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表紙の絵は、熊本にある国立ハンセン病療養所菊池恵楓園の絵画クラブ「金陽会」のメ

ンバーの森繁美さんが描かれたものです。火の国熊本のシンボルである阿蘇山は、根子

岳、高岳、中岳、杵島岳、烏帽子岳の阿蘇五岳が一列に並び、特に阿蘇谷のほうから望む

その姿は涅槃像とも呼ばれ親しまれています。その中でも容姿が個性的な根子岳は特

に好まれたようで、山を描くことが多かった森繁美さんも根子岳を描いた作品を数点残

されています。金陽会代表の吉山安彦さんが根子岳のスケッチに森さんを誘ったところ、

その場ではスケッチすることもなくあちこち散策されていたらしく、「描かんのか？」とい

う吉山さんに、頭の中に入れていると言わんばかりに「ここ、ここ」と自分の頭を指差され

ていたそう。その後アトリエで描かれたこの「根子岳」を見せられたとき、吉山さんは言

葉を失い、森さんは傍らで誇らしそうに笑っていたそうです。「かなわんかったですよ」と

語る吉山さんもなぜか嬉しそうな、そんな「根子岳」です。

文：藏座江美さん（一般社団法人ヒューマンライツふくおか理事）

「根子岳」　森繁美 
2002年　油彩・キャンバス　38.0×45.5cm

ね こ だ け も り し げ み
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寺院と地域とのつながりを
どうやって回復していくのか

