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第13回 開教公開カンファレンス　報告

「南米開教の過去と現在、
　　　そして輝かしい未来に向けて」

2022年10月26日（水）、大本山増上寺光摂殿において浄土宗開教振興協会主催事業、第13回開教

公開カンファレンスを「南米開教の過去と現在、そして輝かしい未来に向けて」をテーマに開催いたしまし

た。本カンファレンスはオンラインで日本とブラジルを結んで開催され、ブラジル国内の檀信徒も多く参加

いたしました。

　浄土宗南米開教70周年を来年に控えた現在、クリチバ日伯寺の新本堂建設事業が進行しています。本

カンファレンスの目的は、浄土宗僧侶や寺族、ブラジル在住日本人・日系人に、改めて南米開教の歴史を

知ってもらうとともに、新本堂建立に向けての機運を高めることでした。

　この目的のため、南米開教区初代総監長谷川良信師、および開教黎明期についての基調講演を2人の

学識経験者からいただき、その後、南米開教区に様々な立場から深い関わりを持っている5組、6人による

パネル発表が行なわれ、南米開教の歴史と現状、そして未来について考えていく契機といたしました。

　以下、基調講演やパネル発表等の概要を報告いたします。

　右記二次元バーコードより、当日の録画が視聴できますので、どうぞご覧ください。

良信師は戦前期以来、ライフワークとして宗教・社
会福祉・教育の三位一体による人間開発・社会開発
の展開を行っていた。戦後、1952年より日本は移民
政策としてブラジルへの移民を推進したが、戦後日
本が疲弊したなかでの政策であったため、「数だけ
送れ」といわんばかりの「棄民」ともいえる状況であっ
た。このような状況のなか、良信師は宗教者としての
使命に燃え、開教を志したのである。

渡伯にあたっては、周到な準備が行われた。渡伯
の前に米国に３か月滞在し、多民族・移民国家の先

①「長谷川良信の南米開教の理念とその前提」

長谷川 匡俊 師

基 調 講 演  概 要

長谷川匡俊師は、大乗淑徳学園の理事長であるとともに、淑徳大学名誉
教授、長谷川仏教文化研究所所長、浄土宗総合研究所客員教授、浄土宗
大巌寺住職を務めている。南米開教区初代総監長谷川良信師（以下、良
信師）の法嗣であり、今回のクリチバ日伯寺本堂建築にあたっての「源松
山明信院」という山号院号の名付け親でもある。
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ここでは基調講演①の話を受け、より詳細に良信
師の南米開教に関する事跡について話したい。良信
師（1890 ～1966年）は、浄土宗僧侶であるとともに、
教育者、社会事業家であった。教育者としては淑徳
大学の創設者であり、社会事業家としては、賀川豊
彦、鈴木修学と並び三代社会事業家と称される。

良信師は、若い頃から海外日系人への「社会福
祉事業と仏教と教育の三位一体」の実現という夢
を抱いていた。その夢に具体的に歩み始めたのが
昭和28年（1952年）11月、良信師63歳のことであっ
た。良信師の南米開教は、第1回 昭和28年11月～
30年3月、第2回 昭和32年3月～33年10月、第3回 
昭和37年7月～10月の3期にわたる。

昭和29年4月には「浄土宗特命開教使」としてサ
ンパウロで開教宣言を行い、同年11月には「南米仏
教日伯寺浄土宗別院日伯寺」として宗教法人として
認可を受ける。この第1回ブラジル渡航ではブラジル
全20州を踏破、約2000人の日系人と会い多くの協
力者と縁を結んだ。

例を学んだ。渡伯後、約10か月かけてブラジルの国
情（自然・政治・経済・宗教・文化等）の視察と共に、日
系移民の現状と生活課題を把握すべく現地に足を
運び調査を実施した。同時に、各地で開教の趣旨に
賛同する支持・支援・協力者の人脈づくりを行った。

良信師は63歳の時にブラジル開教を志願し、宗命
を奉じて渡伯を果たした。その理念を「日伯寺建設
趣意書」（1954年）に見ることができるが、開教の在
り方 と方向性について、親縁・近縁・増上縁のいわゆ
る三縁 になぞらえ、以下の三項目をあげている。

① 宗教移民の導入
国家の政治的立場や国策などを超越した、宗
教的理想に立つもの。

② 日系コロニアの精神的支柱

良信師の南米開教の基本理念は、
①日本という国の国策を超えて、宗教的理念から

人類のために未開発地を開発する「宗教移民」
の提唱

②日系コロニアの精神的支柱として、また文化教
養・福祉増進の中心としての寺院建立・・「寺院
の地域社会施設化」

③仏教の使命として、海外の日系人に仏教的生き
方や生きる意味を説く。その為にも日系の「全宗

文化教養、福祉増進の中心拠点となり、日系コ
ロニアの精神的支柱となる仏教寺院の実現。

③ 日系国際人の宗教的覚醒
日本民族の血であり肉である仏教による、日系国
際人の宗教を覚醒し、安心立命を実現してゆく。

以上の三縁を基に、さらに「宗教の共同戦線」と
「寺院の地域社会施設化」の持論を提示し、日伯寺
を地域社会の「文化福祉センター」として、「宗教的
公民館」の形態をとり、コロニアの真の発展のために
奉仕したい、と決意している。

こうして初代南米開教総監の開教理念は、「仏教
（念仏）と社会福祉と教育との三位一体による人間
開発・社会開発」 へと結晶されてゆくのであった。

②「長谷川良信師の事跡におけるブラジル開教」

藤森 雄介 氏 藤森雄介氏は、淑徳大学教授、同大学アジア国際社会福祉研究所、アジア
仏教社会福祉学術センター長／教授であり、浄土宗社会福祉専門部会委員
を務めている。社会福祉が専門で、長谷川良信師の研究も行っている。
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発表①

教の共同戦線」化
であり、この理念をブラジルの地で次 と々具現化して
いった。

第2回目の渡航では、様々な困難に直面することに
なった。なぜなら、1回目渡航から2年のブランクがあ
り、その間の開教途絶による現地日系人の離反、他
宗派の教化活動の進展や土地財産の詐欺事件など
が起こったからである。そこで第2回渡航では、3人
の青年開教使を同行して活動を展開した。日伯寺の
移転事業、幼稚園から老人クラブまでの機能を持つ

「日伯寺学園」の開設、精神薄弱児のための「日伯
寺学園治療教育部」の開設にこぎつける。なお、この

「日伯寺学園治療教育部」は、現在もブラジルの代
表的な知的障がい児施設「こどものその」として運
営されているが、施設に通じる道路は良信師の功績
を讃え「長谷川教授通り」と命名されている。

昭和33年、「日本移民50周年祭」を期して、仏教

各派の統一組織が具体化していく。これは良信師の
開教理念に基づくものであった。同年2月「在伯仏
教各宗連合会」（現・ブラジル仏教連合会）が結成さ
れ、宗派の垣根を越えて、様々な行事が挙行されるこ
ととなった。なお、良信師は初代幹事を務めた。

以上見たような、良信師のブラジル開教事業の特
徴をまとめると、次のようになろう。

①浄土宗にとどまらず、すべての移住者の生活や
日系人社会（コロニア）全体の文化・福祉・教育
の向上を第一義に目指したこと

②このことは、「宗教・教育・社会福祉」の三位一
体の理念があること

③日本仏教の為ではなく、ブラジル人のためのブラ
ジル仏教の実現を目指したこと。このため、仏教
以外のキリスト教との協同も模索していた

④仏教各宗派の共同のために共同戦線を結成し
「通仏教」ないしは「全一仏教」を目指したこと

私がブラジルで開教使を務めたのは、今から45年
ほど前のことです。開教使を志した私に、南米開教
区第二代佐々木陽明開教総監は「伯国に来るには
伯国の永住権を取得して来て欲しい」と言いました。
それから約一年間、農業移民の永住権を取得する
為に、和歌山のみかん農家に住民票を移して、農家
の仕事を手伝いながら諸々の手続きを進め、何とか
農業従事証明書を取得しました。当時は農業移民と
してブラジルに渡るほかなかったのです。

1980年の春に、檀信徒である農業従事引受人の
川本藤様に迎えられました。晴れて、サンパウロ別院
日伯寺に到着したのは3月であったのに、秋彼岸の
法要を行っていたことには驚きました。その後サンパ
ウロ日伯寺での開教使としての仕事を開始しました

が、午前中は日本語学校の生徒の送迎・午後は日本
語学校の教員としての仕事をし、土曜日曜は法事な
どの仕事をしました。

また、婦人会の方々には御詠歌や御舞を教えまし
た。毎週土曜には、青年会の若者達と日本語を教
え、時にはカラオケ大会を開催しました。日伯寺学芸
会では、日本語のお芝居・御詠歌・日本語のコーラス
などを行い、日伯寺には毎日沢山の方々が集まって来
られ充実した開教使生活の日々 を過ごしました。

そして3年後、マリンガ日伯寺が完成した時に、主
任開教使として赴任しました。27歳という若さでした
が、日伯寺の仕事のほか、マリンガ日伯寺和順会（老
人ホーム）の副園長、また日本から来た妻と一緒にマ
リンガ日伯寺保育園の園長としての活動もしました。

前田 晃秀 師 （滋賀教区若王寺住職）

パネル発 表　 報 告

1980年～1983年までサンパウロ日伯寺、84～85年の2年間はマリンガ日伯寺の主任開教使を務めると
ともに、老人ホーム和順会の運営に携わった。帰国後は、その経験を活かし、総本山知恩院に奉職、現在
は浄土宗宗議会議員としても活躍している。
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発表②

マリンガの奥地に行く際には、当時日本から送っても
らったNHK連続ドラマ「おしん」のビデオテープとテ
レビ、ビデオデッキを車に載せて行くと、どこの地区の
人 も々皆様大変楽しみにされて多くの方々集まって来
られました。年に数回、何千キロも離れた奥地に棚経
などに行くのですが、行けども、行けども、目的地に辿

りつけないあの景色は、今も目に焼き付いています。
今考えると私の青春時代のこの5年間は、何事に

も代えがたい経験でした。私のブラジルの開教使生
活は、ブラジルの多くの檀信徒への感謝しかなく、伯
国で経験した事を糧として日本で仕事をしてきた様な
思いがします。

瑞光師
マリンガ日伯寺では、年中行事や日々の法務のほ

か、勢至丸太鼓団、剣道部、他寺院手伝いも行ない
ました。パラナ老人福祉和順会の理事も務め、孤老
や貧困のため一人で生活のできない日本人、日系ブラ
ジル人高齢者を無料でお世話させて頂きました。また
それに付随して寄付勧募や会報作成、淑徳大学研
修生の受け入れ、マリンガ市や日本人会が主催する
行事に参加し日本食を提供する活動を行いました。

最初は言葉の問題や土地勘がないゆえ、苦労もし
ました。棚経に行く際、地図に載ってない場所は木
や岩を目印にして目的地に向かうようでしたから。

ブラジルの日々 では、大きな充実感を得ることができ
ました。お仏壇やお位牌を日本から持ってこられ、仏
教を大切にされているお檀家様が、自分の訪問を喜
んでくださった事に、僧侶としての喜びを感じました。
和順会理事としては福祉に携わる事で人に喜んで頂
けました。老人ホームでの歌の時間、演芸大会など
では、自分の孫のように接して下さいました。

妻が手紙や年賀状、SNSなどで交流を続けてくれ
た事で、帰国後もブラジルから心が離れることはあり
ませんでした。60周年記念式典（2013年）において
渡伯する機会がありました。その際、師父である松
野瑞海上人を勧誡師とし、イビウーナ日伯寺、クリチ
バ日伯寺で五重相伝を開筵しました。勧誡はポルトガ
ル語に翻訳して字幕で表示しましたが、「一生懸命
伝える側、一生懸命受け取る側がいれば、伝わるの
だ」と教えて頂いた気がします。

奈緒美氏
私は約4年間、開教助員として活動しました。マリ

ンガ日伯寺では、法要・法事の準備、日伯寺婦人会
の協力を受けて法要の御斎作り、年に一度の夕食会
等の準備、マリンガ市への観光客の応対などをしま
した。また和順ホームの事務も行い、総領事館への
書類の作成、ボランティアの受け入れ（医師・散髪・園
芸・日本人会・マリンガ大学生）、会報作成、淑徳大学
研修生の受け入れ（研修派遣先、ホームステイ先の
選択等）を担当しました。

渡伯するまでは、映画シティオブゴッド、貧民街ファ
ベーラに代表されるように、怖いイメージがありました
が、実際生活すると大好きな国になりました。

開教使・開教助員はみな隔たりなく仲が良かったで
す。佐々木良法住職、ガッツ溢れる鹿森ひと美園長、
日本語のわかる事務担当の方、普段は楽しいがやると
きにはやるブラジル人の職員さんと一緒に仕事できた
ことは幸せでした。ただ、番犬として飼っている犬を檻
にしまう仕事だけは、慣れることはできませんでしたが。

ブラジルは土地が広大で、空は高く澄み渡り、そし
て緑が多くて本当に気持ち良かったです。天気も温
暖で、とにかくどこでもご飯がおいしかった。和順ホー
ムの食事は日本食材店より野菜の御寄附を頂き、食
事担当職員が料理しましたが、フェイジョン・味噌汁・
茄子の甘酢漬けなど、懐かしく思い出されます。

ブラジルでは一日一日がとても充実していました。
和順ホームの入居者の方が朝6時にお寺にお参りさ
れるので、和尚様がいない時は私が朝のお勤めを入

松野 瑞光 師　奈緒美 氏 （長崎教区法源寺住職・寺庭婦人）

松野瑞光師は2004年から5年半、開教使として活躍。最初の半年はサンパウロ別院にて約3か月、その
後、マリンガ日伯寺で約5年間活動。現在は浄土宗開教振興協会理事も務めている。奥様の奈緒美氏は
2006年から2010年までの約4年間、夫とともに開教助員として活動した。
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発表③

居者と一緒にさせていただきました。お陰様で渡伯１
年目で日常勤行式が暗記でき、日々 お経を覚えられる
自分に充実感を得られました。

また様々な人々に「受け入れられた」と感じられたこ
とは大きな喜びでした。和順ホーム職員としては　廊
下を歩くだけで、入所者が「ナオミ先生」と声を掛けて
くれました。職員も「ナオミ」と声をかけてくれ、いろん
な話をしてくれました。お檀家さんにも受け入れていた
だいたようで、家に呼ばれ、ぶどう狩り、アスパラガス栽

培、コーヒー農園の畑仕事などを手伝ったこともありま
す。また結婚式にもお呼ばれしたこともありました。

このような経験が活きたのか、日本に帰ってきた際
には、法源寺先代住職より「寺庭婦人として一から
教える必要がなかった」と言っていただきました。掃
除やお花生け、日常勤行や仏様に素直にお仕えする
こと、お檀家様を笑顔で迎え笑顔でお見送りをすると
いうことなど、ブラジルの生活を通じて、自然と身につ
いたのだと思います。

私がブラジル研修に参加したのは、今から約10年
前のことです。様々なお寺を巡り、社会福祉法人や
現地警察などの視察などをしました。名物のシュラス
コを食べすぎて入院したという思い出もあります。こ
の研修の際、マリンガの近くの学校で、始めて海外
青年協力隊で参加している人に出会いました。ここ
で大きな刺激を受け、後に自分も海外青年協力隊に
入隊することになったのです。

大学在学中には1年間休学をして、いわゆる「バッ
クパッカー」として世界一周の旅をしました。その最
終地をブラジルにしましたが、これはブラジル研修で
出会った人たちに再会するためです。それほど研修
での出会いは、私にとって大きなものでした。

帰国後は新卒で海外青年協力隊（JAICA）に入
り、アフリカのベナンに行きました。ここでは幼稚園や
小学校で栄養学などを教える青少年活動に携わりま
した。

帰国後は、賀川豊彦が運営していた乳児院をリノ
ベーションして、ゲストハウスにする活動もしました。
現在は、株式会社bonaを経営しています。ここでは
クラウドファンディングを利用し、アフリカのニジェール
共和国に土地を買い、新たに村を作るという活動も
展開しています。

また取り組んでいるのは、オンラインコミュニティ「と
なり」です。日本に帰ってきて改めて感じたのは、「と

なりの人を知らない」ような、コミュニティでのコミュニ
ケーションが希薄な状況でした。そこで、オンラインに
てただ雑談をするというコミュニティーサイトを主催し、
これまで4 ～500回開催をしています。「アフリ観」と
いうサイトでは、様々なゲストを招くなどして、アフリカ
的コミュニティの在り方を共有しています。また「お坊
さんと語ろう！オンラインかけこみ堂」では、僧侶と雑談
をする場を設けています。もう2年半くらい行っていま
すが、これは私が母を亡くした際に、仏教に救われた
という経験があるからです。「ジブンゴト大学」という
サイトもありますが、これは世界で様々な活動を展開
している人から人生を聞くというものです。

