤「葬儀の読経と意味」
浄土宗総合研究所研究員／仏教学　石田 一裕

コーディネーター
浄土宗総合研究所研究員／浄土学　工藤 量導

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

第11回 浄土学研究会公開講座
（ハイブリッド型開催）

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

広く一般に公開します

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

無料

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

参加御希望の方は、申込フォー
ム（https://forms.gle/YSD9XG 
d7gz8gLsnp6）もしくは右に掲
載の二次元バーコードからお申
し込みください。
メールでの申込を希望される場合は、下記の
事務局まで「所属」「氏名」「メールアドレス」を
記してお送りください。
ZoomのミーティングID・パスコードは、開催
1週間ほど前にメールでご案内いたします。

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

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

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

日 時

場 所

令和5年 2月10日（金） 午後3時30分 から 5時30分 まで

大正大学 1号館2階 大会議室（対面）　もしくは　Zoom（オンライン）
（対面で聴講される方も、必ず下記より事前のお申し込みください）
※感染状況によってはオンラインのみでの開催と変更となる場合があります。

「法然上人と一切経」
国際仏教学大学院大学教授　落合�俊典

●講題・講師
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大正大学地域構想研究所
BSR推進センターシンポジウム

　大正大学地域構想研究所BSR推進センターでは、超高齢・多死社会を迎える我が国で、伝統仏教
（僧侶・寺院）が地域の社会資源として、高齢者ケア・高齢者の生活サポートに寄与する、大きな役割
を果たしうるのではないかという仮説のもと、文科省科学研究助成を受け「超高齢・多死社会への新
しいケア・アプローチ：地域包括ケアにおけるFBOの役割」と題して複数の領域にまたがる学際研究を
行ってきた（研究番号：20K20336）。
　時を同じくして、浄土宗総合研究所では、平成29年から「現代における老いと仏教」プロジェクトが
立ち上がり、介護者カフェの実践を進めていた。本研究では、同プロジェクトと連携し、介護者カフェの
効果の検証も行ってきた。
　文科省科学研究助成期間終了を迎えるにあたって、本シンポジウムでは、介護者カフェ、月参り、高
齢者福祉施設での僧侶の関わりの可能性に言及しながら、その成果を報告する。

超高齢社会における寺院・僧侶の可能性

日 時

場 所

令和5年 3月3日（金） 午後2時 から 4時 まで

大正大学新8号館（図書館）礼拝ホール、オンライン（Zoom）併用　　
〒170-8470 東京都豊島区西巣鴨3-20-1

【交通の便】 ●電車をご利用の場合
 　都営地下鉄三田線……西巣鴨駅下車A3出口 徒歩2分
 　ＪＲ埼京線……板橋駅東口下車 徒歩10分
 　都電荒川線……庚申塚駅又は新庚申塚駅下車 徒歩7分

 ●バスをご利用の場合
 　池袋駅東口から都バス……堀割バス停下車 徒歩2分
 　  6番乗り場　西新井駅前行き、北車庫前行き、新田一丁目行き
 　  7番乗り場　浅草雷門南行き
 　12番乗り場　とげぬき地蔵前行き
 　13番乗り場　浅草寿町行き

 ●東京駅から （約30分）
 　東京（山手線内）⇒巣鴨（都営三田線乗換）⇒西巣鴨

次頁へつづく→

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

寺院関係者（住職、副住職、寺庭婦人、寺族どな
たでも）

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

会場50名
オンライン80名（Zoom）

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

参加無料

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

オンラインフォームもしくはFAXにて受付

オンラインフォームの場合：
以下の二次元バーコードからお申
し込みください。

FAXの場合：
氏名、教区、寺院名、連絡先（電話番号・メール
アドレス）、参加方法（会場／オンライン）を記
載し、大正大学地域構想研究所（FAX：03-5394-
3055）まで送信してください。