01対談

但馬　残念なことに、わが宗門の教勢は下降線を辿って

いると言わざるを得ません。自分の身の周りを見ていま

しても、ここ５年、10年の間にお寺での葬儀が激減して

います。それはまた、地域社会のつながりが衰退してい

るということでもあります。長い歴史に育まれてきたお寺

と地域とのつながりをどうやって回復していくのか、各寺

院ではさまざまにご苦労なさっていることと思います。

安冨　確かにお寺での葬儀は減っているのですが、一方

で「やっぱりお寺で葬儀をしてほしい」という声もあるの

です。しかしそういう要望があっても、残念ながらお寺の

側で受け入れ態勢がとれないというケースもあります。

但馬　故郷を離れて都会に出た人が、帰郷したおりに、

例えば“自分の先祖の墓はどこなのか気になった”などと

おっしゃって寺を訪ねてこられることがあります。やはり

人間にとって自分のルーツと言いますか、帰っていく場

所は大切なのでしょう。その点、東日本大震災と原発事故

まず、宗門とそれを取り巻く社会の現状への
認識をお聞かせください。

は、故郷に帰りたくても帰れない人をたくさん生み出し

ました。そうした方々の悩み苦しみに私どもが寄り添い

きれているのか、ということを思います。

安冨　これからは私ども僧侶がどのように地域の方々と

関わっていくのかが問われますね。聞法会や同朋の会な

ど、普段の日常的な寺院活動が勢いを失っていることが、

教勢の衰退にもつながっているようにも思います。やは

り、日常の積み重ねが大切なのではないでしょうか。

但馬　私ども寺に住む者の思いと、ご門徒の思いがすれ

違っているという問題もありますね。ご門徒が本当は何

を求めているのか、受け止める耳を持たないといけな

い。こちらの思いからの一方通行ではいけないと、自分

自身にいつも言い聞かせています。そうでないと、どんな

に努力しても報われないという徒労感だけが広がり、お

寺に元気が出ないだろうと思うのです。

但馬　「一人の人、一つの寺を大切にする」ことを原則と

して、お寺と同じ目線に立ち、お寺の教化活動をサポート

していくのが真宗教化センターの役割です。何よりもお

寺が元気になることが課題ですが、それは寺に住む私ど

も僧侶だけが元気になることではありません。例えば、セ

ンターの寺院活性化事業の一環として取り組んでいる

「元気なお寺づくり講座」には、住職や寺族だけでなく、

ご門徒も対等な立場で参加されています。そのことに

よって、住職や寺族が認識できなかった新たな寺のはた

らきを発見していく。これはとりもなおさず、手法こそ違

え、寺が本来のあり方を回復していくという同朋会運動

の精神を引き継いでいるわけです。

安冨　地域の中で仏事が継承されない、教えがなかな

か伝わらないということで、現場のお寺はそれぞれ悩み

を抱えておられますね。そこで真宗教化センターにどん

なお手伝いができるのか。まず私ども自身が現場の声に

よく耳を傾ける必要がありますね。

但馬　そうですね。また例えば、お寺の催しに多くの方

人と人をつなぎ
お寺の教化活動をサポートする
「真宗教化センター」は、何を願いとして、
どんなことを行っているのかお聞かせください。

現代社会に向けて
真宗を開いていくために
最後に、「真宗教化センター」の
これからの方向性をお聞かせください。

が来ていただくにはどうすればよいか、各寺院では様々

な工夫を重ねておられます。そうした工夫を、情報発信

サイトの「浄土真宗ドットインフォ」で紹介し、他の寺院

の活動の参考にしていただく。そうした情報発信も真宗

教化センターの大切な役割だと思います。

安冨　真宗教化センターが置かれている「しんらん交流

館」は、教学研究所や解放運動推進本部、女性室、青少幼

年センターや、業務部門としての企画調整局などが集ま

り、ダイナミックに相互交流する交流拠点としての役割を

果たしています。またそこでは公開講演会や、大人と子ど

もが学び合う現代の寺子屋のような「テラスクール」など

が開かれ、全国のご門徒や市民を含めた多彩な方々が

訪れて、人と人との交流が生まれる場になっています。ま

さに「しんらん交流館」自体がひとつの媒体となって、広

く社会に教えを伝えていく窓口にもなっているわけです。

但馬　現在、2023年にお迎えする宗祖親鸞聖人御誕生

850年・立教開宗800年慶讃法要に向け、企画調整局内

に設置した準備室で原案づくりに着手しています。この

法要は、打ち上げ花火的なイベントではなく、宗門が何

のためにこの世に存在しているのかを鮮明にするような

ものにしていかなければならないと考えています。

安冨　この法要には大切な意味がありますね。まず宗祖

の御誕生をお祝いするということには、親鸞聖人の人間

としての生き方をきちんと受け止めるという意味があり

ます。そして、立教開宗とは「教えを立て、宗を開く」という

ことですから、真宗をいかに現代社会に向けて開いてい

くかが課題になるわけです。

但馬　その2023年の法要と、その先を見据えた教団の

ビジョンを協議していただくために、真宗教化センター

の業務のひとつとして「教学会議」が設置されています。

安冨所長に座長を務めていただき、大谷大学教授の一

楽真さんと東京工業大学教授の中島岳志さんを教学員

にお迎えして協議を続けていただいていますが、親鸞聖

人の思想を背景に幅広い視点で社会を見つめておられ

る中島さんをお迎えしたことで、宗派内の発想にとどまら

ない議論をしていただけていることが嬉しいですね。

安冨　ええ。中島さんの話をお聞きしても、若い人は私ど

もが思う以上に宗教に関心をもっていると感じます。むし

ろ問題は、私どもが若い人の宗教的関心にきちんと応え

られていないことですね。かつて、アメリカの神学者パウ

ル・ティリッヒは、自らの神学を「応答の神学」と呼びまし

た。つまり、わかりやすい言葉で様々な人の関心に応える

ような対話の神学ですね。今はそういうことが求められ

ていると思います。

但馬　そもそも仏教は釈尊の対機説法から始まってい

ます。つまり、人からの問いかけがあり、人々の悩み苦し

みが届くということがあって初めて教えが説かれたわけ

ですね。

安冨　親鸞聖人もまた、六角堂で「一切群生に説き聞か

しむべし」という夢告を受けて法然上人のもとへ行かれ

ました。釈尊が梵天勧請を受けて初めて教えを説かれた

というのも、人々の声なき願いを聞き取られたということ

でしょう。始めに教えありき、ではなく、まず目の前にいる

一人の声を聞き取ることから始めて、柔軟な姿勢で教え

を伝えていくことが、これからは重要だと思います。

※本誌編集中の3月31日、安冨信哉教学研究所長が急逝されました。安冨所長からは対談において、宗門の将来について大切な視座をいただきました。 54



02真宗教化センター

しんらん交流館の
イメージ

　2015年7月に始動した「真宗教化センター し

んらん交流館」は、①人と情報の窓口、②人と人

の交流が生まれる場、③教化と情報を発信する

場、として開館以来、宗門内外のたくさんの人

が行き来しています。

　真宗教化センターは、教化の現場（寺院・教

会等）をサポートするため、従来より教化の宣

布、そして研究を担ってきた各機関・部門に蓄

積されてきた教化に関する情報を発信してい

ます。それにとどまらず、現場の声や要請に迅

速かつ的確に対応できるよう、今まで離

れた場所にあった各機関と事務部門とを

1つの建物内に集約していることが特徴で

す。真宗の教えをつないできた異なる機

関・部門が活発に交流することで、より幅

広い視点を持ち、様々な問題を抱える現

代社会に柔軟に対応するとともに、同朋

会運動の精神を引き継ぎ、一人ひとりに

お念仏の教えが届く教化活動を生み出す

ことを願いとしています。

真宗教化センター しんらん交流館

オリゾンテ
レストラン

情報業務
03-1･2･3

フロア業務
03-4･5

調整業務
03-6 大谷婦人会誕生850年

開宗800年

企画調整局

教学研究所
04

女性室
06

解放運動推進本部
05

青少幼年センター
07

東本願寺
（宗務所）

別院
組・教区

寺院・教会

地域

市民

NPO

門徒

情報
情報

情報

情報
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03企画調整局

寺院活性化事業①
情報業務

03-1企画調整局

　2016年10月から長浜教区で開催された講座に、來入寺

から門徒さんも含め6名が受講しました。「私なんかでいい

の？」「おばあちゃん任せで寺のこと何もしらんのに」とか言

いながら、職場から飛んできて下さる門徒さんたちと毎回

欠かさず参加できたことがうれしかったです。

　事前にもらった立派なテキストは、さっと目を通しただ

け。恥をかくんじゃないかとハラハラしながらの参加でした

が、グループに分かれての話し合いや作業でしたので、気

軽に参加できました。

　グループごとに意見をカードに書いて1枚の大きな紙に

貼り付けながら整理していくフレームワークという手法

だったので、奇抜なアイディアや思い切ったことを書いても

へっちゃらでした。隣の人のカードを見て感心したり大笑

いしたりして、打ち解けるには良い方法だったと思います。

若い参加者の方々が積極的なすばらしい発言をされるの

で、うれしくなってしまいました。そして、最後の「寺業計画

書」発表会にむけて企画をしていく宿題は、とても新鮮で実

り多いものでした。

　組内のいろいろな立場の方々と、こんな風に頭を寄せ合

い、お寺の未来について語り合う機会を作ってもらってあり

がとうございました。テーブルにいつも少しずつ置かれて

いた京都のアメちゃんもおいしかったです。

新鮮で役立つような発見がいっぱい！
～「元気なお寺づくり講座」に参加して

1993年に坊守に就任。住職、門徒さんと共にお寺の仕事に取り組
む。現在、長浜教区の青少幼年小委員会の幹事を務め、子どもたちに
寄り添いながら、青少幼年の育成に取り組む。