これらサイトは、「投げ銭制」つまり参加者の志で
運営するシステムをとっています。これは、誰もが参
加できるといコミュニティを目指しているからです。私
がこのような活動を展開しているのは、ブラジル研修
を通じて学んだ「共生」、皆でともに生きていくという
精神が根底にあると思っています。

現在コロナ禍でブラジルになかなか行けない状況
ですが、これからも若い人がブラジルにいって貴重な
経験をする機会があることを願っています。また私は
来年仕事の関係でブラジルに行く予定がありますの
で、その際には懐かしい人たちと再会し、クリチバ日
伯寺本堂建設の一助になりたいと思っています。

奥 祐斉 氏 （株式会社bona代表取締役・オンラインコミュニティ「となり」主宰）

奥氏は淑徳大学卒業生で、平成22年、在学中に淑徳大学主催のブラジル研修に参加した経験を持つ。
106の国と地域を回った旅人であり、かつて暮らしたアフリカで心が救われた経験から、日本にアフリカの
多様でおおらかな価値観を輸入すべく活動している。
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発表④

最初の日本人がブラジルに移民して114周年を迎
えました。私の祖父母が日本から移民し、自分自身は
ブラジルで生まれた日系2世です。

自分が生まれたのは、マリアルバというパラナ州北
部の街で、特に日本人が多い所です。日本人移民が
始まって約50年が経ったころ、日本人はやっとコーヒー
農園の労働者の立場から解放され、独立する人が増
えました。そして、独立した日本人が集まって助け合
い、村を作って農業に励んでいました。当時は、日本
人の結束力、集団意識も強く、マリアルバの街だけで
も日本人の移住地が６支部あり、各支部には日本語学
校があり、それぞれで運動会ができるほどでした。

私はそんな環境で生まれましたので、ブラジルにい
ながらも日本語のみで育ち、６歳の時に初めて行った
学校も日本語学校でした。8歳の時に一般の学校に
行き始めましたが、ポルトガル語が全く分からず、外
国語を聞いているという感じでした。

それだけ日本人は、自分の国に対する誇りがあり、
自分達の言葉、文化、習慣を非常に大事にしていた
のだと今は感じています。

＜クリチバ市の日系社会とこれからのお寺について＞
自分と同じ世代の人たちは大学で勉強する為に、

親元から離れてクリチバへ移り住み、そのまま就職し
て家庭を持ち、生活を続けています。日本人移民は
とにかく次世代の教育に力を注ぎました。その甲斐
あって、現在、日系2世、3世は、教育程度の高さから
社会的地位が高い職業についているケースが多く、

政界のみならず、医者、弁護士、先生、芸術、文化な
ど多方面に進出し、ブラジルの発展に大きく貢献した
と非常に高く評価されています。

自分も日本文化、習慣を大事にし、意識しながら人
生を歩んできました。現在はお陰様で、３人の子供と
３人の孫に恵まれておりますが、息子たちも自分達の
子供に日本語や日本の文化、習慣にもっと触れさせた
いと思ってくれているようです。

ブラジルはカトリックを信仰している人が多い国で
すが、現在、日本に働きに行ってブラジルに帰って来
た多くの日系人が、ブラジルにて日本の文化に触れら
れる機会を求めており、親が信仰していた仏教を求
めております。また非日系ブラジル人も、悩みの多い
現代社会において、日本人移民を通して身近に触れ
る事が多くなった日本文化、その根幹を成す仏教に
非常に注目をしています。今この時代だからこそ、日
本文化を発信し、仏教の教えを通して人間教育が出
来る場所が求められています。

自分がサンパウロの研修センター建設に関わった
時は30代で、中心になっていた人達は60代、70代
でした。自分は当時会議に参加するだけの立場でし
たが、立場が変わった今回は、建設委員の一人とし
て当時の経験を活かして少しでもお役に立てればと
思っております。

このクリチバ日伯寺はこれからのクリチバを担う次
世代に、非常に大事なお寺だと確信しておりますの
で、どうぞ皆様にご理解いただき、建設に対するご協
力をよろしくお願いします。

花井 敏男 氏 （クリチバ日伯寺理事）

花井氏は、祖父母がブラジルに渡った日系人。若い頃より寺院に関わり、自身が30歳代の時にはサンパウ
ロ研修センター立ち上げに建設委員として携わった。今回のクリチバ日伯寺本堂建設にあたっては、建設
委員の中心的メンバーとして尽力している。

第13回 開教公開カンファレンス　報告

発表⑤

クリチバ日伯寺では、葬儀や年忌法要、各大法要
などの宗教活動のほか、文化活動や社会貢献活動

に力を入れています。
活動内容としては、書道、料理教室（特に精進料

大江田 晃義 師 （クリチバ日伯寺主任開教使）

2003年にブラジルに渡って以来、19年もの間、開教活動を展開している。最初の4年はサンパウロ別院
にて駐在開教使として勤務、その後2007年よりクリチバに異動し、主任開教使として借家探しから始め、
現在に至るまで活動を展開している。
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理）、節分豆まき、ひな祭り、子供の日（端午の節句）、
七夕、盆踊り、餅つきなどの文化活動、青少年教化
のおてつぎ子ども奉仕団や青年の集い、また月に1回
の誕生会。そして福祉活動として、デイケアセンター
への訪問（法話、体操など）、マリンガ老人ホームの
為の慈善夕食会、貧困地区への寄付活動、書道
ワークショップなどです。

また、市役所や日系団体と共催して、花祭りや日本
人移民追悼法要、宗教を超えカトリックと合同のお盆
法要など地域社会と密着した活動、またクリチバ市
以外の近郊都市や隣の州の日本人会などとも積極
的に交流を図り、年１回は特別法要なども行っていま
す。さらに日本からも淑徳大学、横浜国立大学の学
生を受け入れ、ホームステイ、研修の支援を行ってき
ました。

2020年コロナウイルスが蔓延し、活動は全て停止
しましたが、すぐにオンラインに切り替え、朝のラジオ
体操、毎夕方の法要の配信を始め、昨年9月まで継
続しました。コロナ禍の収入を補う為、また檀信徒の
方 と々のつながりを持てる場として、月１回の慈善バ
ザーも感染対策を徹底して始めました。大変好評を
得て、新たな大きな収入源ともなった為、現在まで継
続しています。

＜なぜ今、新本堂の建立なのか＞
2008年1月25日法然上人の御命日に、小さな借家

から活動が開始しました。念仏講から始まり、さまざま
な活動により檀信徒が増え、2013年には護持会が正
式に発足しました。そして2015年の年末、より広い場
所を求め、移転。そこでさらに活動を充実させ、10年
目を迎えた2018年に阿弥陀様、観音勢至両菩薩様
をご本尊様としてお迎えしました。同年には五重相
伝を開筵し、45名が参加して無事全員が成満するこ
とができました。

14年が経ち、まさにお導きかのようなタイミングで現
在の土地を見つけ、14年前に開基した同じ日（法然
上人の御命日）に当地を購入することができました。
開基当初より本堂建立の発願はありましたが、いよい
よ機運が高まり、機が熟したといえるでしょう。

現在まで借家にて様々な活動を展開してきました

が、場所に制限があるため、何か行事があると、他の
活動を同時に行うことが出来ませんでした。特に週
末、年忌法要が入ると、行いたい寺院活動の開催が
難しかったのです。本堂と教化ホールを別に設ける
事により、文化、福祉、地域に密着した更なる活動の
展開が可能になります。また、借家にはなかった宿泊
施設も設ける事により、おてつぎのような泊まり込みで
の活動、仏教実践道場なども開催可能となります。ブ
ラジル南部のお念仏の拠点として、クリチバ市以外
の方々にも十分対応できるようになるのです。

本堂を建立するからには、日本の風格ある建物に
すべきであると考えます。建物が人を呼ぶという事も
実感しているし、日本の文化をブラジル人が心底求め
ている事も理解しているので、建物、庭などには十分
にこだわるべきだと考えています。もちろん実践する
活動も重要ですが、建物の風格雰囲気、機能性も非
常に重要であり、その建物があれば、クリチバの観光
スポットにもなり、日本のシンボルともなり得ると考えてい
ます。どんな理由であれ、より多くの人に当寺に来て
頂き、お念仏の教えに触れてもらいたいと考えていま
す。そのため、機能性の面も熟慮して本堂、教化ホー
ルは寺院的役割のみにするのでなく、多目的とし、
様々な用途で使用してもらえるように計画しています。

さらに位牌堂兼納骨堂も完備し、火葬が増えてい
る現状と家に仏壇を置くのが困難になっている現状
を鑑みて、それに対応したいとも考えています。

＜今後のビジョン＞
機が熟したとはいえ、来年迎える南米開教70周

年、再来年に迎える開宗850年の節目に当寺の本堂
建立事業が出来るという事は、仏様の尊いご縁のお
導きとしか思えず、本当に有難いことです。

現在はコロナウイルスが蔓延し、ウクライナではロ
シアとの間で戦争が勃発、全世界の人々が経済的
にも精神的にも辛く厳しい時代に突入しています。そ
して時代は「共有思考」へ急速に転換しています。
Uber, エアビーアンドビー、メルカリ、YouTube、イン
スタ、ツイッターと。自分の車、住居、所有物、情報、
知識など全てがドンドン共有する方向へと舵を切って
いるのです。そんな時代、まさに今こそ、お寺の出番
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6人 の 発 表 に 対 するコメント

発表頂いた方、それぞれの「ブラジル」があるのだ
なと感じました。「ご縁」という言葉に踏み込んで考
えてみると「志をいかに受け継ぐのか」ということが
重要であり、私自身、淑徳大学の教員として、「如何

仏教、念仏信仰が広がるのは、教えの素晴らしさも
あるが、「人によるもの」（僧侶・信者）であります。つ
まり念仏信仰を伝える人、開教使の魅力に尽きるの
です。お話を聞き、一人一人の開教使が輝いている
ことが伝わってきました。その輝きを日本国内の仏教
界で学ぶことが大切でしょう。開教区に行くと私自身、
いつも刺激を貰っています。

今回のお話では、それぞれの地域でのニーズを上
手に汲み取って、それぞれの寺院活動に活かしてい
ることが分かりました。また、前田師における詠唱のよ
うに、一つの特技を持つことが僧侶にとって如何に大

にブラジル研修に学生に参加してもらうか、何を学ん
でもらうか？」と考えていますが、実際に体験した人に
話を聞き、その志を感じてもらうことが大切なのだと感
じました。

切であるかを感じました。この度、クリチバ日伯寺本
堂建設という、4つ目の拠点が花開こうとしていること
に対して、心からの敬意を表したいと思います。また
その後方には、開教のOBやOGの支援が欠かせな
いし、大きく作用していることを感じました。現在の寺
院の一つのモデルを示しているようにも感じます。

また今回のクリチバ日伯寺本堂建設に当たっては、
浄土宗檀信徒以外も含めた賛同者を作っているこ
と、何より素晴らしいことと思います。今後の発展を
祈念しています。

文責 ： 浄土宗開教振興協会企画委員　名和清隆

② 長谷川 匡俊 師

① 藤森 雄介 師

第13回 開教公開カンファレンス　報告

であると考えます。
お寺が自分達の歴史ある神聖な場所を共有し、

人々に安らぎと癒しを与え、仏教の教えを共有して
人々の心に希望の光を照らし、お寺に集まる人脈を
共有して一人一人の苦しみ、悩みに対応し、そして
皆で一緒にお念仏をお称えして阿弥陀様の救いを
受け、共に生きていく。「お念仏からはじまる幸せ」ま
さにこの大テーマのもと、お寺、僧侶としての出番で
あると感じています。

本堂建立が現在の大きな目標ですが、建物の建
設で満足する事なく、その後の活動こそが重要だと
考えています。地域社会と密着し、一人一人と向き
合い、その悩みに取り組んでいく。その活動がクリチ

バ市のみならず、ブラジル全体、世界まで広がるよう
に共生の実践をしながら、その発信をしていきたいと
考えています。

パネル発表の様子
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善導大師の
『観経疏』を読む （第49回）

柴田泰山

善導大師像（大本山百萬遍知恩寺蔵）

はじめに

善導大師の『観経』解釈の特徴として、『観経』が「三

福」という実践行を説示する箇所を「散善顕現行縁」として

読み、十六観のうち第十四・第十五・第十六観の「散善義」

所説の実践行が、「散善義」に先立ち釈尊のよって説示さ

れているとする、いわゆる「三福九品」説があります。この解

釈は、『観経』全体の科段にも深く関わる問題です。善導大

師が指摘するように、経文上では確かにこの「散善顕行縁」

に説示されている「三福」という実践行は、「散善義」所説

の実践行と対応します。しかしながら一般的に経典内部の

時間は、経典の進行にしたがい過去から現在を経て未来へ

と流れていくものです。たとえばロラン・バルトは『物語の構

造分析』において、物語の時間内において発生する様々な

できごとのことを「機能」と呼称し、この「機能」が物語を進

めていき、「機能」の論理的な連鎖が「時間」であるとしま

す。物語内ではしばしば時間や空間の混乱なども発生し、

物語内の時間を入れ替えて話題が展開していく場合もあり

ます。ところがこの「三福九品」説の場合は、『観経』内に

おいて王舎城で語られた「三福」という実践行と、後の「散

善義」所説の実践行が同一であるとするものであり、経典内

の時間軸はそのままにしながらも、内容的には「散善義」所

説の実践行を先取りした形で提示されたという解釈です。こ

こにロラン・バルトの『物語の構造分析』やポール・リクールの

『時間と物語』などが議論した物語と時間性の問題とはま
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善導大師の『観経疏』を読む（第49回）

た別個な経典内の時間論が開けてくるものと考えます。

１９９１年、ショーン・コネリーが登場したサントリーのウィスキーの宣伝で、「時は流れない。それは積み重な

る」というキャッチ・コピーがありました。普通は、「過去」～「現在」～「未来」という時間の流れを、まるで水

の流れのように受け止めています。しかし、この名台詞のように時間は堆積していくものであると考えると、善

導大師が提示している経典内の時間論の議論が、すなわち「散善顕行縁」に説示されている「三福」とい

う実践行と、「散善義」所説の実践行とが同一の実践行であるという解釈は、まさに経典内部の時間を重

層的に読み込んだものであり、「散善義」に先立ってこの「散善顕行縁」の内容を理解しておく必要がある

と言い得るでしょう。

【１： 釈尊による父王の救済】

六に散善顕行縁の中に就いて、すなわちその五有り。
一に「爾時世尊即便微笑」より、下「成那含」に至る已来は、正しく光、父王を益すること
を明す。これ如来、夫人の極楽に生ぜんと願じ、更に得生の行を請するを見たまうに、仏の
本心に称

かな

い、また弥陀の願意を顕すを以て、この二請に因って、広く浄土の門を開く。ただ
韋提のみ去ることを得るに非ず。有識これを聞いて皆往かん。この益有るが故に、所似に
如来微笑したまうを明す。
「有五色光従仏口出」と言うは、これ一切諸仏の、心口の常の威儀、法爾としておよそ出す
所の光、必ず利益有らんことを明す。
「一一光照頻婆頂」と言うは、正しく口光余方を照らさずして、ただ王の頂を照らすことを明
す。しかるに仏光は身の出処に随って必ず皆益有り。
仏足下より光を放てば、すなわち地獄道を照益す。もし光膝より出ずれば、畜生道を照益
す。もし光陰蔵より出ずれば、鬼神道を照益す。もし光臍より出ずれば、修羅道を照益す。
光心より出ずれば、人道を照益す。もし光口より出ずれば、二乗の人を照益す。もし光眉
間より出ずれば、大乗の人を照益す。
今この光、口より出でて、ただちに王の頂を照らすは、すなわちその小果を授くることを明す。
もし光眉間より出でて、すなわち仏頂より入るは、すなわち菩薩に記を授くるなり。かくのごとき
の義は、広多無量なり、つぶさに述ぶべからず。
「爾時大王雖在幽閉」と言うより已下は、正しく父王、光頂を照らすことを蒙って、心眼開く
ことを得、障隔多しといえども、自然に相い見る。これすなわち光に因って仏を見ること、意の
期する所に非ざれば、敬を致して帰依するに、すなわち第三の果を超証することを明す。

【現代語訳】

第六に散善顕行縁について五項目がある。

第一に「爾時世尊即便微笑」から、「成那含」までは、これは〔釈尊が放った〕光明が父
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〔頻婆娑羅〕王を救うことを明かしている。これは如来が、〔韋提希〕夫人が極楽〔世界〕