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

令和5年2月24日（金）
※ただし、定員に達し次第申込を締切ります。

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

会場に来場の際は、公共交通機関をご利用く
ださい。

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

大正大学地域構想研究所BSR推進センター
TEL 03 -5944 -5482
Eメール y_ogawa@mail.tais.ac.jp（小川有閑）

●スケジュール

趣旨説明　（髙瀨顕功・大正大学社会共生学部・専任講師）

報告① 寺院での社会貢献に関する活動について―介護者カフェの広がり―（東海林良昌・浄土宗総合研
究所・研究員）

報告② 医療から見た寺院での介護者カフェの効果（岡村毅・東京都健康長寿医療センター研究所・研究副
部長）

報告③ 月参りの実態とその可能性（小川有閑・大正大学地域構想研究所BSR推進センター・主幹研究員）

報告④ 高齢者介護施設で求められるケア―僧侶の関与の可能性―（宇良千秋・東京都健康長寿医療セン
ター研究所・研究員）

ディスカッション
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浄土宗教師資格の取得について 

お知らせ 

 本学では、浄土宗教師資格取得を目指す学生のために宗門子弟教育を行っ

ています。入学後は、所定の科目を履修し単位を取得することによって伝宗

伝戒道場（加行）の入行資格を得ることができます。

＜編入学について＞ 

 既卒大学の単位を活かし、新たに僧侶資格単位を取得することによって、 

2 年間で資格を取得することができます。短期間で浄土宗の教えを広く、深く 

学ぶことができます。 

入学試験・僧階取得についての問い合わせ先 

アドミッションセンター 
〒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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宗門後継者養成道場指導員募集
応募資格：4年制⼤学を卒業した⽅、または令和5年3⽉末に
                      卒業⾒込みの⽅で、浄⼟宗教師資格を有する⽅
業務内容：宗⾨後継者養成道場に関する業務
任⽤期間：令和5年4⽉1⽇〜令和6年3⽉31⽇
     ※年度更新にて最⻑5年間
その他詳細は右記へお問い合わせください。

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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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「2023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

『『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

浄土学の基礎 浄土学の基礎 必

三部経の思想 浄土三部経研究１ 必

浄土宗日常勤行式の解説 浄土宗日常勤行式の解説 必

浄土教の歴史 浄土教史 必

選択集の思想 選択集講読１ 必

浄土宗の歴史 浄土宗史 必

浄土三部経研究２ 必

選択集講読２ 必

浄土学研究 選

浄土宗学研究 選

三部経特講 選

選択集特講 選

法然の法語特講 選

三巻書特講 選

円頓戒特講 選

論註特講 選

観経疏特講 選

安楽集特講 選

法然門下の思想 法然門下の思想 選

小　　計

釈尊の生涯と思想 ブッダの教え 必

仏教学の基礎 仏教学の基礎 必

日本仏教史（仏教伝来～平安） 選

日本仏教史（鎌倉以降） 選

仏教学研究（初期・部派） 選

仏教学研究（大乗・チベット） 選

大乗仏教思想史 選

中国仏教史 選

インド仏教史 選

各宗の概要等 天台教学 選

小　　計

現代社会と人間 浄土宗と加行１（伝法） 必

浄土宗と加行２（円頓戒） 必

人権（同和）教育 必

宗教法制 仏教の儀礼と儀式 必

仏教と人権 仏教と福祉 　 選

仏教の儀礼と儀式 宗教法制 選

宗教学概論 選

仏教看護 選

小　　計

実践仏教学１ 必

法式実習１ 必

実践仏教学２ 必

法式実習２ 必

法式実習３ 必

法式実習４ 必

伝道Ⅰ（念仏講話） 仏教伝道学 T・S 必

詠唱 詠唱 必

伝道Ⅱ 仏教伝道学Ⅱ T・S 必

小　　計

合　　計 上記60単位を履修すること

《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・冬期スクーリングまでに受講し合格すること。
　②「実践仏教学１」「法式実習１」を履修後５年以内に入行資格を得て伝宗伝戎道場に入行すること。

　合計14単位を履修すること

法式（上級）

僧
侶
の
実
践
に
関
す
る
科
目

法式（初級）

　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

2023年度のスクーリングの日程につ
いては、決定次第、掲載いたしま

す。

　必修科目2科目4単位、選択
科目8単位、合計12単位を履
修すること

浄土教の思想と展開
（三部経、選択集、
　三巻書、円頓戒等）

現
代
社
会
と
教
団
に
関
す
る
科
目

日本仏教の歴史と教え

仏教の受容と展開

仏教史

仏
教
学
に
関
す
る
科
目

浄
土
学
に
関
す
る
科
目

　必修科目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
（2023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