美濃部眞弓さん
長浜教区第24組來入寺坊守

企画調整局では、宗派の行う施策の根拠となるデータを

収集し、分析する仕事も行っています。2012年に行われ

た第７回教勢調査では、全体的に同朋の会をはじめとす

る教化組織の運営や設置に尽力はしつつも、転居したご

門徒との関係が希薄になることが確認されました。人口の

減少や流動が寺院にとって大きな課題になることに加え、

お寺を取り巻く環境の調査・研究を
施策の創出にも活かしています

そういった社会の変化に応じた教化が求められているとも

言えます。

「元気なお寺づくり講座」は、今回の調査結果を踏まえて、

刻 と々変化する寺院を取り巻く環境をしっかりと見据え、

寺院の多様なあり方や地域性に沿った施策の創出を視座

に据えた、新たな取り組みです。

　お寺を取り巻く環境は、時代とともに目まぐるしい勢いで変化し

ています。なかでも過疎化や全国的な人口の減少と流動、世帯の

分散は、地域に根を張ってお念仏を伝えてきたお寺の基盤を揺る

がす大きな要因となっています。しかし、目まぐるしく変化する現

代社会にあっても、社会の人々がお寺に期待している役割や、お寺

でなくては担うことのできない使命があるのではないでしょうか。

　門徒さんや地域の方々はお寺に何を求められているか？

　お寺はどのような形で役割を果たすことができるのか？

　次の世代に教えを伝え続けていけるお寺とは？

　寺院活性化事業として行われる「元気なお寺づくり講座」は、門

徒さんとともに住職・坊守・寺族が一緒になって、お寺が大切にし

てきた教えや伝統の価値を掘り起こし、お寺に期待される役割や

目指したいお寺（場）の将来像を門徒さんと共有しながら、社会の

人 （々受け手）の思いに寄り添ったお寺の計画書を作成していく取

り組みです。お寺を取り巻く環境の変化や、お寺とその地域が持つ

潜在的な力を具体的に点検することによって、地域における場（お

寺）の可能性を広げる機会を得ることにもつながります。

　これまでに日豊教区、岡崎教区、京都教区、長浜教区で開催し

ています。

一カ寺一カ寺の特色を最大限に活かした
継続可能な寺業計画づくりから実施までを支援します。

「元気なお寺づくり講座」

・・

一緒にお寺（場）の将来を考えて新たな歩みを始めましょう

講座の主な内容

寺 院 活 性 化 事 業 ①

大きな社会潮流の変化と、周辺環境の変化を掴みつつ、社会に
おいてお寺が果たすべき役割を確かめます。

「お寺の使命を探求し、外部環境を把握する」

お寺が持つ潜在的な魅力や素晴らしさを再発掘し、その魅力が社
会の人々に共有されていくような将来像を描きます。

「無形の価値の視点から自坊の強みを見出し、
進むべきビジョンを描く」

上記3点の学習内容と「寺業計画書」作成に必要な着眼点を確
認します。また、事前に各寺院で作成された「寺業計画書」の素案
をもとに、企画調整局がお手伝いしながら、個別に計画書の磨き
上げをしていきます。

「寺業計画発表準備」
・・

門徒さんはどんなお寺にお参りしたいと感じるか、どのようなこと
を聞きたいと思っているかなど、「受け手の視点」を掴んだ施策の
創造を実践します。

「社会の人 （々受け手）の視点から寺業計画を具体化」
・・

各寺院で門徒さんと共に作成した「寺業計画書」を発表しあい、
施策の実施に向けて計画書の更なる磨き上げを行います。修了
後には、受講者同士のコミュニティを形成し、定期的に共同学習
の場を開いていきます。

「寺業計画発表」
・・

98



地域を巻き込んだ参加者の企画がだんだんと形に！～根室別院からの声～

03

03-2 企画調整局

寺院活性化事業②
情報業務

企画調整局

濱屋 正一さん（根室別院門徒）
昔読んだドラッカー曰く、企業の平均寿命は
30年。しかし、いつの時代も地域に必要とさ
れるなら、人の世がある限りお寺は生き残る
でしょう。そして変化も必要。目的と手段を
間違えず常に原点を振り返りたいです。

小町 保雅さん（根室別院輪番）
このプロジェクトを機縁に、地域における真
宗寺院をあらためて見つめ直しております。
「人生90年時代のコミュニティづくり」、「ラ
ボ」での活動もそうですが、人と人との繋がり
と自身の関わりの大切さが問われてきます。

2014年度から北海道の根室別院を中心に展開されている寺院活性化事業

を真宗教化センターがお手伝いしています。プロジェクトのテーマは「人生

90年時代のコミュニティづくり」。根室別院を開くだけでなく、お寺からまち

に出て行き地域社会との交流を進めていきます。地域の実情を見つめ、根

室の地に生きる人たちのためになくてはならないコミュニティづくりに取り

組むことを目的としています。

根室ジーンプロジェクト
人生90年時代を生きるつながりを
お寺を中心につくりたい！

プロジェクトに参加した人たちが、やりたいことをチームで企画して、ま
ずは別院や地域を会場に実験を行います。北海道東部には自生しない
竹を九州に住む参加者の友人から送っていただき、流しそうめんを実
現！　根室の夏の流しそうめんに、子どもも大人も本当に楽しそうです。