に往生することを願い、そして往生するための実践行を懇願することを見ることで、〔その

ことが〕仏の本心に完全に一致していることを明かしている。また〔このことは〕阿弥陀仏

の本願の本意を開示している。この〔「教我思惟」と「教我正受」という〕二種の〔韋提希

夫人による〕懇願によって、〔釈尊は〕広く〔一切の衆生に対して〕浄土の法門を開くので

ある。ただ韋提希〔夫人〕のみが〔この浄土の法門において、娑婆世界から極楽世界に〕

去るわけではない。すべての人々も、この〔浄土の法門の〕ことを聞いて、皆、往生する。

このような功徳があるからこそ、如来は〔韋提希夫人の懇願を受け〕微笑むのである。

「五色光従仏口出」とは、これは一切の諸仏は心〔業〕と口〔業〕において、常に〔その〕振

る舞いは覚りそのものであり、〔仏が〕放つ光明には必ず功徳があることを明かしている。

「一一光照頻婆頂」とは、これは〔仏が〕口〔から放つ〕光明は、他の方向を照らし出すこ

となく、ただ〔頻婆娑羅〕王の頭を照らすことを明かしている。

この仏〔が放つ〕光明は、〔仏の〕身体のどの部分から放たれようとも、必ず〔それぞれ〕

すべて〔の光明〕に功徳がある。仏の足もとから放たれる光明は、地獄の世界を照らし導

く。もし〔その〕光が〔仏の〕膝から放たれたならば、〔その光明は〕畜生の世界を照らし

導く。もし〔その〕光が〔仏の〕陰馬蔵から放たれたならば、〔その光明は〕鬼神の世界を

照らし導く。もし〔その〕光が〔仏の〕臍から放たれたならば、〔その光明は〕修羅の世界

を照らし導く。〔その〕光が〔仏の〕心〔臓〕から放たれたならば、〔その光明は〕人の世

界を照らし導く。もし〔その〕光が〔仏の〕口から放たれたならば、〔その光明は〕二乗の

人を照らし導く。もし〔その〕光が〔仏の〕眉間から放たれたならば、〔その光明は〕大乗

の人を照らし導く。

今、〔仏が放つ〕この光が、〔仏の〕口から出て、真っ直ぐに〔頻婆娑羅〕王の頭照らし出

すことは、つまり〔仏が頻婆娑羅王に対して、前述のように〕小乗の果を授けることを明か

している。もし〔仏の〕光が眉間から放たれて、〔頻婆娑羅王の頭を照らし、〕そのまま仏

の頭頂に入るなら、〔その場合は〕菩薩に対して授記を与えることとなる。このようなこと

には、実に多くの意義がある。〔ここで〕詳細に説明することはできない。

「爾時大王雖在幽閉」から以下は、父〔である頻婆娑羅〕王が〔仏が口から放たった〕光を

頭に受け、〔仏の姿を如実に知見する〕心眼が開くことができた〔ことを明かしている〕。

〔仏と頻婆娑羅王の間には、七重の壁など様々な〕障害も多く、〔また両者の距離も〕隔

たっていながらも、何の障害や問題もなかったかのように〔両者は〕相まみえる。このこと

はつまり〔仏が放つ〕光によるものだからである。〔この〕仏を見ることは、〔頻婆娑羅王〕

自らの意図したところではない。〔頻婆娑羅王は、釈尊を〕敬い、帰依して、〔仏道修行の

過程を〕飛び越え、第三〔の阿那含〕果を獲得する〔こととなる〕。
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善導大師の『観経疏』を読む（第49回）

ここは『観経』の「爾時世尊即便微笑。有五

色光従仏口出。一一光照頻婆娑羅王頂。爾時

大王雖在幽閉。心眼無障遥見世尊。頭面作礼。

自然増進成阿那含」（釈尊はたちまち微笑み、そ

の口から五色の光を放たれて、そのひとすじひと

すじの光が〔牢獄に幽閉されている〕頻婆娑羅

王を頭上から照らし出した。〔すると〕その時、大

王〔頻婆娑羅〕は幽閉されながらも心の眼〔が開

き〕、あらゆる障害が消え去って、遠く向こうにまし

ます釈尊〔の姿〕を見奉った。〔大王が〕額を地

につけ礼拝すると自然と〔善行の功徳が〕増大し、

〔来世には天界に生まれて覚りを開くという〕阿

那含〔果〕（不還果）の境地に達したのである）と

いう経文を注釈した部分です。

仏が微笑むということには、いつも深い意味が

あります。この場面で釈尊が微笑んだ理由は、前

段末尾で、「唯願世尊教我思惟教我正受」（釈

尊よ、どうかお願いです。〔この極楽の〕光景を

私の心にとどめさせてください。今ここにいながら

にして私に〔極楽世界をありのまま〕体感させてく

ださい）と懇願したことを受けたものでした。だか

らこそ善導大師は、韋提希が往生を願い、そして

往生を目的とした実践行を願ったことが、釈尊の

御心と完全に一致したものであり、かつ阿弥陀仏

の本願の開示を意味するものであるからこそ、こ

こで釈尊は微笑んだと解釈しています。言い換え

れば、この韋提希の懇願は、そのまま極楽世界へ

と続くひとすじの白道の開示であり、これこそが釈

尊の本意であったということが分かります。また大

師はここにいわゆる未来世一切衆生の往生も読

み取り、釈尊自身が自らの意志において説示しよう

とした散善義の本義、すなわち未来世一切衆生

の往生に関する説示もまた、「唯願世尊教我思

惟教我正受」という韋提希の懇願において、自身

の意図と完全に一致したということを指摘していま

す。このように「散善顕行縁」冒頭の一句におけ

る釈尊の微笑みは、そのまま釈尊の意志と意図を

象徴した行為であることが分かります。

そして釈尊は口から光を放ち、頻婆娑羅王の

頭を照らし出します。この光によって頻婆娑羅王は

「二乗の果」、つまり阿那含果を獲得することにな

ります。この部分で善導大師は、釈尊が放った光

明によって、七重の壁などで隔てられながらも、釈

尊と頻婆娑羅王が対面することができたと解釈し

ています。

ここで、第一に「なぜ釈尊はこの場面で頻婆

娑羅王の頭を照らし出したのか」ということ、第二

に「なぜ釈尊はこの場面で頻婆娑羅王に阿那含

果を獲得させたのか」という疑問が出てきます。

第一の「なぜ釈尊はこの場面で頻婆娑羅王の

頭を照らし出したのか」ということは、経典上、釈

尊がこの場面でそうしなければならなかった理由

があるはずです。私見ながら、それは韋提希の

懇願が未来世一切衆生の往生を意図するもので

あれば、まず頻婆娑羅王を救済する必要がありま

す。そこで釈尊は、韋提希に対してまだ一言も話

す前に頻婆娑羅王の頭を照らし出し、まず頻婆

娑羅王の救済を選んだことと考えられます。そし

て、おそらく釈尊はこの光景を韋提希にも見せて

いたことと思われます。韋提希にとって最大の懸

念と懸案は夫である頻婆娑羅王の身の上と、そし

て罪を犯したとはいえ我が子である阿闍世の将

来であったことでしょう。釈尊はこの韋提希の不安

と心配を見抜いていたからこそ、韋提希に対して

極楽世界への往生に関する教えを説きはじめる

に際して、まず韋提希の不安と心配のひとつであ

る頻婆娑羅王の救済を行い、そしてこのことを韋

提希に見せ、これから極楽世界への往生に関す

る教えを聞く韋提希の心を落ち着かせたものと考

えられます。
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第二の「なぜ釈尊はこの場面で頻婆娑羅王

に阿那含果を獲得させたのか」ということですが、

「阿那含果」とは声聞における修行階梯である

四向四果の第三の位に相当するものであり、「不

還果」ともいいます。この「不還果」とは「ふたた

び輪廻の世界にかえらない」という意味ですが、

この場面から考えると「ふたたび欲望の世界には

かえらない」「ふたたび苦しみの世界にはかえら

ない」という意味として読み取ることができます。

我が子を殺めようとしたばかりに、我が子から殺め

られることとなった頻婆娑羅王の存在、ひいては

父殺しの家系の原因となったその身を想うと、ここ

で釈尊が自ら放つ光明を通じて頻婆娑羅王をこ

の欲望と苦しみの世界に二度と立ち戻ることがな

い身としたことが、しかもこの世界でまだ生きたうち

にこの阿那含果を獲得させたということは、まさに

釈尊の大慈悲であることが分かります。そして釈

尊が口から放った光明によって、自ずと阿那含果

を獲得した頻婆娑羅王は、その寿命が尽き果て

る直前にあることが想定されます。

ちなみに『観経』内で頻婆娑羅王が登場する

場面は、ここが最後となります。以降のストーリー

の展開で頻婆娑羅王の姿を見ることはありませ

ん。これはおそらくこの場面が頻婆娑羅王の最期

のシーンであり、釈尊の光明に浴し、ふたたび憎し

みや苦しみや悲しみに包まれた世界に生まれ変わ

ることがない境地に達した頻婆娑羅王は、そのま

ま我が子の存在に苦しめられたこの世界での生

を終えたのかもしれません。そして韋提希が懇願

した阿弥陀仏の極楽世界に往生したものと想像

できます。また頻婆娑羅王の命が絶えたということ

は、そのまま阿闍世が殺父という五逆罪を犯した

ということになり、ここから『観経』が目的とする五

逆を犯した者の救済という、もっとも伝えたかったス

トーリーがはじまることとなっていきます。

【２： 釈尊の沈黙について】

二に「爾時世尊」より、下「広説衆譬」に至る已来は、正しく前の夫人の別して所求の行
を選ぶに答うることを明す。
これ如来上の耆闍に没して、王宮に出で訖

おわ

るより、この文に至るまで、世尊黙然として坐し
て、すべていまだ言説したまわざることを明す。ただ中間の夫人の懺悔請問放光現国等
は、すなわちこれ阿難仏に王宮にしたがって、この因縁を見、事了って山に還り、伝えて耆
闍の大衆に向って、上のごとき事を説くに、始めてこの文有り。またこれ時の仏語無きには非
じ。知るべし。
「爾時世尊告韋提」と言うより已下は、正しく告命許説を明す。

【現代語訳】

第二に「爾時世尊」から、「広説衆譬」までは、これは先程の〔韋提希〕夫人が〔「釈尊

よ、どうかお願いです。この極楽の光景を私の心にとどめさせて下さい。今ここにいなが

らにして私に極楽世界をありのまま体感させてください」と、〕別して「自らが求める次の

世界に生まれるための実践行」（所求之行）を選び出したことへの〔釈尊からの〕返答を
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善導大師の『観経疏』を読む（第49回）

明かしている。

これは如来が、上述のように耆闍崛山から姿を消し、〔この〕王舎城に出現してから、この

〔経〕文に至るまでの間、黙ったまま座っており、まったく一言も話さなかったことを表わ

している。ただしこの間において、〔韋提希〕夫人が〔釈尊に対して〕懺悔したことや、教

えを懇願したことや、〔釈尊が韋提希に対して〕光を放って諸仏の世界を見せたことなど

は、これはつまり阿難が、仏が王舎城において〔行なった〕様々な教化を見て、その教説

が終わった後に、耆闍崛山に戻り、〔王舎城にて〕見聞きしたことを、耆闍崛山で待って

いた仏弟子に対して、以上のことを説き明かした時に初めてこの〔経〕文が〔阿難の口か

ら〕説示されたのである。〔ただし〕またこれは、〔その〕時の釈尊の言葉ではないことな

どあり得ない。〔このことを〕よくよく知るべきである。

「爾時世尊告韋提」から以下、これは〔韋提の〕名を挙げ、特に〔韋提に対して〕説示する

ことを明かしている。

ここは『観経』の

爾時世尊告韋提希。汝今知不。阿弥陀仏

去此不遠。

汝当繋念諦観彼国浄業成者。我今為汝広

説衆譬。

（そこで〔はじめて〕釈尊が韋提希に語り出し

た。「〔韋提希よ、〕そなたには今、分かるだろ

うか、どうだろうか。この世界から阿弥陀仏の

ところまで、〔それほど〕遠くはないことを。そ

なたは〔阿弥陀仏と極楽世界に〕思いを〔募

らせ〕集中させ、極楽世界をはっきりと目の当

たりにしなさい。〔そうすればそのことが、〕仏

道を歩み出すこととなるのだ。私は今、そなた

のためには様々な教えを幅広く説き明かして

おこう」）

という部分の注釈です。まず善導大師は、釈尊が

この場面にいたってようやく口を開いたことを指摘

しています。『観経』では「王舎城における釈尊

の教説」（王宮会）と「耆闍崛山における阿難に

よる再説」（耆闍会）という二回の教説が行われ

ます。このことを受けて、大師は耆闍会における

阿難の再説も仏説に他ならないこと、そして阿難

が説示した王舎城の悲劇から韋提希の懺悔や

極楽世界に関する説教の懇願も、すべてが仏説

であることを強調しています。

その上で『観経』が「爾時世尊告韋提希」と

説示することについて、以下の内容は韋提希の

名前を挙げ、特に韋提希に対して説示されたこと

であると指摘しています。

【３：「去此不遠」について】

「阿弥陀仏不遠」と言うは、正しく境を標して以て心を住せしむることを明す。すなわちその
三有り。一には分斉遠からず。これより十万億刹を超過すれば、すなわちこれ弥陀の国な
ることを明す。二には道里遙かなりといえども、去る時一念にすなわち到ることを明す。三に
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は韋提等および未来有縁の衆生、注心観念すれば、定境相応して、行人自然に常に見
ることを明す。この三義有り。故に「不遠」と云う。
「汝当繋念」と言うより已下は、正しく凡惑障り深くして心多く散動す。もし頓に攀縁を捨て
ずんば、浄境現ずることを得るに由し無し。これすなわち正しく安心住行を教う。もしこの法
に依るをば、名づけて浄業成ずとすることを明す。
「我今為汝」と言うより已下は、これ機縁いまだ具せず。偏に定門を説くべからず。仏更に
機を観じて、自ら三福の行を開きたまうことを明す。

【現代語訳】

「阿弥陀仏不遠」とは、これは対象を明らかにすることで、心を〔一点に〕集中させること

を明かしている。このことについて三項目がある。

第一に仏の視座からすれば〔この距離さえも決して〕遠くはない。ここから十万億もの仏

の世界を超えたところが阿弥陀仏の〔極楽〕世界であることを明かしている。第二に〔こ

の沙婆世界から極楽世界までの〕距離が遠く離れているとしても、一瞬のうちに〔この沙

婆世界から極楽世界に〕去ることを明かしている。第三に韋提〔希夫人〕など、および未

来にあって〔浄土の教えと〕有縁の衆生が、〔極楽世界に〕心を集中し、〔その荘厳を〕

目の当たりにするよう念ずれば、〔衆生の〕精神集中と〔極楽の〕荘厳とが完全に一致し、

〔この〕行者は自ずと常に〔極楽世界の荘厳を如実に〕見ることを明かしている。以上の

三項目があるからこそ、〔経文に〕「不遠」と説くのである。

「汝当繋念」から以下は、これは凡夫の煩悩による障害は深く、〔その〕心は多く〔の事柄

に向けられ、常に〕一点にとどまることなく乱れ動いている。もし速やかに〔煩悩の対象に

向け〕心をかけることを中止しなければ、極楽世界の荘厳が目の前に立ち現れることは不

可能なことである。この〔釈尊が韋提希に対して「繋念」と説く〕ことは、つまり心を一点

に集中し、〔そして〕行を〔実践し〕続けることを教えている。もしこの教えによるのであ

れば、〔このことを経文が「浄業成者」と説くように、それは〕清浄なる実践行（浄業）とな

ると言うのである。

「我今為汝」から以下は、これは〔教えを受ける〕機と、〔教えを授ける〕縁が、いまだ対応

しておらず、〔韋提希に対して〕まだ心を一点に集中し観察する実践行（定門）を説くべき

時ではなく、仏はさらに〔進んであらゆる衆生の〕機を見極めて、自ら三福という実践行を

開示されたことを明かしている。

ここは「阿弥陀仏去此不遠」（この世界から阿

弥陀仏のところまで、〔それほど〕遠くはないこと）

の説明として

①仏の視座からすれば、十万億もの仏の世

界を超えたところにある阿弥陀仏の極楽

世界までの距離も決して遠くはない。

②この沙婆世界から極楽世界までの距離が

遠く離れているとしても、往生する際には

一瞬のうちに〔娑婆世界から極楽世界に〕
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善導大師の『観経疏』を読む（第49回）