浄土宗学研究

三部経特講

選択集特講

法然の法語特講

三巻書特講

円頓戒特講

論註特講

観経疏特講

安楽集特講

法然門下の思想

日本仏教史
（仏教伝来～平安）

日本仏教史
（鎌倉以降）

仏教学研究
（初期・部派）

仏教学研究
（大乗・チベット）

大乗仏教思想史

中国仏教史

インド仏教史

天台教学

仏教と福祉

宗教学概論

仏教看護

僧侶の実践に
関する科目

仏教伝道学Ⅱ T・S

スクーリング履修費

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

　お問い合わせ方法は、本学通信教育課程ホームページの「お問い合わせ」→「入学前ご質問フォーム」より質問してください。

合計

　わせください。

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

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

入学時の必要経費（登録料+学費） スクーリング受講日数（科目数）

　申請の詳細については、浄土宗宗務庁へお問い合わせください。

少僧都・得業

【【留留意意事事項項】】

◆必要単位を修得後、申請により「単位修得証明書（宗務庁用）」を発行いたしますので、各自で僧階の進叙および教階・学階の新授与の申請を行ってください。

◆最短修業年限：１年（最長在籍期間：３年）

【【開開講講科科目目一一覧覧】】

【【修修了了ままででにに要要すするる経経費費（概算・単位：円）おおよよびびススククーーリリンンググ受受講講日日数数（目安）】】

学　費
（円）科目

ｺｰﾄﾞ

本　　　学　　　基　　　準

科　　目　　名

宗教学、社会福祉
学、臨床心理学など
の概論科目

伝道Ⅱ

履修費
（円）

僧階・教階・学階

【【入入学学資資格格】】

僧侶分限規程（宗規第34号）,僧階、教階及び学階査定に関する規程（宗規第78号）に基づく「律師資格」を有し、かつ、学校教育法に定める大学を卒業し、
又はこれと同等以上の学力があると認められる方

日程

仏教学に
関する科目

備考

「少僧都」、「得業」
を取得希望の場合は、
「浄土学に関する科
目」から12単位以上、
「仏教学に関する科
目」から6単位以上を選
択履修すること

浄土教の思想と展開
（三部経、選択集、
三巻書、円頓戒等）

仏教の受容と展開

仏教史

各宗の概要等

宗　　　定　　　基　　　準

科　　　　　目　　　　　名
修得
単位

種別

2023年度のスクーリングの日程につ
いては、

決定次第、掲載いたします。

スクーリング（2023年度）

少僧都・輔教・得業

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

12日間（7科目）

10日間（6科目）

　した場合は学費およびスクーリング履修費は異なります。

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

履修
方法

浄土学に
関する科目

現代社会と教
団に関する科

目

開講
単位

法然門下の思想

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5年　3月8日（水）～9日（木）

一部科目受講希望者の方には後日電話にて希望科目の確認をさせていただきます。

■ご希望講座の受講方法欄に〇印をご記入ください。

講座名 開催期日 受講方法 【対面】 受講方法 【Zoom】

『選択集』編（第21回） 令和5年 2月9日（木）

ともいき編（第2回） 令和5年 2月13日（月）

法式編（第4回） 令和5年 2月17日（金）

布教編（第4回） 令和5年 2月24日（金）

寺院運営編（第2回） 令和5年 3月1日（水）

ともいき編（第3回） 令和5年 3月14日（火）

■法式編・寺院運営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

88 和合　令和5年　2月号



キ
リ
ト
リ
線

FAX
   075-531-5105

  第120回教学高等講習会
   受講申請書（対面用）

下記枠内の必要事項にご記入の上、FAX等にてお送りください。

 令和　　　年　　　月　　　日

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

2. 講習会開催期間中の昼食は各自ご手配ください。

3. 新型コロナウイルス感染症の状況により、WEB配信に切り替える場合がございます。 
受講を希望する場合はe-mailアドレスをご記入ください。

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

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

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

受付印

所　属

教　区 組 寺院№ 寺院名

ふりがな

氏　名

WEB配信に
変更になった
場合の受講

希望する　・　希望しない

e-mail
アドレス

TEL FAX

許可証
送付先

※ 所属寺院の場合は記入の必要はありません。

〒　　　－

【申請者】

●締切　　令和5年2月10日（金）必着
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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）

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

92 和合　令和5年　2月号



キ
リ
ト
リ
線

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、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。

浄土宗出版の商品は
「浄土宗出版ウェブサイト」からご購入いただけます！

スマートフォンからもご利用できます
 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） 

※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！
寺院会員ならば、ご寺院名での請求書・領収書が発行できます。

②『浄土宗新聞』定期発送先の管理・送付部数の 
　変更などがご自身で可能に！

「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。
寺院会員ならば、ウェブサイトから発送先の管理や部数変更ができます。