夏休み中の子どもたちにボランティアで宿題を教える企画です。市
内の小・中学生が元塾講師や元教員のメンバーから勉強を教わり
ながら宿題をこなしていきます。地元新聞にも大きく取り上げられま
した。何十年後かに必ず思い出してもらう取り組みになりました。

門徒さんの強い要望で実現した有志の企画です。ペットボトルを利用
したキャンドルを製作して、元旦早朝の別院初鐘打ちに来る地域の
人たちをお迎えしました。例年よりも多くの方が来院されました。来
年はもっとよくしたい！のひと言で、生き方ラボが盛り上がっています。

自分たちの活動が継続するためには、ちょっとでも収入が必要なので
は？との声から始まりました。参加者や別院職員が時間をかけて出品
物を集めての開催。ほぼ全てのものが売れてしまうほどの大盛況でし
た。地域の方々からは毎年やってほしいとリクエストが届いています。

根室ジーンプロジェクトの一つひとつの企画を練っ
て整理していく役割を持つのが「生き方ラボ（実験
室）」です。地域が求めるいろんなアイディアが生ま
れる場で、別院の門徒さん、職員、地域の人々、北
海道教区のスタッフが協力して進めています。また、
本プロジェクトにはコミュニティデザイナーの山崎
亮さん（studio-L代表）に協力いただいております。

プロジェクトを支える「生き方ラボ」

別院初鐘打ち　キャンドルでお荘厳

根室の人 と々共に「人生90年時代を生きるコミュニティづくり」を考えながら活動を続けてきました。やりたいことをみんなで話し合っ
て、地域や別院内の横のつながりも、少しずつ出来てきたように感じています。ワークショップを進めるなかで、「押しつけではダメ。楽しく
語れば共感も広がり、やる気が出る」と語られた山崎亮さん。自分たちで選んだアイディアだから中途半端にしたくない。山崎さんと同じ
時を過ごす中で、プロジェクトの参加者一人ひとりの中に、「愛情」をもってコミュニティに関わる思いが芽生えてきたと感じました。新し
いつながりや本当の楽しさを求めた参加者一人ひとりの笑顔に、地域の一つの“場”としてのお寺の未来があるようです。（企画調整局）

別院バザー

まずは試してみる！ こどもテラス　寺子屋

寺 院 活 性 化 事 業 ②

これからの別院（地域の拠点づくり）のために。 「根室ジーンプロジェクト」を振り返って
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「浄土真宗ドットインフォ」
利用寺院インタビュー

和田隆彦さん

超覺寺HP : http://www.namuamidabutsu.com/

京都市出身。超覺寺住職、臨床宗教師。広島市の中心部という立
地から、大切な人を亡くした悲しみや、亡き人への想いを語るこ
とのできる「分かち合いの会」を毎月開催している。

毎月28日の定例会「超覺寺女子会」に参加しています。
今集まっている顔ぶれは推進員で、私は住職の一生懸
命な姿を見て一緒に歩みたいと思いました。年5回の
住職からの丁寧なお便りともいえる寺報をきっかけに
お寺に足を運ぶようになった義理の姉妹という方も参
加されています。そして、その輪はどんどん広がって、素
朴な問いかけに正直な意見が飛び交う“女子会”という
名にふさわしい場になってきています。まさに住職の“嬉
しい“という気持ちを伝え続ける姿勢が生んだ同朋の会
だと思います。　　　　　　　　　超覺寺門徒 Hさん

03企画調整局

「しんらん交流館」のFacebookページ、Instagramでは、
交流館の行事案内やその様子などを配信しています。

「しんらん交流館」の
Facebookページ、
Instagramあります

超覺寺に集うご門徒の声

　「浄土真宗ドットインフォ」の“お寺deお役立ち”コーナーで

紹介されていた「講師を呼ばなくても実施可能な同朋の会」を

実践してみましたが、やってみてこんなにも参加者が話してく

れるんだと驚きました。今までは「正信偈」をテーマに私が講

師を務め講義を行ってきた同朋の会でしたが、何かしっくりき

ていませんでした。講義後の茶話会が最も盛り上がっていた

ことをヒントに、決まった人だけでなく参加者全員が話すこと

ができる同朋の会にするための情報を探していました。

　「浄土真宗ドットインフォ」では準備するものの詳細や段取

りがすべて掲載されており、しかも成功した事例の情報なの

で安心して一歩踏み出すことができました。また、実施の背景

も掲載されているので、自分の地域の特性を考えて使う情報

を選ぶことができるのも良い点でした。まずは気楽にお寺に

来てもらい、お寺が取り組んでいる様子を見て欲しいです。住

職や門徒さんが楽しそうにしている、それが、私にとってのお

寺での教化だと思っています。

超覺寺（山陽教区安芸南組）

　お寺の活動に役立つ情報の共有と発信の場として、情報発信サイト「浄土真宗ドットイン
フォ」を開設しています。皆さんのお寺での活動など、伝えたい情報を発信することができます。
また、これからの活動の参考となる情報がたくさん掲載されています。ぜひ、ご活用ください。

より活用されるホームページを目指し、引き続きコンテンツ
の充実をはかってまいります。教化に関する取り組みや工夫
などがございましたら、企画調整局までお寄せください。

http://jodo-shinshu.info/

「浄土真宗ドットインフォ」

「新しく催しを行ってみよう」、「既存の事業を工夫してみよう」というときのアイディア探しに
ご利用ください。全国各地のお寺の教化活動の情報やお役立ちHow to情報を掲載してい
ます。