執筆者　柴田泰山（しばた・たいせん）

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

【小結】

大乗経典という存在は、それ自体が物語であるとともに、その物語に読者である自己を投影させ、さらに

没入させることで、その世界観を追体験させる機能を有した存在でもあります。たとえば『華厳経』「入法界

品」などは、善財童子の存在に自己をオーバーラップさせることで、五十三の善知識への訪問がそのまま我

が身の菩薩行となってくるのかもしれません。その意味でも、現代の私たちには、近現代の哲学などが提示

する物語論という視座を導入した経典解釈も必要かと思われます。大乗経典をどのような視座において解

釈するかということそのものを問い直す必要があるとともに、善導大師がどのような視座において『観経』を

解釈したかということが、今ここであらためて問われていると思われます。

こう考えると、この「散善顕行縁」という部分は、善導大師が『観経』を未来世一切衆生のために、そし

て五逆罪を犯した人の救済のために解釈を行なったことがよく分かる一段であるとも言い得るものと思わ

れます。

去る

③韋提希夫人など、および未来にあって浄土

の教えと有縁の衆生が、極楽世界に心を

集中し、その荘厳を目の当たりにするよう念

ずれば、衆生の精神集中と極楽の荘厳と

が完全に一致し、行者は自ずと常に極楽

世界の荘厳を如実に見ることができる。

という三義を提示しています。これら三義とも重

要な内容ですが、特に善導大師独自の解釈と言

い得る内容は第三義の心一境的内容と思われ

ます。

その上で「汝当繋念」と「我今為汝」の経文解

釈において、定善的内容と散善的内容とに区分

し、続く三福という実践行の解説へと展開してい

きます。

17和合　令和5年　1月号



①水平社宣言の内容

[2] 水平社宣言と現代

いまさら聞
けない！人権ってナニ？

まずは「水平社宣言」の内容をご一緒に読みま

しょう。「水平社宣言」とは、全国水平社創立大会

で読み上げられた「宣言」を指しています。正確

に言えば、当日読み上げられたのは、「綱領」「宣

言」「決議」という3つの文章です。まずはこの中の、

「綱領」と「宣言」を取り上げます。

「綱領」から以下に紹介します。

綱領

一、特殊部落民は部落民自身の行動によって絶対

の解放を期す

一、吾々特殊部落民は絶対に経済の自由と職業の

自由を社会に要求し以て獲得を期す

一、吾等は人間性の原理に覚醒し人類最高の完

成に向って突進す

「綱領」は、この通り3つの項目から成り立ってい

前回までは「人権と仏教」というテーマで書いてきましたが、今回から数回にわたって「水平社宣言

と現代」というテーマで書き進めます。2022年は全国水平社が創立されて100年の年です。「水平

社宣言」が出されて100年ということにもなります。ご存じの通り、「水平社宣言」は日本で初めての人

権宣言とも言われますし、世界で初めての被差別当事者による人間解放宣言とも言われます。起草

者の西光万吉が寺で生まれ育ったこともあり、宣言の内容は仏教とも深く関わっています。宣言そのも

のの内容について論じつつ、現代社会にとって「水平社宣言」がどのような意味を持っているかという

点に焦点を合わせるつもりです。

ます。「綱領」というのは、全国水平社という組織の

基本的理念を表していると言えるでしょう。一つ目の

項目は、「自主解放」、二つ目は「経済的職業的自

由」、三つ目は「人間解放」と言ってもよいかと思い

ます。この3つが、水平社運動の基本的な柱だとい

うことになります。

次いで、「宣言」そのものは次のような内容です。

次回以後も含めて、あとで説明しやすくするために、

段落の冒頭に①などの番号を付しています。

宣言

①全國に散在する吾が特殊部落民よ團結せよ。

②長い間虐められて來た兄弟よ、過去半世紀間

に種々なる方法と、多くの人々によってなされた

吾らの爲の運動が、何等の有難い効果を齎ら

さなかった事實は、夫等のすべてが吾々によっ

て、又他の人々によって毎に人間を冒涜されて
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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？

ゐた罰であったのだ。そしてこれ等の人間を勦

るかの如き運動は、かえって多くの兄弟を堕落

させた事を想へば、此際吾等の中より人間を

尊敬する事によって自ら解放せんとする者の集

團運動を起せるは、寧ろ必然である。

③兄弟よ、吾々の祖先は自由、平等の渇迎者で

あり、實行者であった。陋劣なる階級政策の

犠牲者であり、男らしき産業的殉教者であった

のだ。ケモノの皮を剥ぐ報酬として、生 し々き人

間の皮を剥ぎ取られ、ケモノの心臓を裂く代價

として、暖かい人間の心臓を引裂かれ、そこへ

下らない嘲笑の唾まで吐きかけられた呪はれ

の夜の惡夢のうちにも、なほ誇り得る人間の血

は、涸れずにあった。そうだ、そして吾々は、こ

の血を享けて人間が神にかわらうとする時代

にあうたのだ。犠牲者がその烙印を投げ返す

時が來たのだ。殉教者が、その荊冠を祝福さ

れる時が來たのだ。

④吾々がエタである事を誇り得る時が來たのだ。

⑤吾々は、かならず卑屈なる言葉と怯懦なる行爲

によって、祖先を辱しめ、人間を冒涜してはなら

ぬ。そうして人の世の冷たさが、何んなに冷た

いか、人間を勦る事が何であるかをよく知って

ゐる吾々は、心から人生の熱と光を願求禮讃

するものである。

⑥水平社は、かくして生れた。

⑦人の世に熱あれ、人間に光あれ。

このあとに「決議」として三項目が入り、最後に

「大正11年3月3日　全國水平社創立大會」という

言葉が入ってこの文書は締めくくられます。

「宣言」と「綱領」を対比して気づくのは、「宣

言」の中心をなす大きな3つの段落は、「綱領」で

述べている3項目にほぼ対応するのではないかとい

うことです。少なくとも、②段落が「綱領」の一つ目

と対応し、⑤段落が「綱領」の三つ目に対応してい

ることは頷けるのではないでしょうか。

問題は③段落をどう見るかです。③段落は、部

落に対する露骨な差別を告発しつつ、「烙印を投

げ返す」として自分たちを誇れる時代になったのだ

と述べています。必ずしも「経済的職業的自由」だ

けを論じているわけではありません。しかし、「経済

的職業的自由」に焦点を合わせつつ論じていると

見なせば、やや異なる観点が見えてくるのではない

でしょうか。

たとえば、③で論じているようなことがらが「経済

的職業的自由」ということばのもとに求められている

内容と考えることができます。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持って認識されていたということ

になります。

このこと以外にも、「水平社宣言」にはさまざまな

「謎」があります。「謎」を解き明かすことが、「水

平社宣言」を別な角度から読み解くことに通じるの

かもしれません。次回以後は、そのような「謎」の解

明に取り組みます。
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仏様と
� ご縁を結ぼう

聖者たちにまみえることは善いことである。彼らとともに過ごすことはいつ
でも幸せである。愚かな者に会わないことで、つねに幸せな人となるだろう。

『ダンマパダ』第 206偈

釈尊のことば

聖者とは、真理を求め、智慧があり、忍耐強く、
戒めを守り、努め励むことのできる人です。逆に
愚かな人とは、煩悩に溺れ、真実を見ようとせず、
怠っている人です。仏道において努め励むために
は聖者と集い、精進のしやすい環境に自分の身を
置くことが大切です。愚かな人たちと時間を共に
すると憂いを生じ、敵対するものと共に過ごすこと
と同じようなものです。まさしく怨

おん

憎
ぞう

会
え

苦
く

の種にな
りかねません。私たちは凡夫であるからこそ、自分
の身を置いている環境に影響されやすく、愚かな
人たちによって悪へと引きずられがちです。そうで
はなく、すぐれた人たちとご縁を結び、共に過ごし、
彼らに教え導かれながら、努め励むことが真理へ
の近道であります。またそのことが仏様とのご縁を
結ばせていただく橋渡しとなってくれるのです。

お念仏の信仰においても同様です。仏様とご縁
を共に結び、仏様のみ教えについて共に語り、お
念仏について共に語り、悩みや苦しみを共に分か

ち合い、お念仏の道を共に歩むことができる仲間
と過ごすことこそが、極楽往生への近道でありま
す。下記に関連するご法語として挙げましたよう
に、法然上人もお念仏をよりとなえやすい環境に
自分の身を置くことが大事であるとおっしゃってい
ます。

しかし、そうは言いましても、この娑婆世界にお
いては家族や親類、友人、地域や職場の人との関
わりのなかで、常に善き人たちに囲まれ、心を穏
やかにしつつ、我が身の生きる道として極楽往生
への気持ちを絶やさず、お念仏の道を歩むことは
なかなか一筋縄ではいかないことでしょう。だから
こそ、お念仏を一遍でも多くとなえることを日々の
習慣とすることが肝要であり、そのお念仏の習慣
こそがお念仏をとなえやすい環境を生み出してい
くのではないでしょうか。

このように今回の釈尊のおことばをきっかけに法
話の組み立てをされてはいかがでしょうか。

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

この世を生きていくには、お念仏が称えられるように暮らしていくべきです。お念仏の妨げになるような事は厭い捨て
なさい。住まいを構えては称えられないというならば、行脚して称えなさい。それでは称えられないというのであれば、
どこかに住まいを構えて称えなさい。俗世を離れた修行者となっては称えられないというならば、俗世の暮らしの中
で称えなさい。それでは称えられないというのであれば、俗世を離れて称えなさい。ひとり籠ってでは称えられないと
いうのであれば、志を同じくする人と一緒に励まし合って称えなさい。それができなければ、ひとり籠って称えなさい。

【十二問答（『文庫版 法然上人のご法語③』法語番号135）】

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
34
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頭脳が発達した人類でも憎しみ合う「凡夫」

本作はいわゆる「ガンダム」と呼ばれるアニ
メシリーズのうちの一作である。シリーズの大
概は、たまたま「ガンダム」というロボット（作中
では「モビルスーツ」と呼称される）に乗った
主人公が戦争に巻き込まれていき、成長する
なかで戦争の理不尽さなどに思い悩むようなス
トーリーが展開していく。
シリーズによってさまざまな世界観が構築さ
れているが、この『機動戦士ガンダムSEED』
という作品の世界では、遺伝子操作の技術が
発達している。頑強な肉体、明晰な頭脳、美
麗な容姿に成長するように遺伝子を調整され
て生まれた人類「コーディネーター」と、そのよ
うな遺伝子操作をせずに自然に生まれた人類
「ナチュラル」の争いが描かれている。
ナチュラルは優秀な肉体・頭脳などを持つ

コーディネーターを妬み、遺伝子操作を自然に
反することとして危害を加える。逆にコーディ
ネーターは能力的に劣るナチュラルを見下し、
嫉妬から危害を加えられることに対して抵抗す
る。戦争中盤から終盤にかけては大規模な作
戦のもと互いに大量破壊兵器を用いて相手を

殲滅することまで試みる。またナチュラル同士、
コーディネーター同士でも、貶め、欺き、裏切る
場面も垣間見られる。
そのような争い合う世界において、登場キャ

ラクターの1人が問う。「殺されたから殺して、
殺したから殺されて、それで本当に最後は平
和になるのか？」と。このセリフは、私たちの現
実の世界においても顧みなくてはならないこと
である。同時にそれは、法然上人の父である
漆間時国公の遺言にも通じるのではないだろ
うか。
将来、遺伝子操作などによってコーディネー

ターのような人類が誕生するかはわからない。
しかし、作中では頭脳・知能が発達した人類で
あっても妬み、憎しみ、争っている。人は知能
や技術が発達しても「貪り」「瞋り」「痴かさ」
という根本煩悩である三毒を消除し得ない、ど
こまでいっても至らない凡夫なのではないかと
思わされる世界観の作品である。科学の発展
の先にあるかもしれない現実と、それにも通じ
る仏教や法然上人の人間観の普遍性を想像
してもらいたい。

『機動戦士ガンダムSEED』 
原作：矢立肇、富野由悠季　　監督：福田己津央　　製作：サンライズ
放送：2002年10月～2003年9月　※HDリマスター：2012年1月～11月（全50話）

評者紹介：大橋 雄人（おおはし ゆうにん）
1981年生まれ。神奈川教区大蓮寺住職。大正大学非常勤講師。浄土宗総合研究所研究員。大本山光明寺記主禅師
研究所研究員。全国浄土宗青年会事務局等。

オススメの一作オススメの一作

https://www.gundam-seed.net/ （機動戦士ガンダムSEEDシリーズ公式サイト）

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

12.5（月）
～25（日） 知恩院

諸経費
¥180,000伝宗伝戒

増上寺道場
12.7（水）

～27（火） 増上寺

※知恩院道場の登嶺日は12月4日（日）、増上寺道場は12月6日（火）です。

璽書伝授
増上寺道場

10.25（火）
～31（月） 増上寺 冥加料

¥50,000
諸経費

¥90,000
璽書伝授
知恩院道場

11.19（土）
～25（金） 知恩院

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

別開五重相伝 6.9（木）～15（水） 知恩院 諸経費
¥80,000

※別開五重相伝の登嶺日は6月8日（水）です。

●法式関係

中央法式講習会
（式師養成講座・法式
教師養成講座）

6.7（火）
～10（金）百萬遍知恩寺 お知らせに

記載

法式教師研修会 4.13（水） 増上寺 無

●詠唱関係

詠唱指導者養成講座 9.14（水）
～16（金） 善導寺

お知らせに
記載中央詠唱教司研修会

（詠唱教司検定試験併修）
11.15（火）

～17（木） 増上寺

詠唱指導普及委員
研修会（春期）

5.31（火）
～6.1（水） 増上寺

無
詠唱指導普及委員
研修会（秋期）

10.26（水）
～27（木） 金戒光明寺

●布教師養成講座

初級　前期 6.6（月）
～10（金） 光明寺

冥加料
￥3,000

各期
諸経費

￥35,000

　　　中期 10.3（月）
～7（金） 光明寺

　　　後期 R5.2.6（月）
～10（金） 光明寺

中級　前期 6.13（月）
～17（金） 善導寺

　　　中期 10.17（月）
～21（金） 善導寺

　　　後期 R5.2.20（月）
～24（金） 善導寺

上級　前期 7.4（月）
～8（金） 清浄華院

　　　中期 11.7（月）
～11（金） 清浄華院

　　　後期 R5.2.27（月）
～3.3（金） 清浄華院

道場名・行事名 期日 会所 必要経費

●五重相伝研修講座 11.28（月）
～11.30（水）

愚鈍院
（宮城教区№7） 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 未定

令和4年度 教学部所管各種道場等開催予定一覧表
※この一覧表はあくまでも予定です。日程及び詳細は必ず『浄土宗宗報』掲載告示並びに『和合』掲載開催のお知らせにてご確認ください。
※資料請求は、各種申込頁「案内資料請求書」にてFAXでお申し込みください。
※各行事へ参加申し込みする際は、各行事開催のお知らせに記載の申し込み締切日を厳守してお申し込みください。
※新型コロナウイルス感染拡大の影響により、状況次第では一部行事を中止又は延期する場合があります。

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

終 了

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

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

行事名 日程 会所 必要経費

●教師研修会　※詳細は24～27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33頁
第18回 5.17（火）

教化研修会館
※WEB併修

第19回 8.30（火）

第20回 12.1（木）

第21回 R5.2.9（木）

●実践講座（『御法語』編）　※詳細は32頁　
第17回 4.25（月）

教化研修会館
※WEB併修

第18回 6.27（月）

第19回 10.17（月）

第19回 R5.1.23（月）

●実践講座（布教編）　※詳細は36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31・35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37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34・38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

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」

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

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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日　時 令和5年 1月18日（水）　午後零時55分 から 4時30分 まで

講　師 一級法式教師  當間 浩昭  （神奈川教区 二伝寺）

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
入信式・入檀式とも言います。新たに檀信徒を迎える
時や代替わりの際などに行います。寺檀関係が大きく
変容している近年において、本宗寺院が檀信徒との繋
がりを確かなものとするためにも「帰敬式」の普及を図
りたいと思います。
講義では、帰敬式を執行するための準備や設え、「説
示開導」を中心に式次第について伝えます。

「帰敬式」

実践講座　法式編（第3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3回　帰敬式　　令和4年12月16日（金） 締め切りました

※講座のお申込みは、101ページをご覧ください。
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12：30 受付

12：55 開講式

13：00 講義①

14：00 休憩

14：15 講義②

15：15 休憩

15：30 講義③

16：30 閉講式

● 時間割（予定） ● 各講義の内容
後篇20「行者存念」
仏教を信じる者なら、誰もが意識することがあります。
諸行無常、難値得遇、宿善…浄土宗においてどのよう
な立場から、これらを理解するのでしょうか。本法語を
通じて学びます。

後篇21「随順仏教」
仏の教えに随順する。仏教徒として当たり前のことで
す。しかし南無阿弥陀仏と唱えれば誰もが救われる教
えを説いた法然上人のもとでは仏教の掟に反する者も
いました。悪業を作ることを厭わない、慈悲の心を持た
ない…しかし、法然上人は、仏教徒としてのあり方も注
意喚起しておられます。本法語では、念仏者としての
あるべき姿を学びます。

後篇22「退縁悪知識」
南無阿弥陀仏と唱えれば救われるという法然上人の
教えは革新的な故か、多くの批判者がいたのも事実で
す。しかし、私たちはどんな批判を受けようとも本願念
仏の信仰を持たなければなりません。一途に念仏信仰
を求める、浄土宗信者のあるべき姿を本法語から学び
ます。

「行者存念」「随順仏教」「退縁悪知識」

実践講座　御法語編（第19回）

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

用していただきたく開講いたします。
法然上人の教えを正しく伝えるためにはまず、教えを正しく受け止める必要があります。この機会に、共

に『元祖大師御法語』法然上人の御言葉に込められた心を読み解きましょう。

日　時 令和5年 1月23日（月）　午後零時55分 から 4時30分 まで

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

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

※講座のお申込みは、101ページをご覧ください。
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※講座のお申込みは、101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、101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）

※講座のお申込みは、101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？
布教伝道規定第二条に“本宗の教師は布教伝道を行うものとする。”とあるように、布教伝道し檀信徒

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

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

日　時 令和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）

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、101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、101ページをご覧ください。

新着
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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、101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 

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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助教師養成講座
日 程

場 所

第1期　令和5年 2月14日（火） から 2月27日（月） まで
※ただし、2月13日（月）にＰＣＲ検査を実施いたしますので、必ずご受検願います。
　詳細は以下の受講条件をご確認ください。

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

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

第1期　本宗宗徒（義務教育を修了した18歳
以上の宗徒）※僧籍登録がお済の方

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

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

●受講条件  ........................................................