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！
寺院会員ならば、前年と同じ印刷内容（修正なし）の場合、申込書郵送等
の手間をかけずにウェブサイトからご注文ができます。

※令和5年版『浄土宗月訓カレンダー』『浄土宝暦』の刷り込み印刷は受付を
終了いたしました。

ご寺院さまは「寺院会員」での登録がたいへん便利です！

寺院会員として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

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。

（定期購読商品は除く）

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）にて
最寄のコンビニエンスストア、ゆうちょ
銀行または郵便局でお支払いください。

※  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
が必要となります）

※ 「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、
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。

〒105-0011　東京都港区芝公園4-7-4　明照会館3階
TEL 03-3436-3700（注文専用）　FAX 03-3436 -3356
浄土宗出版ウェブサイト　https://press.jodo.or.jp/
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　『浄土宗新聞』は2021年４月号より、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。

（なお配送料には、配送にともなう諸費を含めさせていただいております。）
（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（9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

❶、❷について、部数変更や中止の連絡は、ご希望月の前月7日までにご連絡ください。7日を過ぎますとご希望月か
らの部数変更や中止ができかねる場合がございます。また、日時指定はできかねます。

〒105-0011　東京都港区芝公園4-7-4　明照会館3階
TEL 03-3436-3700（注文専用）　FAX 03-3436 -3356
浄土宗出版ウェブサイト　https://press.jodo.or.jp/
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浄土宗新聞はさまざまな場面でご活用いただけます！

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

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

共有できる話題　ご提供します！
　浄土宗の教えはもちろん、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“おことば”を味わう

宗祖法然上人が説かれた「誰もが憂いなく生
きるための道」お念仏。『法然上人のご法語』
シリーズでは、その教えを人々に伝えられた
ご法語を現代語訳とともに収載。第四集で
は、高弟・聖光上人や源智上人が聞き伝え
たご法語の要文や、「没

もつ
後
ご

起
き

請
しょう

文
もん

」「送
そう

山
さん

門
もん

起
き

請
しょう

文
もん

」など弟子たちへ授けた訓戒を収載し
ました。
シリーズとして、「①消

しょう
息
そく

編」「②法語類編」 
「③対話編」も好評販売中！
ご自身の研鑽にはもちろん、布教原稿や修
養会の資料作成などにも大変便利なシリーズ
です。ぜひ座右にお揃えください。

法然上人のお言葉を手軽にポケットに―

定　価：1,100円（税込）　サイズ：文庫判　320頁　　浄土宗総合研究所 編訳

法然上人のご法語

《目 次》

法然上人のご法語文 庫 版

❹伝語・制誡編

伝語編
第一章 人間
第二章 救いの道 —— 聖浄二門
第三章 阿弥陀仏の救い
第四章 お念仏 —— 御名を称えて
第五章 信 —— 心のあり方
第六章 日々の暮らし —— 念仏の中に
第七章 阿弥陀仏とともに —— 大いなる功徳

制誡編
没後起請文
七箇条起請文（七箇条制誡）
送山門起請文
二箇条疑問事
一念義停止起請文
一念義について仰せられける御詞
七箇条の起請文
署判十箇条状（残欠）

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

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

お仏壇の祀り方やお墓参り、
葬儀、法要の流れについて
も解説しています。

浄土宗のダイジェストブックが誕生！

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

浄土宗の手引き

すすお め 書 籍

《目 次》

第１章 お寺のこと・仏事の作法
第2章 葬送と行事・法要
第3章 法然上人のご生涯
付　録 総・大本山寺院 
 法然上人二十五霊場
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春彼岸

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

お寺と檀信徒をむすぶ

ご利用には定期購読が便利です！

ご利用には定期購読が便利です！

充実の9項目

ふれあいマガジン

行事シリーズ

A5判　24ページ　オールカラー

19.6cm×39cm（四つ折り） 1部 44円（税込）

価格：122円（税込）

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

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

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

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

　春号：2月上旬　　夏号：5月上旬
　秋号：8月上旬　　冬号：11月上旬

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

「北から南から」を。
コラムは「行事に関わる仏教語」と題し、各 
行事に関係する仏教語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

大好きな仏像の魅力を 
たくさんの人に伝えたい！ 
フリーアナウンサー 
久保沙里菜さん

◦心に残る法然さまの言葉

◦ほとけにあいに

◦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【春彼岸】

2023
春号
No.118

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』春号、行事シリーズ『春彼岸』のサンプルを同梱しております。

春彼岸

年中行
事で

檀信徒
さまに

お配り
くださ

い！
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