アイディア探し

同朋の会、報恩講やお彼岸などお寺の年中行事の教材を探すときに利用できます。東本願
寺から発行している年間書などの読み物を配信しています。

「あの言葉どこに載っていただろう」「あの先生の本が読みたい」というとき。『真宗聖典』や
『真宗聖教全書Ⅰ』の中から調べたい言葉をキーワード検索できます。また、図書検索から
は東本願寺文庫と各教務所の蔵書検索ができます。

例えばこんな時に

お寺の活動の情報発信・収集のツールとして

kikaku@higashihonganji.or.jp

QRコードから
簡単アクセス！

利用者の声

情 報 発 信 ・ 収 集

素材探し

調べものに

（鹿児島県・飲食店店長）川俣大輔さん
祖母の死を機にご住職のお話を伺う機会が増え
たのですが、ここ1年はなかなか時間も取れず、寂
しい思いをしていました。「浄土真宗ドットイン
フォ」の存在を知り、今ではより身近に真宗の教え
にふれることができ、幸せです。

永尾圭吾さん
ほかの教区やお寺の情報を見てい
ます。こんな催しがあるな、こういう
発想ってアリだな！と、色んな人の
色んな方向性に刺激をもらってい
ます。

（名古屋教区皆満寺住職）

情報発信・収集
情報業務

03-3 企画調整局

●教化に関する読み物・動画

●お寺の活動紹介

●教材・How to・情報

●教区の教化活動

●交流館の情報

●図書の検索

●聖教の検索

1312



子ども2～3人に1人のスタッフがつきます。社会人や教育分野に関
心を持つ大学生や大学院生のスタッフが講師役、学習サポーター
として地域の方もスタッフとして子どもたちを見守ります。先生だけ
でなく多くの大人たちと関わる経験の中で、子どもたちはいろんな
話を聞いたり、身近なお手本を見つけながら学習していきます。

説明会や体験会、個別相談会も随時実施。お気軽にお問合せくだ
さい。 ℡050-3690-4152（NPO法人寺子屋プロジェクト） 

就学援助を受けられている方を対象に奨学生制度を設けていま
す。書類審査と面談のうえ、受講料を全額免除させていただきます
(テキスト代は別途必要です)。奨学生制度の利用を希望される方
は、まずは体験教室にお越しください。その後、応募書類に、生徒
本人の将来の目標や学習の状況を書いていただきます。
詳細は、ウェブサイト「テラスクール」（http://teraschool.jp）まで。

　企画調整局のフロア業務では、しんらん交流館で開催さ

れる行事の企画・実施や、施設使用の受付を行っています。

　しんらん交流館では、真宗教化の歴史において重要な役

割を果たしてきた「総会所」「高倉会館」「大谷婦人会館」と

いう“場”の願いを継承し、真宗の教えにふれる「しんらん交

流館定例法話」(毎日)、「東本願寺日曜講演」（毎週）、そして

「しんらん交流館公開講演会」（毎月）を開催しています。

　また、現代の寺子屋「しんらん交流館テラスクール」、乳

幼児対象の「東本願寺文庫幼児広場」といった催しや、

2017年2月からは「東本願寺いのちとこころの相談室」を開

設し、「傾聴」を基本に悩みを抱えた方々の声を電話でお聴

きしています。

　社会における総合的な真宗教化の拠点としてしんらん

交流館が開かれていくよう業務に取り組んでいます。

真宗の教えがひろまっていくことを
願いつくられた“場”

地域に求められる場に
し んら ん交 流 館テ ラス ク ー ル

　お寺が地域に求められる存在でありたい。こうした願いのも
と、より人々の暮らしに近い学びの場として「しんらん交流館テ
ラスクール」を開講しています。
　授業では、一人ひとりが立てた計画に沿った学習の後、社
会・経済・科学・文化といった世の中の仕組みを理解し、価値
観が多様化する社会を子どもたちが生き抜くために必要な知
識が「グループワーク」を通して体感的に伝えられています。
　また、スタッフには、地域のボランティアの方々も加わり、子ど
もだけでなく大人も共に学ぶ場が作られ、地域の人 と々の交流
を重ねてきた浄土真宗のお寺ならではの「まなびの場」のモデ
ルのひとつとなるよう取り組んでいます。
　なお、「しんらん交流館テラスクール」独自の奨学生制度も設
け、受講料免除も行っています。

子供と大人の学び合いで
21世紀を生きる力を育てる現代の寺子屋

平日
「幼児教室」

■ 月曜日
　16：30～18：00
■ 5歳～小学2年生
■ 月額8,000円

小学校の勉強にもつながる「読み・書き・計算」やこれからの時代に
必要とされる「プログラミング」や「デザイン」など創造的な活動に
取り組みます。1日の流れは平日「学び合いコース」と同様に、当日の
目標を決めて学習を行い、オリジナルワークショップを行います。

「土日ワークショップ」
■ 土日祝日
　14：00～17：00
■ 年4回
■ 参加費：500円

※施設の使用については29頁。

「わくわくワークショップin東本願寺」と題し、親子で考えながら楽し
めるワークショップを「デザイン」「コミュニケーション」「料理の科
学」などテーマを毎回決めて行います。

平日
「学び合いコース」

■ 月・金曜日
　18：30～20：30
■ 小学3年生～
　高校3年生
■ 月額10,000円

講師役の大人たちと相談しながら最大10年先まで目標を設定し、
目的意識をもって学習に取り組みます。1日の流れは当日の学習目
標の設定に始まり、集中して教科学習を行います。目標が達成でき
たか振り返り、社会・経済・文化・科学の知識を楽しみながら身につ
けられるテラスクールオリジナルワークショップを行って終了です。