次のいずれかに該当する方は、入行をご遠慮
ください。
（１）健康状態に不安のある方

◦息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦
怠感）、高熱等の強い症状のいずれかが
ある方
◦海外から帰国または入国し、現在待期
期間にある方
◦新型コロナウイルス感染者の濃厚接触
者として、自宅待機期間にある方

（２）受講前に実施するPCR検査にて陽性判定
を受けた方
令和5年2月13日（月）に本宗が指定する
場所にてPCR検査を実施いたします。
その後、登嶺日までは本宗が指定するホ
テルにて滞在（待機）していただき、検査
結果が陰性の方のみ入行を認め、登嶺い
ただきます。
なお、ホテル滞在期間中の外出は禁止と
いたします。
※PCR検査日は、検査機関の都合により
多少前後する場合があります。

集合時間等の詳細は、入行申請受理後、個
別にお知らせいたします。

※PCR検査費用につきましては、本宗に
て負担いたします。

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

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

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

※4枚申請用紙の宗務提出用（1枚目）と道場
提出用（4枚目）を提出

※道場提出用には申請前3カ月以内に撮影し
た写真（縦30mm　横30mm）を貼付

②健康診断書（助教師養成講座兼別開五重相
伝用）	 1通

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

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

受講希望者は、提出書類を揃えて所属教区教務
所を経由し、浄土宗教学部に提出してください。

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

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

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

◦健康診断書及び自己申告書にて申告のない
病気等の症状については、道場で対応でき
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ません。（受講願書提出後に、体調に変化・
不調が発生した場合は速やかに教学部にご
連絡ください）。
◦健康保険証を必ず持参してください（健康
保険証の複写は、全額自己負担となること
があるのでご留意ください）。
◦提出書類及び道場冥加（諸経費）入金確認の
後、「受講許可証」を交付いたします。

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

第1期　90 ,000円
※申請後、速やかにつぎの口座へお振込みく
ださい。
※入行許可後に入行辞退された場合、既納の
道場冥加は返金できない場合がありますの
でご了承願います。

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

（１）受講開始後4年以内に全期を修了しなけ
ればなりません。

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

（３）受講期間中は原則として道場からの外出
を許可しません。

（４）自家用車での登嶺は一切禁止します（送
迎は除く）。

（５）開講中の面会及び飲食物等の差し入れは
一切禁止します。

（６）受講者に対する見舞金、祝金等は一切預
かりません。

（７）宅配便等による荷物の道場への事前送付
は一切禁止します。

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

（９）所属寺院において一宗課金等滞納の場合
は申請書を受理しません。

（10）所定人員に満たない時は開設しない場合
があります。

（11）その他ご不明な点は、浄土宗教学部まで
お問い合わせください。

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

（１）教科書
『折本	浄土三部経（浄土宗聖典版）』『浄土
宗法要集（上・下巻）（新訂改版	Ａ5判）』
『元祖大師御法語（前篇）』『教師養成道場
勤行式』『新訂仏教学概論』『平等へのめざ
め』『ビジュアル法然上人』※『法然上人の
お言葉-元祖大師御法語-』
〇教科書は1期・2期を通じて使用します。
〇受講にあたっては、教科書を予習し、日
常勤行は師僧から十分指導を受けてお
いてください。

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

（２）服装
黒衣（無地）・如法衣（茶系）・改良服・白衣・
襦袢・マジック帯・腰紐・白足袋・作務衣
（黒・紺・茶系）・肌着（ステテコ）・念珠・威
儀細（黒または茶の無地）・草履（白鼻）
※第1期は冬物を用意してください。
※衣類に関しては、受講者の身丈にあっ
たものをご準備ください。

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

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

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

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

振込先（郵便振替）
加入者名　　　浄土宗宗務庁
振替口座番号　０１０５０－０－２１４９
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次頁へつづく→

第503回教化高等講習会
（総本山知恩院冬安居道場併修）

テーマ：「浄土宗における追善供養と葬儀の意義」

日 時

場 所

令和5年 1月 30日（月） 正午 から
 2月 1日（水） 午後2時45分 まで

総本山知恩院（雪香殿）　〒605-8686 京都市東山区林下町400番地

対面またはWEB受講（Zoom使用）

●日　程

1月30日（月）
≪総本山知恩院冬安居道場≫

「初期法然伝から『法然上人行状絵図』へ」
総本山知恩院浄土宗学研究所嘱託研究員	

　善 裕昭
　法然上人の伝記は没後100年ほどの間に多くの
種類が作られ、数々の法然物語が生まれた。早い
時期のものに『知恩講私記』・『伝法絵』・醍醐本『法
然上人伝記』があり、法然の生前の姿を知る者に
よって制作されただけに重要。
　これらが鎌倉後期の『法然上人行状絵図』にい
かに受容されたのか。例えば、法然没後の中陰供
養の記事は『伝法絵』が初出で『法然上人行状絵
図』にも継承された。
　こうした初期法然伝などからの流れを辿りなが
ら『法然上人行状絵図』の成立を考えたい。

1月31日（火）
【講義①】
「浄土宗における追善供養と葬儀の意義」総論

大正大学教授　林田 康順
　私たち浄土宗教師が、日常的に執行している主な
儀礼は、枕経・通夜を含む葬送儀礼から始まり、中
陰法要・年回法要であろう。今年度の教化高等講習
会は、これらの儀礼が持つ根本的な意義とそれを支
える教理構造について各種側面から考察を加える
ことによって、私たちがこうした法要儀礼を自信を
もって執行できるようになることを主目的とする。
　本論では、浄土宗祖・法然上人の各種ご法語や
伝記等を通じて浄土宗における追善供養の教理構
造の基本概要を明らかにし、合わせて、伝宗伝戒
道場において相承される各種儀礼等と剃髪・三帰・
引導といった葬送儀礼との関連性を整理指摘する
ことによって、今年度の教化高等講習会の総諭と
しての役割を果たしたい。

●講題・講師および講義概要

1月30日（月） 1月31日（火） 2月1日（水）

12：00 受付 8：30 受付 8：30 受付

12：30 法然上人御堂参拝 9：00 講義① 9：00 講義⑤

13：00 開講式 10：40 講義② 10：40 講義⑥

13：20 冬安居道場 別時念仏会 12：10 昼食休憩 12：10 昼食休憩

14：00
講義

（総本山知恩院冬安居道場）

13：00 講義③ 13：00 講義⑦

14：40 講義④ 14：30 閉講式

16：20 第1日目終了 16：10 第2日目終了 全日程終了

協力：浄土宗総合研究所

変更後の日程
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【講義②】
「インド仏教における供養と功徳の回向」
京都文教学園学園長・京都文教大学教授　平岡 聡
　仏教は本来、個人の内面と対峙して苦からの解
脱を目指す宗教であり、自業自得を原則とする。
しかし、その一方で他者（死者）を供養し、また自
分の功徳を他者に振り向ける回向の思想も見ら
れ、この傾向は利他を標榜する大乗仏教の時代を
迎えると、さらに顕著になる。
本講義では、初期仏教から大乗仏教にいたる供養

と功徳の回向について、その変遷を整理し、自業自
得を超える回向が可能な根拠もあわせて解説する。

【講義③】
「中国仏教における追善供養」

佛教大学特別任用教授　齊藤 隆信
　インドに留学してそのサンガの中で葬送儀礼を
見聞した7世紀の義浄は、『南海寄帰内法伝』を著
して中国仏教の葬送との相違を的確に指摘してい
る。そこで、まず中国における霊魂・輪廻転生・祭
祀の観念について確認し、その上で中国仏教が儒
教のフィルターを通過しつつ、その追善供養にお
いてもインド仏教とは変容してゆく状況を確認す
る。そして浄土教における追善供養（廻向）につい
ても言及する。

【講義④】
「供養と功徳・日本 
　　―追善供養の歴史・意義・将来展望―」

総本山知恩院浄土宗学研究所嘱託研究員
安達 俊英

①供養と回向、及びその功徳
供養と回向の違い、並びに両者と功徳の関係

②追善供養の歴史　―室町期の重要性
現代の追善供養の原型は室町期に成立した
可能性が高いこと、並びになぜ室町時代か

③追善供養の現状
④現代における追善供養の意義
⑤衰退してゆく追善供養　―いかに立て直すか

私なりに考えている方策を述べ、皆様から
のご意見も頂戴できればと思います。

2月1日（水）
【講義⑤】
「日本仏教における葬儀　教学的裏付け」

浄土宗総合研究所研究員　柴田 泰山
　本講義では日本仏教における葬送儀礼につい
て、特に教理学的な側面から考察を試みたい。具

体的には土葬文化とその意義、引導作法、教理学
から見た引導などについて解説を行いたい。

【講義⑥】
「日本仏教における葬儀式（儀礼）」

浄土宗法儀司　大澤 亮我
　主に浄土宗の資料を中心として葬儀の儀礼面の
典拠と所謂などについてみることとする。
　浄土宗には江戸時代の少し前から葬儀に関する
書籍が存在している。そこから窺える葬儀に関わる
事柄などを通して、葬儀のあり方を考えてみたい。

【講義⑦】
「教化の現場としての葬儀（布教）」
浄土宗布教師養成講座常在指導員　安永 宏史

　都市部では通夜を省き葬儀と火葬を1日で行う
一日葬が増加傾向にありますが、しかし『説法式
要』に「ついに念仏安心に落居するを一座の本意
とす」と示されているように、たとえ葬儀の短い
一座であっても、法要儀礼の三業説法を通じて、
最後は「安心起行」に落着できるように心がけた
いものです。講義では「剃髪」「三帰」の譬え話や
「念仏功徳」の因縁話を用いて、これからの時代に
おける通夜・葬儀法話について考察します。

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

本宗教師

●受講定員（先着順）  ........................................

対面受講：	総本山知恩院	 50名
WEB受講：	在宅	 250名
※総本山知恩院としての感染症対策の為、定
員を設けます。

※期間中一貫していずれかの受講方法を選択
いただきます。日によって変えることはで
きません。

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

WEB受講者にも一定の条件のもと、修了証を
発行します。

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

総本山知恩院での対面受講の方は、対面受講申
請書（102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。
WEB受講の方は、メールのみにて受け付けま
す。申込メールに所属寺院・氏名・電話番号・FAX
番号・許可証送付先を明記して、浄土宗教学部
（kyogaku＠jodo.or.jp）に送信してください。
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●受付期間  ........................................................

令和4年12月1日（木）から令和5年1月13日
（金）まで（必着）
※人数制限に公平を期すため、受付開始日を
設けます。これより前の申請は無効です。

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

〈 対面・WEB受講共通 〉
（１）	受講者の服装は、改良服または伝道服（洋

式道衣）に伝道袈裟被着とします。
（２）	各講義30分を超える遅刻及び早退は、受

講認定しません。
（３）	講義5コマ（午前1コマ、午後1コマで計

算）中、3コマ以上受講されていない場合は
修了にはなりませんのでご注意ください。

〈 対面受講 〉
（１）	必ず受講証をご持参のうえ、毎日お持ち

帰り頂き受講願います。お持ち帰りでな
い場合は、その日の講義を欠席とみなす
場合がございます。また、受講者本人以外
の受講証の持ち帰り、持ち出しは一切禁
止いたします。

（２）	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。

（３）	講習会開催期間中、受講者の知恩院食堂
の利用はできません。

	 また、希望者への昼食の提供も行ってお
りません。昼食は各自でご手配ください。

（４）	「浄土宗総本山知恩院和順会館」への宿泊
を希望される方は以下へ直接お問合せく
ださい。
●問合先
浄土宗総本山知恩院和順会館
〒605 -0062　京都市東山区林下町400 -2
TEL	075 -205 -5013
和順会館ホームページ
https://www.wajun-kaikan.jp/
※お問合せの際に「冬安居道場へ参加」と
お知らせください。
※残室の関係上、ご希望に沿えない場合
にはご容赦ください。

〈 WEB受講 〉
（１）受講確認・修了要件について

	•	受講の確認は、Zoomの接続記録と、講
義中、不定期にZoom画面の目視を併用
して行います。

	•	配信不良等の不具合含め、当方で受講が確
認できなかった場合は、理由如何によらず
承認いたしかねます。ご了承願います。

（２）修了証（受講証）の交付について
	•	修了証は、当方で押印の後、後日、送付い
たします。（1コマの受講も確認ができな
い方には、修了証は送付いたしません。）

（３）受講について
	•	開催日までにZoomの設定をメールにて
連絡申しあげます。
	•	Zoomへの接続の際、係員が名前を確認
して、受付（接続の許可）を行います。途
中接続が切れた場合、再度接続の許可を
受ける必要があります。
	•	講義開始の10分前には接続いただきま
すようお願いいたします。
	•	受講当日、指定されたミーティングID、
パスコードを入力してください。
	•	ミーティングに参加いただく際の名前
には、受講番号と氏名を入力願います。
（受講番号は別途通知します。）
	•	一台のパソコンを使い、二人で受講され
る場合は、それぞれの受講番号と氏名を
名前欄に入力してください。
	•	各コマ毎（午前・午後）に接続のためのミー
ティングID・パスコードを変更します。
	•	安定した受信環境、疲労の軽減のため、パ
ソコンでの受講を強く推奨いたします。
	•	タブレット、携帯での受講も可能です
が、チャットでの資料配布を受けられな
いなど受講上の制約があり、推奨いたし
ません。
	•	講義の録画は禁止いたします。

（４）講義資料について
	•	講義資料は、メールにてデータをお送りい
たします。各自印刷してご準備願います。

●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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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。

次頁へつづく→
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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（103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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講　　義 「浄土宗開宗の御心　お念佛からはじまる幸せ」
講師：浄土宗総合研究所主任研究員　齊藤 舜健

グループワーク「“てら活”って何？」「寺院の未来について語り合おう」
講師：浄土宗総合研究所研究員　石田 一裕

ミーティングスタッフ：浄土宗総合研究所研究員　岩井 正道

●講題・講師

浄土宗開宗850年慶讃事業

お寺の未来ミーティング（広島教区）

●日　程

10：00 開会式

10：30 ①講義　「浄土宗開宗の御心　お念佛からはじまる幸せ」

12：00 昼食
13：00

(休憩有) ②グループワーク　「“てら活”って何？」「寺院の未来について語り合おう」

17：00 終了

日 時

場 所

令和5年 2月10日（金） 午前10時 から 午後5時 まで

妙慶院（広島教区西部組No.61）
〒730-0041 広島県広島市中区小町2番1号　　TEL 082-241-7471　FAX 082-241-7488

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

広島教区所属の僧侶・寺族

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

50人

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

不要
昼食（弁当・無料）をご用意します。

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

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

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

広島教区より郵送される案内チラシの申込書
に必要事項を記載のうえ、FAXにてお申し込
みください。

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

1月25日（水）

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

駐車場はありませんので、自家用車でお越し
の際は近隣パーキングをご利用ください。
飲み物は各自でご用意ください。

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

修了者（教師）には、教階叙任要件（普通講習会
１回相当）が付与されます。

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

広島教区教務所
〒733 -0002
広島県広島市楠木町3丁目12-8　般舟寺内
TEL	082 -237 -6644　FAX	082 -237 -5437
連絡先	090 -7770 -6832（参事	高雄憲善）

新着
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講　　義 「浄土宗開宗の御心　お念佛からはじまる幸せ」
講師：浄土宗総合研究所主任研究員　袖山 榮輝

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

ミーティングスタッフ：浄土宗総合研究所研究員　春本 龍彬

●講題・講師

浄土宗開宗850年慶讃事業

お寺の未来ミーティング（長崎教区）

●日　程

10：00 開会式

10：30 ①講義　「浄土宗開宗の御心　お念佛からはじまる幸せ」

12：00 昼食
13：00

(休憩有) ②グループワーク　「“てら活”って何？」「寺院の未来について語り合おう」

17：00 終了

日 時

場 所

令和5年 2月16日（木） 午前10時 から 午後5時 まで

法源寺（長崎教区大諫組No.31）
〒859-3605 長崎県東彼杵郡川棚町百津郷714番地
TEL 0956-82-2433　FAX 0956-82-2626

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

長崎教区所属の僧侶・寺族

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

昼食（弁当）希望の方のみ1,000円承ります。

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

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

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

長崎教区教化団より郵送される案内チラシの
申込書に必要事項を記載のうえ、FAXにてお
申し込みください。

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

1月31日（火）

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

各自マスクの着用等、感染症への感染対策の徹
底をお願いいたします。

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

修了者（教師）には、教階叙任要件（普通講習会
1回相当）が付与されます。

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

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

新着
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【公開講座】

テーマ：「心、愛、優しさ」

【関東第3回】

テーマ：「お寺でパネルシアター」

　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１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。
また、本年度もパネルシアターの裾野を広げる活動として、どなたでもご参加頂ける「公開講座」を開催
いたします。今回は「心、愛、優しさ」というテーマを設け、講師の方々に様々な作品を実演していただ
き、パネルシアターの奥深さ、おもしろさを実感していただける内容となっております。
　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

日 程

場 所

場 所

令和5年 1月22日（日） 午後1時 から 4時まで （予定）

令和5年 1月27日（金） 午後1時 から 4時まで （予定）

和順会館　　〒605-8686 京都市東山区林下町400-2

浄土宗宗務庁 東京第1会議室　　〒105-0011 東京都港区芝公園4-7-4

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  ...........................................................

公開講座　　80人（先着順）
関東第3回　15人（先着順）

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

公開講座　　無料
関東第3回　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。

パネルシアター創始者・浄土宗パネルシアター普及推進員　古宇田 亮順
浄土宗パネルシアター普及推進員・佛教大学名誉教授　髙橋 司
浄土宗パネルシアター普及推進員・淑徳大学教育学部客員教授・パネルシアター教育研究会代表 藤田 佳子
浄土宗パネルシアター普及推進員・淑徳大学教育学部准教授・パネルシアター作家 松家 まきこ

浄土宗パネルシアター普及推進員・東京教区豊島組定泉寺住職　武智 公英
浄土宗パネルシアター普及推進員・山形教区山形組稱念寺住職　佐藤 智史

●講　師

●講　師
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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
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●受講対象  ........................................................

本宗教師（受講者は改良服又は洋式道衣及び
数珠・袈裟）

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

現地会場での受講に加え、ネット配信での受講
も受け付けます。申込み後にアドレス及び受講

費3,000円の納入方法等詳細をお知らせします。

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

受講費 3,000円 ／ 昼食費 1,500円（1食お茶
付き）／ 懇親会費 12 ,000円
※当日受付でお支払いください。

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

FAX又はメール（WEB受講の方）でお申込みくださ
い。※宿泊ホテルは、各自でお手配をお願いします。

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

令和5年1月18日（水）必着

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

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

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

京都教区教務所
〒605 -0062 京都市東山区林下町405 浩徳院
TEL 075 -561 -1557　FAX 075 -551 -1494
（月曜日から金曜日 午前10時から午後3時まで）
Eメール koutokuin405@gmail.com

第504回教化高等講習会
（京都教区普通講習会・人権研修併修）

●日　程

日 時

場 所

令和5年 2月 2日（木）午前9時30分 から
 3日（金）午後3時15分 まで

ホテルオークラ京都
〒604-8558 京都府京都市中京区河原町御池　　TEL 075-211-5111 FAX 075-254-2529
【交通の便】京都駅から地下鉄鳥丸線「鳥丸御池駅」乗換、地下鉄東西線「京都市役所前駅」直結。

対面またはWEB受講

2月2日（木） 2月3日（金）
 9：30 受付  8：30 受付
10：00 開講式  9：00 講義③　福原隆善台下
10：30 開宗850年事業説明　川中光敎 10：45 講義④　飯田実雄台下
11：30 昼食 12：15 昼食
12：30 人権研修　あかたちかこ 13：15 講義⑤　藤本淨彦台下
14：00 講義①　中野正明 14：45 閉講式
16：00 講義②　中野正明 15：15 終了
18：00 懇親会

人権研修「LGBTについて」
京都精華大学非常勤講師　あかた ちかこ

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「平等往生成仏を求めて」

大本山百萬遍知恩寺法主　福原 隆善 台下
講義④「御名号について」

大本山清浄華院法主　飯田 実雄 台下
講義⑤ 浄土宗開宗以後の法然上人
　　　「それより已来、今日に至るまで、
　　　　　　自行化他ただ念仏を縡とす」

大本山金戒光明寺法主　藤本 淨彦 台下

●講題・講師（日程順）

テーマ：～浄土宗開宗850年お待ち受け～「立教開宗」
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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（受講者は改良服又は洋式道衣及び
数珠・袈裟）
●必要経費  ........................................................

参加費　　3,000円（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  ........................................................

次号『和合』2月号にてご案内申し上げます。
●注意事項  ........................................................

感染状況により、講習会が中止になる場合が
ございます。何卒ご了承ください。講習会はマ
スク着用の上、両日ともに朝の体温が37．5度
以上の方は、参加をご遠慮ください。
●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　小高大輔
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～」
浄土宗宗務庁総務部部長　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　小高 大輔

●講題・講師（日程順）

新着

56 和合　令和5年　1月号



地
区
開
催
行
事

群馬教区前橋組森巖寺 廣瀨 晴彦
群馬教区前橋組雲晴院 茂木 真道

関東地区布教研修会

「浄土宗 開宗の心
　　―開宗850年に向けての再確認―」

大正大学仏教学科教授　曽根 宣雄

「布教のいろは」
大本山増上寺布教師会副会長　郡嶋 泰威

●講題・講師（日程順・敬称略）

●布教実演（敬称略）

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

所属教区名、組名、寺院番号、寺院名、氏名、連絡
先、懇親会の出欠を明記のうえ、郵便葉書また
はFAXにて事務局までお申し込みください。
※参加費及び懇親会費は当日受付にてお支払
いください。

※2月9日（木）、10日（金）とも昼食の用意は
ありません。

※昼食・宿泊につきましては各自でご手配くだ
さい。

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

令和5年1月10日（火）

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

関東地区布教研修会事務局
〒370 -0401 群馬県太田市尾島町454 -1 哀愍寺
TEL 0276 -52 -0421　FAX 0276 -52 -0421

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

本宗教師

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

参加費　　3,000円
懇親会費　8,000円

●日　程

日 時

場 所

令和5年 2月 9日（木）午後1時 から
 10日（金）午後零時45分 まで

前橋商工会議所
〒371-0017 群馬県前橋市日吉町1-8-1　　TEL 027-234-5111
【交通の便】ＪＲ両毛線前橋駅下車、バス乗換え、赤城県道「県民会館前」下車 徒歩2分

2月9日（木） 2月10日（金）

12：30 受付 9：00 勤行

13：00 開講式 9：20 講義③　郡嶋泰威

13：30 講義①　曽根宣雄 10：50 休憩

15：00 休憩 11：00 布教実演　廣瀨晴彦
　　　　　茂木真道15：15 講義②　曽根宣雄

16：45 オリエンテーション 12：30 閉講式

17：00 移動準備 12：45 解散

18：00 懇親会

20：00 第1日目終了
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●受講対象  ........................................................

本宗教師

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

参加費　　 3,000円
昼食費　　　 500円（15日のみ）
懇親会費　10 ,000円
※宿泊については各自でお手配ください。

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

改良服または洋式道衣・数珠・袈裟・朱扇・『浄
土宗法要集（上･下巻）Ａ5判』・筆記用具等

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

所属教区名、組名、寺院№、寺院名、氏名、懇親
会の出欠、昼食の有無（15日のみ）を明記のう
え、郵便又はFAXにて、伊勢教区教務所へお
申し込みください。

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

令和5年1月25日（水）必着

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

伊勢教区教務所
〒515 -0075 松阪市新町874  樹敬寺内
TEL0598 -21 -7145　FAX0598 -23 -3609

●日　程

日 時

場 所

令和5年 2月 14日（火）午後1時 から
 15日（水）午後3時 まで

樹敬寺（伊勢教区松阪組№98）
〒515-0075 松阪市新町874　　TEL 0598-21-7145 FAX 0598-23-3609

【交通の便】ＪＲ紀勢本線・近鉄山田線「松阪駅」下車 徒歩10分

〔懇親会場〕相生
〒515-0081 三重県松阪市本町2109-3　　TEL 0598-21-0411

2月14日（火） 2月15日（水）

12:30 受付（昼食は各自にて） 8：30 お勤め

13:00 開講式 9：00 講義3

13:45 講義1 10：30 休憩

15:15 休憩 10:45 講義4

15:30 講義2 12:15 昼食

17:00 会場移動 13：00 講義5 ・質疑応答

18:00 懇親会 14：30 閉講式

15：00 解散

法儀司 南 忠信
一級法式教師 坂上 典翁
二級法式教師 池上 良賢

東海地区法式講習会

●講　師

テーマ：「日常勤行式」・「結婚式」
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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

新着
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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

新着
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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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法儀司 太田 正敬
一級法式教師 小林 常晋
一級法式教師 八橋 秀法
二級法式教師 加藤 宜敬

「葬儀式」

●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

九州地区法式講習会・式師検定試験

●講師・検定委員

●選択講習

日 程

場 所

令和5年 2月 13日（月）正午 から
 15日（水）午後3時 まで

大本山善導寺
〒839-0824 久留米市善導寺町飯田550番地
【交通の便】ＪＲ九大本線「善導寺駅」下車 タクシー約5分

2月13日（月） 2月14日（火） 2月15日（水）

11：30 受付  9：00 講習4 9：00 選択講習（葬儀式）

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、移動 15：30 休憩

18：30 懇親会 15：40 講習8

17：00 2日目終了

●日　程

※15日は午後1時から式師検定試験
　（三級～五級）を実施

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

九州地区法式講習会事務局　福岡教区教務所
〒839 -0824 久留米市善導寺町飯田550番地 大本山善導寺中
TEL 0942 -47 -4867　FAX 0942 -47 -4850
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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・朱扇・中啓・荘
厳および日課数珠・領帽・筆記用具等

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

参加費　　3,000円
昼食費　　800円（1食）
懇親会費　7,000円
※但し、コロナ禍の状況によっては懇親会中
止の場合があります。
※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、懇親会参加・
不参加、昼食の要・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1月31日（火）

●懇親会場  ........................................................

ハイネスホテル久留米
〒830 -0033 福岡県久留米市天神町1-6
TEL 0942 -32 -7211
（会場までバスの迎えあり。片道のみ。）

●申込書 兼 FAX送信票  ..................................
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令和5年 1月 26日（木）午後1時50分 から午後6時 まで
 27日（金）午後2時20分 から午後5時30分 まで

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

【会場で受講される方】
1. 大阪教区内の方は、申込み不要です。
2. 教区外の方は、電話・FAX・メールにて申込
み願います。

【オンラインで受講される方】
希望される方は、すべてメールにて申込み願
います。

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

令和5年1月16日（月）

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

大阪教区教務所（平日　午後2時から午後5時
まで）
〒543 -0062 大阪市天王寺区逢阪1-3 -19
TEL 06 -6771 -7784　FAX 06 -6771 -2163
Eメール kyoumu@sweet.ocn.ne.jp

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

本宗教師・寺族・寺庭婦人（全国から受講可）

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

本宗教師…改良服または洋式道衣、数珠、袈裟
寺族・寺庭婦人…数珠、袈裟

講義①②「法然上人の浄土宗立教開宗に
ついて①」

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 柴田 泰山

講義③「大阪における中世の
　　　　浄土信仰に関する講義」
九度山町・真田ミュージアム名誉館長　北川 央
人権研修「いい人が差別する」

浄土宗人権啓発委員会委員長
浄土宗人権啓発講師 長谷川 岱潤

大阪教区普通講習会

●課題・講師（日程順）

●日　程

日 時

場 所 浄土宗大阪教区教務所　　※オンラインでも受講可
〒543-0062 大阪市天王寺区逢阪1-3-19　　TEL 06-6771-7784

1月26日（木） 1月27日（金）

13：30 受付 14：00 受付

13：50 令和4年遷化者追善法要 14：20 講義③　北川央

14：10 休憩 15：50 休憩

14：30 開講式 16：10 人権研修　長谷川岱潤

14：40 講義①　柴田泰山 17：10 閉講式

16：10 休憩 17：30 講習会終了

16：30 講義②　柴田泰山

18：00 終了予定
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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）

菩提寺
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浄土宗の教師資格を取得するためには
浄土宗の教師資格を取得するための主なフローは以下のとおりです。

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

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

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

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

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

宗徒になる

律師検定に合格する

伝宗伝戒道場を成満する

1

2

3

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

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

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

最長在
籍期間

他大学
在学者 取得可能 浄土宗

奨学金

A
大
正
大
学

通
学
課
程

仏教学部
1年次入学 高卒以上 4年 8年 ×

僧階：少僧都
教階：輔　教
学階：擬　講

15万円
/年

仏教学部
3年次編入学

大卒又は
短大卒以上 2年 4年 ×

仏教学部以外
（地域創生学部を

除く）の学部
1年次入学

高卒以上 4年 8年 ×

大学院（修士）※1 大卒 3年 4年 × 10万円

B
佛
教
大
学

通
学
課
程

仏教学部
1年次入学 高卒以上 4年 8年 ×

僧階：少僧都
教階：輔　教
学階：擬　講 15万円

/年
仏教学部

3年次編入学
大卒又は

短大卒以上 2年 6年 ×

仏教学部
以外の学部
1年次入学

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

（通信教育課程）
通学課程在籍者

（仏教学部を除く） 2年 7年 ×

10万円

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

通
信
教
育
課
程

仏教学部
1年次入学 高卒以上 4年 8年 ×

僧階：少僧都
教階：輔　教
学階：擬　講

10万円仏教学部
3年次編入学

大卒又は
短大卒以上 2年 6年 ×

科目履修コース
（浄土宗教師資格）

大卒又は4年制大学
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。

公開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
TEL０７５-７４４-０３６０　FAX０７５-７４４-０３６３
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
 令和4年度より、新たに特任布教師が任命されました。

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

招聘について

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

② 会所寺院は、特任布教師に連絡をとり、布教依頼や日程調整を行います。
（※上記注意事項をご確認ください。）
③ 依頼を受けた特任布教師は「特任布教師活動受諾書」（任命時に配布）に会所寺院・日時を記入
して教学部までお送りください。

④ 「特任布教師活動受諾書」を基に、教学部から会所寺院に申請書一式を送付します。
⑤ 会所寺院は、申請書に必要事項を記入のうえ、教区長進達で実施１か月前までに申請します。
⑥ 教学部は、届いた申請書と「特任布教師活動受諾書」を照会し、精査します。精査後、対象外の
事例の場合は特任布教師及び会所寺院へ通知します。

⑦ 会所寺院は実施後１か月以内に、報告書に必要事項と助成金振込先を記入し、教学部に報告
します。

⑧ 報告書が届いたら、教学部より振込先に助成金を振り込みます。

特任布教師紹介
下記URLまたは右記二次元バーコードから、特任布教師紹介の情報をご覧いただけます。
https://jodoshu.net/library/fukyoshi/