03企画調整局

スタッフ

説明会・体験会

奨学生制度

しんらん交流館は東本願寺境内の北隣に建ち、外観は
黒・白・茶を基調とした落ち着いた印象で周囲の情景に
とけこんでいます。館内エントランスの左手には企画展
示を行う交流ギャラリーがあり、その奥には畳敷きの絵
本コーナー、隣には仏教・浄土真宗の書籍を取り揃える
東本願寺文庫があります。光あふれる中庭を挟むすみれ
の間（仏間）には、壁面に大谷婦人会館から「釈尊父王
に会い給ふの図」が移設されました。また、茶室、会議
室、大谷ホール、すみれの間は、どなたでも利用できる場
として開かれています。

テラスクールは、ＮＰＯ法人寺子屋プロジェクトが運営し、

京都市内では妙心寺寿聖院、青蓮院門跡でも行われていま

す。真宗大谷派では、しんらん交流館テラスクールをモデル

に、福井別院を新たな会場として「テラスクール福井東別

院」を2017年4月16日に開校しました。

しんらん交流館

しんらん交流館
テラスクール

フロア業務

03-4 企画調整局
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これまでの講師 ジャーナリスト、医師、臨床心理士、作家、映像作家、作曲家、批評家、落語家etc

しんらん交流館公開講演会 ■ 毎月1回　18時30分～20時　大谷ホール　■ 500円（オリゾンテ ソフトドリンク1杯無料）

「生老病死」の問いを現場で考え、表現されている様々な分野の講師をお招きし、
現代社会の相（すがた）をとおして自分を見つめ、共に学んでいく講演会です。宗
祖親鸞聖人があきらかにされた本願念仏の教えに出遇っていくきっかけとして、
僧侶・門徒に限らず、どなたにも講演を聞いていただきたい。そんな思いから、仕

これまでの講師 僧侶、大学教授、仏教学や真宗学の研究者、医師、臨床心理士etc

しんらん交流館定例法話
■ 毎日　14時～15時30分　すみれの間
※12・27日は10時から、13・28日は14時30分から

総会所法話の歴史と意義を受け継ぎ、同朋唱和による正信偈・念仏・和讃・回向の
お勤めを行い、御文拝読の後、真宗本廟教化教導による法話を行っています。
※毎月10日は大谷婦人会定例法話。

東本願寺日曜講演
■ 毎週日曜日　9時30分～11時　大谷ホール

親鸞聖人の教えから人生の課題をいただき日々歩まれている方々を講師にお招
きし、真宗の教法を聞く場として講演会を行っています。

事帰りに参加いただけるよう、講演時間を設定しています。聴講券に付いている
「オリゾンテソフトドリンク1杯無料券（当日から翌月末日まで有効）」で、講演まで
のひとときにコーヒーや紅茶をお楽しみください。

しんらん交流館では、青少幼年セン
ター主催で、毎月1回、乳幼児の親子
を対象にした広場を開設し、絵本の
読み聞かせや手遊びなどを行ってい
ます。親子の憩いの場となるととも
に、御本尊に手を合わせることを通し
て、仏教との縁づくりの場となってい
ます。はじめて参加するお子さんには
腕輪念珠をプレゼントしています。

東本願寺文庫　
幼児広場　

■ 毎月第2木曜日
　10時30分～12時00分
　絵本コーナー
　※8月、2月は第3木曜日
　※授乳室あります。 御正忌報恩講や春の法要の期間

中、ご参拝いただいたみなさまに
ゆっくりお過ごしいただけるよう、交
流館を昼食会場に「お東さんの精
進弁当」を提供しています（事前申
込制）。また、東本願寺の出版物・オ
リジナル記念品をとりそろえた物品
販売を行います。みなさまのお越し
をお待ちしています。

御正忌報恩講・
春の法要

■ 毎年1回
　大谷ホール

大谷婦人会では、ひとりの念仏者の
誕生を願い、「とどけよう　ナンマン
ダブ」と声を掛けあって、仏法聴聞の
場を開いています。全国大会は、全
国の会員の交流促進を目的に開催
される大谷婦人会最大の行事です。

大谷婦人会
全国大会

東本願寺いのちとこころの相談室　

2017年2月から電話相談窓口「東本願寺いのちとこころの相談室」
を開設しました。“傾聴”を基本におき、様々な苦悩を背負う相談者
の声を真摯に聴きながら寄り添いあうことで、御同朋の世界が開か
れていくことを願いとしています。“誰かに聞いてほしい”　こころの
悩みをお聞かせください。

075-371-9280

■ 毎週木曜日　13時～17時
相談は１回30分を目処としています。ご了承ください。
相談者の秘密は厳守いたします。
※祝日または休館日、その他行事日は閉室。

これまでの展示テーマ

交流ギャラリー
企画展示

親鸞聖人のご生涯、看取り、非戦平
和、被ばく、難民、民族文化、性差別、
ハンセン病、環境、東本願寺の今昔

「生老病死」をテーマとした、寺院活
動に役立つ内容や、宗派の取り組み
の中で広く社会に発信したい内容
の企画展示を約1～2か月の期間で
行います。東本願寺へご参拝の際
は、ぜひお立ち寄りください。

■ 毎日
　開館時間は
　ご自由にご覧いただけます。
　交流ギャラリー

大谷婦人会
茶道教室

■ 毎月3回
　水曜日15時～17時
　茶室　

大谷婦人会では、伝統文化の興隆と
地域社会とのつながりを大切にした
いとの願いのもと、茶道教室を開催
しています。大谷婦人会館から移設
された、「茶道裏千家第14代淡々斎
宗匠好み」の茶室でのお稽古です。