招聘 会所寺院が行います。

助成

25,000円＋交通費（実費計算で上限1万円）
ただし、51等級以下の寺院は、35,000円＋交通費（実費計算で上限1万円）
※会所寺院に助成します。
※年度内に1寺院につき2回まで、この制度の助成を受けられます。（新型コロナウイルス

感染症にかかる特例措置：令和6年度まで）

注意事項
◦特任布教師1人につき、年度内活動は6会所までです。（7会所目以降は会所寺院に

助成されませんので、会所寺院と特任布教師は調整の際、ご注意ください。）
◦前年度と同じ、また、同一年度内に同一の特任布教師を招聘する場合は、助成対象外です。
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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

 1月 16日 中西 犍稚 –切割笏–  2月 13日 別所 威儀全般

23日 別所 音声 –念誦– 20日 橋本 法服全般

30日 小林 十夜会 27日 小林 執持全般

研究生 橋本 声明 –甲念佛  呂・律– 研究生 中西 声明 –称讃偈・唱礼–
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おてつぎ運動だより

■■ 第第６６６６２２回回 おおててつつぎぎ文文化化講講座座
毎月第２土曜日に各界の著名人を迎えて文化講座を開催しています。

皆さまお誘い合わせのうえ、ふるってご参加ください。

【【日日 時時】】 月 日（土） ： ～ ： ※予約不要

【【会会 場場】】 知恩院 和順会館

【【講講 師師】】 総本山知恩院執事長 おてつぎ運動本部長 井桁 雄弘

【【演演 題題】】 「野の花」

【【定定 員員】】 名

【【参参加加費費】】 無料

■■ おおててつつぎぎ運運動動推推進進協協議議会会 第第１１１１回回中中央央上上級級研研修修会会 開開催催ののおお知知ららせせ

おてつぎ運動推進協議会は、檀信徒の皆さまの手で法然上人のみ教えをひろ

めるため、各種研修会や奉仕活動などを通して念仏信仰を深め、菩提寺さまや

総大本山での法要、行事に積極的にご参加、ご協力いただいております。

このたびの中央上級研修会は、皆さまにより深い信仰心を養っていただける

内容となっています。ぜひこの機会に会員の皆さまのご参加をお勧めいただきた

くご案内申し上げます。 
【【日日 時時】】 令和 年 月 日（土）

【【会会 場場】】 総本山知恩院 雪香殿

【【費費 用用】】 ￥ （昼食代含む）

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

本部推進協議会係までお問い合わせください。

【【締締 切切】】 令和 年 月 日（月）

■■ 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）

※いずれ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。 

【【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/ 

 

75和合　令和5年　1月号



　元祖さまの御聖日であります１月２５日、祖山に於いて僧俗一体の「第２０回聖日別時念仏会」を下記の
とおり開催いたします。南無阿弥陀仏の口称一行の中に、祖師の説かれた万機普益の御心を賜わるべ
く、国宝御影堂で別時念仏会を厳修いたします。
　檀信徒の意識昂揚の為にも多数の皆さまをお誘いくださり、ご参加くださいますようご案内申し上げます。
　また、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、内容を縮小して開催いたします。皆様にはご理解、
ご協力賜りますようお願い申し上げます。

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

無料
参加費は無料ですが、佛供米料1,000円の奉納
をお願いいたしたく存じます。

●参加申込  ........................................................

ハガキ・ファクスにて、ご寺院名・参加人数を
ご記入の上、総本山知恩院布教部教務係内　
総本山知恩院布教師会事務局までご連絡くだ
さい。

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

1月20日（金）

●感染症対策  ....................................................

①ご参加の方はマスク着用をお願いいたしま
す。また、当日受付にて検温させていただき
ます。

　なお、ご自宅でも検温していただき、体調に
心配のある場合は参加をご遠慮ください。

②御影堂内は常時換気を行っております。文
化財保護上、暖房設備がございませんので、
各自防寒具等をご準備ください。（使い回し
による感染防止のため、御影堂のひざ掛け
の使用はご遠慮願います）

③甘酒の接待はございません。

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

①プラスチックごみ削減の取り組みのため、
下足袋持参のご協力をお願いいたします。

②ご来山される際は、ご不便をお掛けします
が公共交通機関をご利用ください。

※新型コロナウイルス感染状況により、内容
の変更や中止する場合があります。

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

総本山知恩院布教部教務係内
総本山知恩院布教師会
〒605 -8686	京都市東山区林下町400
TEL	075 -531 -2157　FAX	075 -531 -2160

第20回 総本山知恩院布教師会聖日別時念仏会

令和5年 1月25日（水）  午後1時30分 から 午後3時 まで日 程

場 所 総本山知恩院 国宝御影堂

「諸仏護念したもう」
総本山知恩院布教師会	参与　村上 和彦

●法　話

13：00 受付 ・ 別時念仏開始

13：30 御當日法要 ・ 開会式
法話 ・ 別時念仏

15：00 終了予定

●日　程

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
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

本宗寺族・寺庭対象

五 重 相 伝 会
―大本山光明寺主催―

令和５年３月６日（月）～３月１０日（金）５日間

伝燈師 光明寺百十三世法主 柴田哲彦 台下

勧誡師 大正大学仏教学部長・神奈川教区慶岸寺住職 林田康順 上人
 

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

拝しましての「五重相伝会」。 

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

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

諸準備を進めております。 

つきましては、各ご寺院には、寺族・寺庭様のご入行ご勧誘に関しまして、切な

るご協力を仰ぎたく、何卒ご高配を賜りますよう、お願い申し上げます。 

◇◇◇◇ 開開 筵筵 要要 項項 ◇◇◇◇

 

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

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

  ■会    場 大本山光明寺  駐車場有。  

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

  ■対    象 浄土宗寺院の寺庭または寺族 

  ■募集定員 ４０名 

  ■申込・問合せ 〒 鎌倉市材木座 大本山光明寺教務部 
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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
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

千葉教区

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

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
愛媛県今治市内（会場未定）

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4年12月13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

中止

中止

中止
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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、小さくないライフスタイルや価値観の変化が起こり、
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」を重視する発想に、仏教界が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を予定

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 ―葬送の本質を考える―」
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

次頁へつづく→
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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（水）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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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指導員
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1月16日（月）

●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

キ
リ
ト
リ
線

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
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令令和和 44年年度度  浄浄土土宗宗寺寺庭庭婦婦人人会会  

心心ののケケアア支支援援ププロロジジェェククトト 

 

 

 浄土宗開宗 850年に向けて、寺庭婦人として知っておきたい法然上人の 

 み教えを学び、しっかりと信仰の土台を築いて参りましょう。  

日日  時時  令令和和 55年年 22月月 1100日日((金金))午午後後 11時時～～44時時  

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

    〒〒660055--00006622  京京都都市市東東山山区区林林下下町町 441166  電電話話 007755--774444--00336600  

  ●講題・講師                             

講講題題：：「「教教ええをを受受けけ継継ぐぐ弟弟子子たたちち  

－－法法然然門門流流のの諸諸相相－－」」                          」」  

講講師師：：    伊伊藤藤  茂茂樹樹    

        奈良教区称念寺住職        

    華頂短期大学准教授  

    総本山知恩院浄土宗学研究所副主任 

 ●参参加加形形態態  

    ①現地受講(30名)  ②ZOOM受講  ③DVD購入 

 ●注意事項………………………………………… 

    <オンライン Zoom受講 定員 300名> 

 ・参加者へは、ミーティング IDとパスコード 

  をメールで事前にお知らせ致します。 

  オンライン受講される方はあらかじめ Zoom 

  のホームページよりダウンロードをお願い 

  いたします。 

 ・受講中は講師の妨げにならないよう、音声をミュート（消音）にして下さい。  

  チャット及び「画面共有」の使用などは固く禁じます。 

 ・肖像権、著作権等の理由から、講義の録画・録音、ログイン ID・パスコード 

  の他者への伝達、申込者以外の視聴、資料の複製・転載・譲渡を禁止致します。 

法法然然上上人人みみ教教ええセセミミナナ－－  

●対対  象象    ………………………… 

 浄土宗寺庭婦人会会員 

●参参加加費費    ………………………… 

 1,000円 

●持持参参品品  

  寺庭婦人袈裟、念珠、筆記用具 

●申申込込締締切切 ………………………… 

 令和 5年 1月 20日(金) 

 （教区会長経由） 

●申申込込先先（（問問合合先先））…………………   

  浄浄土土宗宗寺寺庭庭婦婦人人会会事事務務局局  
  〒519-2426三重県多気郡大台町下楠 493 
  宝泉寺内 
  TEL・FAX：0598-83-2047 
  オオンンラライインン担担当当  
  Ｅメール：j.jiteihujinkai＠gmail.com 
  

令和4年度 浄土宗寺庭婦人会

心のケア支援プロジェクト

日 時

場 所

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

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

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

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

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

●申込先（問合先）  .............................
●注意事項 ..................................................

●講題・講師
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第２７期第２７期 全国浄土宗青年会

お問い合わせ
第 27 期　全国浄土宗青年会　ホームページ：https://zj.jodo.or.jp/
【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  

同
時
同
行

念
佛
会

STEP1

STEP2

STEP3 ※エントリーはオンラインのみ
　となります

令和 5年
1月 19日～25日（木）   　　　　（水）

参
加
方
法

お念佛をお称えしましょう！

PC、スマホから特設サイトへ
　　　　　　　　　　　アクセス！

マップ上に蓮の花が咲きます！

特
設
サ
イ
ト

特
設
サ
イ
ト

登
録
期
間

次頁へつづく→

新着
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聖号十念
　平素は全国浄土宗青年会事業にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
　さて今年度も特設サイトを開設して、同時同行念佛会を開催いたします。特設サイトにご登録
いただきますとお念佛をお称えした場所・お名前がオンライン地図上に蓮の花が咲き誇り、法然
上人の遺跡として表示されます。
　この同時同行念佛会は、法然上人のご命日である 1 月 25 日にご遺徳を偲び、日本のみならず
世界各地で場所は違えど同じ時に称名念佛を行じ、「御忌会」奉修の勧奨とお念佛の輪を広げて、
お念佛の中に日暮らしをさせていただいている感謝の気持ちへと繋がれば幸いです。
　インターネット環境が整わない方も、どうぞこの期間中に法然上人のご遺徳を共々にお念佛で
偲びましょう。
　皆々様の益々の念佛相続と、念佛弘通のために一人でも多くの方々にご縁を結んでいただきま
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

ご 挨 拶

同時同行念佛会 詳細

参加対象

開催期間

参加方法

  

参加費用

お念佛をお称えすれば、どなたでも自由に参加可能。

令和 5年１月１９日（木）から２５日（水）までの７日間

①まずはお念佛をお称えしましょう！
②PC・スマホで全浄青HPまたはQRコードから特設サイトにアクセス。
③特設サイトの参加フォームに情報を登録。
　１，登録地点（都道府県、市町村、寺院名など）
　２，お名前（ニックネーム可）
　３，一言メッセージ（任意）
④送信ボタンを押して登録完了。
　特設サイトのマップ上で、ご入力いただいた登録地点に蓮の花が咲きます！
　　※入力された情報は特設サイトにすべて公開されます。
　　　居住地の番地などを入力する場合はご注意ください。
　　※ご登録後すぐに反映されない場合は、しばらく時間をあけてご確認くだ
　　　さい。それでも表示されない場合は、お手数ですが再度ご登録ください。
　　※期間中はお一人さま何度でもご登録いただけます。
⑤抽選で記念札をプレゼント！

無料（ただし、インターネット通信料は発生いたします）
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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→

新着
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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
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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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　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

新着
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浄土宗教師資格の取得について 

お知らせ

本学では、浄土宗教師資格取得を目指す学生のために宗門子弟教育を行っ

ています。入学後は、所定の科目を履修し単位を取得することによって伝宗

伝戒道場（加行）の入行資格を得ることができます。

＜編入学について＞

既卒大学の単位を活かし、新たに僧侶資格単位を取得することによって、

2 年間で資格を取得することができます。短期間で浄土宗の教えを広く、深く

学ぶことができます。

入学試験・僧階取得についての問い合わせ先

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

【受付時間 10：00～18：00（月～金）】

※仏教学科以外で僧階の取得をご希望の方はご相談ください。

文学部 

日本文学科 
人文学科 

文学部 文学部 

人文学科 
日本文学科 
人文学科 
日本文学科 日本文学科 日本文学科 

表現学部

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

文学部 文学部 

日本文学科 日本文学科 日本文学科 日本文学科 

文学部 

日本文学科 日本文学科 

仏教学部

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

表現学部表現学部地域創生学部

地域創生学科 

心理社会学部

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

表現学部

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

社会共生学部

社会創造系学部群 探究実証系学部群

公共政策学科

社会福祉学科
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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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令和5年度

別 科
（仏教専修）
学生募集

●問い合わせ先

・僧侶養成について▶ 宗教教育センター 【⽉〜⾦ 9：00〜17：00】
  TEL：075-491-2141（代表）

・⼊学試験について▶ ⼊学部⼊学課        【⽉〜⾦ 9：00〜13：00、14：00〜17：00】
                                                                       TEL：075-366-5550（直通）

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

令和5年1月17日［火］ー1月23日［月］出願
期間

出願
資格

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

特色

〒603-8301 京都市北区紫野北花ノ坊町96

入学
試験 令和5年2月18日［土］
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現役大学生でも少僧都の取得が可能

［僧階 少僧都 教階 輔教 学階 得業］

最短２年で取得が可能

学習システムを導入

在宅での科目最終試験受験が可能

実践道場を夏に加え、冬にも開講

※実践道場は 泊 日（２回） 泊 日（ 回）が必要

佛教大学・大正大学以外の大大学学在在籍籍者者も

「「浄浄土土宗宗教教師師資資格格」」が取得できます！

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

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

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

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

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

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

学費 円（スクーリング履修費別）が必要となります。

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

『『現現役役大大学学生生』』もも対対象象！！

大学に在籍しながら浄土宗教師資格（少僧都）

の取得が可能です。

※科目履修生のため、二重学籍にはなりません

※入学条件は学校教育法に定める 年制大学在籍者

または卒業者で入学年度に満満 歳歳をを超超ええるる方方

『『実実践践仏仏教教』』はは年年 回回開開講講！！

「実践仏教スクーリング」を夏期および冬期

で開講しています。受講の機会が年 回あり

ます。

※実践道場は夏休み期間（ 月下旬）と春休み期間

（ 月中旬）に開講予定

※実践道場以外のスクーリングは土日祝、夏休みに

受講できます

『『 学学習習シシスステテムム』』でで快快適適にに！！

インターネットを利用して、オンラインでス

クーリングを受講でき（一部科目を除く）、

科目最終試験も自宅で受験できます。

※テキスト履修科目のみ

※スクーリング科目は登学が必要です

『『最最短短２２年年』』でで取取得得可可能能！！

大学卒業者および大学在籍者であれば、最短

年間で浄土宗教師資格の取得が可能です。

※高卒の方は学部（本科）へのご入学が必要となり、

最短 年の在籍が必要です

98 和合　令和5年　1月号



宗
立
宗
門
校
か
ら
の
案
内

僧階 教階 学階

少
僧
都

輔
　
教

得
　
業

1年目
2年目
以降 種別

日程
（開講日程は予定であり、変更する場合がありま

す）

法然上人の生涯と思想 法然の生涯と思想 必
春期夜間
夏期
冬期

8/1午前,8/2午前,8/3午前
12/3午後,12/4終日

浄土学の基礎 浄土学の基礎 必

三部経の思想 浄土三部経研究１ 必 春期 6/11午後,6/12終日

浄土宗日常勤行式の解説 浄土宗日常勤行式の解説 必

浄土教の歴史 浄土教史 必

選択集の思想 選択集講読１ 必 夏期 8/4終日,8/5午前

浄土宗の歴史 浄土宗史 必

浄土三部経研究２ 必 春期 6/18午後,6/19終日

選択集講読２ 必 夏期 8/5午後,8/6終日

浄土学研究 選 春期 7/2午後,7/3終日

浄土宗学研究 選 春期 6/25午後,6/26終日

三部経特講 選 冬期 11/26午後,11/27終日

選択集特講 選 冬期 12/3午後,12/4終日

法然の法語特講 選 集中Ⅴ 1/21午後,1/22終日

三巻書特講 選 冬期 1/8午後,1/9終日

円頓戒特講 選 冬期 1/7終日,1/8午前

論註特講 選 2/11午後,2/12終日

観経疏特講 選 集中Ⅴ 2/4午後,2/5終日

安楽集特講 選 集中Ⅴ 1/28午後,1/29終日

法然門下の思想 法然門下の思想 選

小　　計

釈尊の生涯と思想 ブッダの教え 必
春期
夏期

冬期夜間

5/28午後,5/29終日
8/1午後,8/2午後,8/3午後

仏教学の基礎 仏教学の基礎 必

日本仏教史（仏教伝来～平安） 選

日本仏教史（鎌倉以降） 選

仏教学研究（初期・部派） 選 春期 7/9午後,7/10終日

仏教学研究（大乗・チベット） 選 春期 6/11午後,6/12終日

大乗仏教思想史 選

中国仏教史 選

インド仏教史 選

各宗の概要等 天台教学 選

小　　計

現代社会と人間 浄土宗と加行１（伝法） 必 夏期 7/28終日,7/29午前

浄土宗と加行２（円頓戒） 必 夏期 7/29午後,7/30終日

人権（同和）教育 必

宗教法制 仏教の儀礼と儀式 必
夏期
集中Ⅴ

7/23午後,7/24終日
1/21午後,1/22終日

仏教と人権 仏教と福祉 　 選

仏教の儀礼と儀式 宗教法制 選

宗教学概論 選

仏教看護 選

小　　計

実践仏教学１ 必

法式実習１ 必

実践仏教学２ 必

法式実習２ 必

法式実習３ 必

法式実習４ 必

伝道Ⅰ（念仏講話） 仏教伝道学 T・S 必 春期 7/9午後,7/10終日

詠唱 詠唱 必 集中Ⅰ 5/3,4,5終日

伝道Ⅱ 仏教伝道学Ⅱ T・S 必 夏期 7/23午後,7/24終日

小　　計

合　　計 ◆上記60単位を履修すること

《履修上の注意事項》
　①「実践仏教学１」「法式実習１」のスクーリングは、「仏教の儀礼と儀式」を履修後でなければ受講することができない。
　　（同時に申込可能であるが、「仏教の儀礼と儀式」が不合格となった場合、「実践仏教学１」「法式実習１」の受講は取り消しとなる。）
　②「実践仏教学２」「法式実習２」「仏教伝道学」「仏教伝道学２」「詠唱」のスクーリングは、「実践仏教学１」「法式実習１」を履修完了しなければ受講することはできない。
　③「選択集講読２」のスクーリングは、「選択集講読１」を履修後に受講することが望ましい。
　④「法式実習３」「法式実習４」のスクーリングは、「実践仏教学２」「法式実習２」を履修後でなければ受講することができない。
　　（同時に申込可能であるが、「実践仏教学２」「法式実習２」が不合格となった場合、「法式実習３」「法式実習４」の受講は取り消しとなる。）