高倉同朋の会
■ 年間10回　
　18時30分～20時30分
　すみれの間　
■ 年会費5,000円
　1回500円
　※8月、11月は休会

同朋会運動のはじまった1962年発
足の歴史ある「高倉会館同朋の会」
は、しんらん交流館に場所を替え、
「高倉同朋の会」となりました。昨年
10月からは『唯信鈔』をテキストに、
講義の後、座談会を行っています。
真宗の基礎を学びたい方、お待ちし
ています。

しんらん交流館
の催し

フロア業務

03-5 企画調整局

はじ め まし た！ 電話相談

03企画調整局し んら ん交 流 館 の 催し
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　教学会議は、めまぐるしく変化していく社会状況の中にあって、
真宗の教法をどのように教団として現代に伝えていくのか、その基
本方針に関する協議を行っています。メンバーは、宗務総長と教
学研究所長、そして教学員と呼ばれる方々です。教学員には、大谷
大学教授の一楽真さんと、親鸞思想を背景にもちながら専門の
政治学にとどまらず広い視点で社会を見つめる東京工業大学教
授の中島岳志さんに携わっていただいております。現在、教学会議
は宗務総長から以下の２つの事項を諮詢されています。
１．現代はいかなる時代であって、私たちはどのような課題に直面
しているのか。そして、私たちはどこに立つべきか。宗祖親鸞聖
人御誕生八百五十年・立教開宗八百年慶讃法要とその先の
教団のビジョンを見据えた、教学教化の指針を定める。

　これらの事項について議論を重ね、最終的に指針をまとめて
宗務総長に提示します。

２．部落解放同盟広島県連合会から指摘のあった『仏説観無量
寿経』の「是旃陀羅」について、「部落差別問題等に関する教学
委員会」の報告書を受け、教団内で共有し、社会に発信してい
くための指針を定める。

03企画調整局

企画調整局の調整業務では、教化に携わる各機関との業務が

円滑に進められ、その成果を納められるような仕事を行ってい

ます。例えば、宗務執行の総合協議機関として位置づけられる

「同朋会運動推進会議」では、宗派の「教化研修計画」や様々

な施策についての協議等を行っています。

教学会議によせて

よりよい宗務施策と教化推進のために

一楽 真さん
教学員　大谷大学教授

宗務総長の諮詢のもと、安冨先生、中島

先生とお話ができるという有難い機会を

頂いております。同時に、これからの大谷

派における教学について考えるという大

きな課題を与えられ、念仏の教えに生き

られた沢山の方々の姿を思わずにはいら

れません。現代という時代が抱える不安

の中身を明確にするとともに、浄土を拠

り所として生きることが人間にとってどの

ような意味を有しているかを、改めて確

かめることの大切さを感じています。

安冨信哉
教学会議座長・教学研究所長

2023年、私たちの宗門は、宗祖親鸞聖

人御誕生850年・立教開宗800年という

節目の年を迎えます。その前年には、部

落差別からの解放を謳った全国水平社

創立宣言が出されてから100年という節

目の年を迎えます。教学会議に課せられ

た諮詢事項は、この二つの事柄に関わっ

ています。生きるための基軸（宗）を見失

い、また「是旃陀羅」問題に象徴される人

間差別の病根を抱えたままでいる私は、

諸先生との対話を通して、真宗とは何

か？を問い直してみたいと願っています。

※教学会議の内容は『真宗』誌に掲載しています。

　私はこれまで、三井甲之や蓑田胸喜、倉田百三といった

戦前期の親鸞主義者がどのようにして超国家主義者に転

じていったのかを研究してきました。彼らは自分の考えの

正当性を裏付けるために親鸞の教えを利用してきた。同じ

ように当時の真宗教団も「聖人の仰せ」として戦争に加担し

ていった歴史を持っています。私にとって親鸞は人生の中

核的な指針となる大きな存在ですが、同じ思いを持った当

時の人たちはかつてその論理を使って極右思想と結びつ

いていった。このプロセスを辿ることは、政治学に関わる私

自身に刃を突きつけることになるのです。つまり、当時の人

たちを軽々しく批判するのではなく、あの状況において私

ならどのような言葉を発することができたかということを

常に考えたい。この研究の中から見えてきた視点を提示す

るのが、教学会議における私の役割ではないかと思ってい

ます。

　大谷派が教団としてさまざまな社会問題に関する発言

をすることはとても大切なことです。しかし、そのとき決して

「親鸞はこう言っているから、この意見が正しい」というよう

な物言いをしてはならない。弥陀の本願や親鸞の言葉を自

己のものとして所有すること、これはもっとも危険な論理で

はないでしょうか。

　親鸞は、自分が立っている場所を常に問いかけてくる人

だと思います。自分の正しさを主張する人には「ホントか

よ」と厳しく疑問を投げかける一方で、悩んでいる人には手

を差しのべる。このように、いわば「隣の親鸞」という感覚を

持ち続けながら、教学員の責を果たさせていただきたいと

思います。

1975年大阪府生まれ。北海道大学大学院准教授を経て、現在は東京
工業大学リベラルアーツ研究教育院教授。専門は政治学、近代思想
史。『中村屋のボース』（大佛次郎論壇賞受賞、白水社）、『「リベラル
保守」宣言』（新潮文庫）、『愛国と信仰の構造　全体主義はよみがえ
るのか』（共著、集英社新書）など著書多数。