《伝宗伝戒道場入行資格について》
　①入行資格の有無は、上記60単位の科目が履修済であるかで判定する。テキスト履修科目は、入行を希望する当該年の8月に実施される科目最終試験までに受験・合格すること。
　　スクーリング科目は夏期・集中（実仏1）スクーリングまでに受講し合格すること。
　②「実践仏教学１」「法式実習１」を履修後５年以内に入行資格を得て伝宗伝戎道場に入行すること。

◆合計14単位を履修すること

法式（上級）

集中Ⅱ
集中Ⅵ

8/24～9/1終日
2/13～2/21終日

集中Ⅲ 10/1,2,3終日

僧
侶
の
実
践
に
関
す
る
科
目

法式（初級）

◆必修科目4科目6単位、
　選択科目4単位、
　合計10単位を履修すること浄土宗と加行

　　（伝法と円頓戒）

宗教学、社会福祉学、
臨床心理学などの概論科目

集中Ⅱ
集中Ⅵ

8/24～9/1終日
2/13～2/21終日

現
代
社
会
と
教
団
に
関
す
る
科
目

◆必修科目2科目4単位、
　選択科目8単位、
　合計12単位を履修すること

日本仏教の歴史と教え

仏教の受容と展開

仏教史

浄
土
学
に
関
す
る
科
目

浄土教の思想と展開
（三部経、選択集、
　三巻書、円頓戒等）

仏
教
学
に
関
す
る
科
目

◆必修科目9科目18単位、
　選択科目6単位、
　合計24単位を履修すること

科科目目履履修修ココーースス（（浄浄土土宗宗教教師師資資格格））カカリリキキュュララムム表表
●●「「備備考考」」欄欄おおよよびび《《注注意意事事項項》》にに掲掲載載ししてていいるる要要件件をを満満たたしし、、「「修修得得単単位位」」欄欄にに掲掲載載ししてていいるる単単位位すすべべててをを修修得得すするる必必要要ががあありりまますす。。

宗　　　定　　　基　　　準

科　　　　　目　　　　　名 科　　目　　名
開講
単位

開講年次
・履修方法

必修・
選択別

スクーリング日程
（2022年度）

修得
単位

備　　　考
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少
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都
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教

浄土学研究 春期 7/2午後,7/3終日

浄土宗学研究 春期 6/25午後,6/26終日

三部経特講 冬期 11/26午後,11/27終日

選択集特講 冬期 12/3午後,12/4終日

法然の法語特講 集中Ⅴ 1/21午後,1/22終日

三巻書特講 冬期 1/8午後,1/9終日

円頓戒特講 冬期 1/7終日,1/8午前

論註特講 集中Ⅴ 2/11午後,2/12終日

観経疏特講 集中Ⅴ 2/4午後,2/5終日

安楽集特講 集中Ⅴ 1/28午後,1/29終日

法然門下の思想

日本仏教史
（仏教伝来～平安）

日本仏教史
（鎌倉以降）

仏教学研究
（初期・部派）

春期 7/9午後,7/10終日

仏教学研究
（大乗・チベット）

春期 6/11午後,6/12終日

大乗仏教思想史

中国仏教史

インド仏教史

天台教学

仏教と福祉

宗教学概論

仏教看護

僧侶の実践に
関する科目

仏教伝道学Ⅱ T・S 夏期 7/23午後,7/24終日

スクーリング履修費

〒〒660033--88330011　　京京都都市市北北区区紫紫野野北北花花ノノ坊坊町町９９６６
佛佛教教大大学学通通信信教教育育課課程程イインンフフォォメメーーシショョンンセセンンタターー

　お問い合わせ方法は、以下の①に入学検討の旨を記入し、①②を下記の宛先まで送付してください。

合計

　わせください。

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

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

入学時の必要経費（登録料+学費） スクーリング受講日数（科目数）

【【留留意意事事項項】】

現代社会と教
団に関する科

目

僧階・教階・学階

　申請の詳細については、浄土宗宗務庁へお問い合わせください。

仏教学に
関する科目

少僧都・得業

【【開開講講科科目目一一覧覧】】

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

学　費
（円）科目

ｺｰﾄﾞ

本　　　学　　　基　　　準

科　　目　　名

宗教学、社会福祉
学、臨床心理学など
の概論科目

伝道Ⅱ

履修費
（円）

種別
開講
単位

履修
方法

浄土学に
関する科目

日程
備考

◆「輔教」を取得希望
の場合は、「現代社会
と教団に関する科目」
から4単位以上、
「僧侶の実践に関する
科目」から2単位の、
合計6単位以上を履修す
ること

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

浄土教の思想と展開
（三部経、選択集、
三巻書、円頓戒等）

仏教の受容と展開

仏教史

各宗の概要等

宗　　　定　　　基　　　準

科　　　　　目　　　　　名
修得
単位

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

◆最短修業年限：１年（最長在籍期間：３年）

12日間（7科目）

10日間（6科目）

　した場合は学費およびスクーリング履修費は異なります。

【【入入学学資資格格】】

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

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

宛宛先先

法然門下の思想

スクーリング（2022年度）

少僧都・輔教・得業

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

教階の新授与の申請資格を得ることができます。

「律師」から「少僧都」への進叙をお考えの方へ
佛教大学通信教育課程では、律師叙任後、最短１年（18単位）で

「少僧都」に進級できます！
佛教大学通信教育課程の科目履修コース「少僧都進叙」にて必要な単位を修得すれば、僧侶分限規程（宗規第34号）の「少僧都検定に合格した方」に該当し、
最短１年で「少僧都」に進級および学階の新授与（得業：18単位）の申請資格が得られます。また教階の「輔教」おいても、さらに6単位を修得することで
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■受講希望回の（全科目・一部科目）ご希望の欄に〇印をご記入ください。

開催期日 全科目受講 部分受講

令和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】

法式編（第3回） 令和5年 1月18日（水）

御法語編（第19回） 令和5年 1月23日（月）

『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。
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FAX
  075-531-5105

第503回教化高等講習会
（総本山知恩院冬安居道場併修）

受講申請書（対面用）

【注意事項】
1 . 許可証送付先は、所属寺院と異なる場合のみご記入ください。

2. 総本山知恩院へ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。

3. 講習会開催期間中、受講者の知恩院食堂の利用は一切禁止します。
また、希望者への昼食の提供も行っておりません。昼食は各自でご手配ください。

※ 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

下記枠内の必要事項をご記入のうえ、FAXにてお送りください。

受付印

令和　　　年　　　月　　　日

所　属

教　区 組 寺院№ 寺院名

ふりがな

氏　名

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。

〒　　　－

TEL（　　　　　　）　　　　　　－

【申請者】

●受付期間　　令和4年12月1日（木）～令和5年1月13日（金）必着
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FAX
   075-531-5105

  第120回教学高等講習会
  受講申請書

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
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大本山善導寺  吉水講総本部　吉水講教材注文書

FAX 0942-47-3772
教　区 組 寺院№ 寺 院 名 TEL

教本 単価（円） 数量
詠歌集 (音譜用 ) 1,000

詠歌集（図表用） 1,000

和讃集（音譜用） 1,000

和讃集（図表用） 1,000

平成新曲合本 (音譜用 ) 追加 1,000

平成新曲合本 (図表用 ) 追加 1,000

ハワイ開教区の御詠歌 300

仏名会和讃 300

久美浜本願寺の御詠歌・
念仏往生和讃 400

袋中上人顕彰和讃 300

日日に新たの御詠歌 300

引接和讃 300

金戒光明寺和讃・
聖冏上人鑽仰和讃（H18） 400

蓮華寺の御詠歌・
蓮生法師御和讃（H19） 400

宗祖法然上人
八百年大遠忌和讃（H20） 300

かたみとての御詠歌（H23） 300

熊谷寺の御詠歌 300

鎌倉光明寺和讃・霊沢上人和讃 400

善導寺和讃 300

平和和讃 300

蓮華寺和讃・一向上人和讃 400

母の祈り和讃 300

和讃解説書 1,000

詠唱マニュアル 1,500

詠歌集（伴奏用） 1,500

和讃集（伴奏用） 1,500

平成新曲合本 (伴奏用 ) 追加 1,500

舞関係 単価（円） 数量
吉水流舞踊合本（詠歌篇） 1,500

吉水流舞踊合本（和讃篇） 1,500

舞踊教本（第22集） 300

舞踏教本（第23集） 300

舞踏教本（第24集） 400

舞踏教本（第25集） 400

法然上人二十五霊場御詠歌 単価（円） 数量

本願調 300

太字折本 500

CD 単価（円） 数量

詠讃歌集（3枚組）（CD） 6,000

新曲集（CD） 2,000

吉水流詠唱 平成新曲集 4,000

かたみとての御詠歌（CD）
（H23年新曲） 1,500

熊谷寺の御詠歌（CD）（H24年新曲） 1,500

鎌倉光明寺和讃・霊沢上人和讃 1,800

善導寺和讃（CD）（H27年新曲） 1,500

平和和讃（CD）（H29年新曲） 1,500

蓮華寺和讃・一向上人和讃
（H30年新曲） 1,800

母の祈り和讃（CD）（R1年新曲） 1,500

DVD 単価（円） 数量

舞DVD 15,000

舞DVD 第2巻 3,000

用具 単価（円） 数量

鈴（2個1組） 3,500

舞扇（大） 5,000

舞扇（小） 4,500

調子笛 350

袈裟止（黒） 1,000

袈裟止（青） 1,000

袈裟止（白・花瓜） 1,000

ネクタイピン（赤紫花瓜紋） 1,000

鈴鉦（紫房） 14,960

鈴鉦（赤房） 14,960

撞木用房（赤・紫） 400

鈴用房（赤・紫） 750

合 計　￥

受付日 発送日 備考 入金日 NO.

※別途送料をご負担願います。
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〒105-0011　東京都港区芝公園4-7-4　明照会館3階
TEL 03-3436-3700（注文専用）　FAX 03-3436 -3356
浄土宗出版ウェブサイト　https://press.jodo.or.jp/

浄土宗出版

浄土宗出版からのお知らせ
　浄土宗出版では、僧侶が教学・法式・布教の各方面の研鑽を深めるための書籍から、檀信徒
に浄土宗の教えを知っていただくための定期刊行物、教化施本など、バリエーション豊富に
取り揃えております。販売書籍につきましては、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/

浄土宗出版
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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。
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法話が単調に
なりがちで…。

遠方の
お檀家さんと
疎遠に…。

お檀家さんと
どんなことを
話せば…。

Ｑ

Ｑ

Ｑ

行
事
や
法
事
に

お
檀
家
さ
ん
に
配
る
な
ら

浄
土
宗
新
聞

浄土宗新聞はさまざまな場面でご活用いただけます！

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

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

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

A

A

A

『浄土宗新聞』お申し込みなどの詳細は左ページをご覧ください。

浄土宗に関する
　豊富な情報を掲載

浄土宗の教えも
　わかりやすく解説



新 刊 書 籍 の ご 案 内

法然上人の“おことば”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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御 忌

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

お寺と檀信徒をむすぶ

ご利用には定期購読が便利です！

ご利用には定期購読が便利です！

充実の9項目

ふれあいマガジン

行事シリーズ

A5判　24ページ　オールカラー

19.6cm×39cm（四つ折り） 1部44円（税込）

価格：122円（税込）

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

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

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

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

　春号：2月上旬　　夏号：5月上旬
　秋号：8月上旬　　冬号：11月上旬

浄土宗の年中行事の由来・意味はもちろん、
エッセイ、コラムを収録。
エッセイは、全国の浄土宗教師による法話
「北から南から」を。
コラムは「法然上人のお歌」と題し、上人が詠
まれたお歌と現代語訳とともに、趣旨や詠まれ
た背景などをわかりやすく解説しています。

·この人を訪ねて
ともいきインタビュー

進化し続けることで
相撲の伝統文化を守る
元大関琴欧洲
鳴戸部屋親方 鳴戸勝紀さん

·心に残る法然さまの言葉

·ほとけにあいに

·仏像なぞり描き

·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【御忌】

2023
冬号
No.117

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』11月号に『かるな』冬号、12月号に行事シリーズ『御忌』のサンプルを同梱しております。

御 忌

年中行
事で

檀信徒
さまに

お配り
くださ

い！
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令和5年版  浄土宗月訓カレンダー・浄土宝暦

毎年ご好評をいただいている浄土宗月訓カレンダー・浄土宝暦。
本年も86万部（12月現在）のご注文をいただいております。
刷り込み印刷の受付は11月8日をもって終了いたしましたが、

刷り込み印刷無しのご注文は受け付けております！
　　　　　　　　　　　　ぜひ、お早めのご注文を！

ご注文は、宗報12月号同封の専用申込用紙（郵送・FAX）または浄土宗出版ウェブサイトから。
※ウェブサイトからのお申し込みには寺院専用ログインIDとパスワードが必要です。浄土宗出版にて発行いたしますので、
　ご連絡ください。

浄土宗月訓カレンダー
１部　188円 （税込）　※送料別途

16枚綴 ／ 31.5cm×12.5cm

見開き上頁を標語（月訓）、下頁をカレンダーとした見やすい構成です。
毎月の標語は、大本山清浄華院第83世ご法主・飯田実雄台下にご揮毫い
ただきました。表紙絵は、お念仏の教えを確信し、それを広めるための
新たな旅立ちの一歩を踏み出された上人をイメージして描いた、イラス
トレーター・松井しのぶさんによる作品です。

浄土宝暦
１部　132円 （税込）　※送料別途
B6判 ／ 64頁 ／ 発行：公益財団法人浄土宗ともいき財団

浄土宗の年中行事をわかりやすく収載。檀信徒の皆さまの様々な疑問にお
答えする知恵袋的な内容も好評です。表紙絵と挿絵はさいとうかこみさん。

【こんな疑問に】
「法然上人ってどんな方？」 ⇒浄土宗の教えとともに見開き解説
「身内の不幸ごとがあったら…？」 ⇒仏事のマナーを詳しく収録
「浄土宗のお寺を巡りたいけど…」 ⇒総大本山の行事、法然上人二十五霊場が

　わかる！

ご注文、まだ  間に合います!!

刷り込み受付
終了しました

刷
り
込
み
受
付

終
了
し
ま
し
た

専用封筒付き

数に限りがございます
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