中島岳志さん
教学員　東京工業大学教授

み の だ む ね き くらた ひゃくぞうみ つ い こ う し

教団外からの視点を活かして、
教学会議で私にできること

教団の将来ビジョンを見据えて
教 学 会 議

※安冨教学研究所長は
　本年3月31日に
　急逝されました。

教学会議
調整業務

03-6 企画調整局
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04教学研究所

研究員　御手洗隆明

助手　都　真雄

助手　松金直美

浄土真宗800年の歴史を記憶し、
未来へ伝えるための勉強をしてい
ます。目標は親鸞聖人と真宗門徒
の足跡をたどって真宗の世界地図
をつくること。また、東本願寺文庫
を世界一の真宗図書館にするため
のお手伝い中。

研究員　本明義樹
曇鸞教学を研究しています。また
『坂東本 教行信証』を精読し、宗祖
の思想形成の解明に取り組んでい
ます。『安楽集』の研究会等を担当。
現代における真宗の教えのもつ意
味を丁寧に尋ねていきたいと思い
ます。

研究員　名畑直日児
清沢満之を中心とする近代教学を
研究しています。教えが歴史の中
でどのように響き、歴史を作ってい
くのかを課題としています。一人ひ
とりが自分で考え、みんなと議論す
ることを大切にしています。

研究員　名和達宣
親鸞教学の視座より、清沢満之・西
田幾多郎を中心とする近代日本の
思想を研究しています。時代をこえ
て蔓延する息苦しさ（生き苦しさ）
はどこから来るのか。あせらず、開き
直らず、「自分でなければならない
仕事」に励んでいきたいと思います。

大学院では仏教学を専攻していま
した。特に瑜伽行唯識学派（無著・
世親）の研究です。長年、真宗に生
きるとは何か、自己とは何であるか
を主題としています。研究所では
研修や編集等に携わっています。

助手　光川眞翔
研究テーマは「浄土宗独立と法然
教学」で、最近の関心は「真宗と認
知症」です。主に教区教学機関と
の交流や『真宗』誌「教研だより　
アムリタ」の編集、『入出二門偈』の
研究会などに携わっています。色々
な「わからない」を共に考えていき
たいです。

近世・近代の真宗史を研究してい
ます。現代において社会・宗門の抱
える課題と向き合いながら、これま
での歴史の中で真宗の教えに生き
た様々な地域の人々に着目して、
過去に学び、未来を模索していき
たいと思います。

助手　難波教行
法然・親鸞教学を研究しています。
『解読教行信証』作成や「生老病死
と現代」研究班を担当。最近は、現
代社会における病と障害に関する
問題について、親鸞聖人の「一人」
「われら」という言葉に学びながら
思索中です。

上場顯雄　　藤井祐介　　百武涼子　　新野和暢　　松林　至　　花山孝介　　安藤義浩嘱託研究員

教学研究所 所員　武田未来雄

　専攻は真宗学です。

基本テーマ「親鸞にお

ける時の問題」を中心

に、親鸞と『涅槃経』、仏

身仏土論、生老病死の

問題、曽我量深の思想

とその時代背景、などについて学んでいます。

　主に教学研究所で携わっていることは、同朋

会運動研究を中心に、担当研究班は「解読教行

信証」研究班、「生老病死と現代」研究班、「震災

と原発」研究班です。「宗門近代史の検証」研究

班、「親鸞聖人行実」研究班などにも関わってい

ます。雑誌『教化研究』の編集業務も行っていま

す。「なぜこの業務があるのか」、「なぜ真宗なの

か」など、そうした「なぜ」という問いを大切にし

ていきたいと思っています。

　「教学研究所」と聞くと、皆さんがお寺の現場で日々苦労され

ている問題と関係のない、抽象的で難しい研究をしている機関

と思われるかもしれませんが、そうではありません。教学研究

所は、同朋会運動という宗門の大きな動きと連動し、僧侶やご

門徒の方々と課題を共有しながら、現代社会で人々が悩み苦

しんでいる様々な問題について、真宗の教えに照らし、あるい

は歴史を遡って調査研究を行い、念仏者としてそれらとどう向

き合っていくかを考え、表現し続けています。特に近年では、生

命倫理の問題や看取り、グリーフケアなど誰にとっても切実な

「生老病死」に関わる研究、そして3・11以降多くの人が苦しん

でいる「震災と原発問題」に関する研究に力を入れています。

　私自身は、『教行信証』を中心に親鸞聖人の教えを学んでい

ます。また近年では差別問題や近代における教団のあり方に

ついて、解放運動推進本部とも連携しながら研究を進めてい

ます。お寺の現場と課題を共有しながら、人々の生きた苦悩と

向き合い続ける私たちの研究活動に、ぜひこれまで以上に注

目していただきたいと思います。

お寺の現場と課題を共有し、
現代を生きる人々の苦悩と向き合う。
教学研究所 所員　鶴見　晃

教 学 研 究 所 研 究員 ・ 助 手 の 声04
教学研究所
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05解放運動推進本部

本部委員
雨森慶為

本部委員
山内小夜子

本部委員
阪本　仁

本部委員
吉田佑樹

本部委員
蓑輪秀一

本部要員
吉田和豊

本部要員
近藤恵美子

本部要員
中山量純

業務嘱託
大屋徳夫

05
解放運動
推進本部

　初めてハンセン病療養所を訪問したのは、今から約30年

前のこと。瀬戸内海の長島にある邑久光明園と長島愛生園。

穏やかな海、美しい景色とうらはらに、ここで入所者の方々が

置かれてきた悲しい状況を思うと、言葉を失います。最初は、

私たちも入所者の方々も互いに緊張してうまく話せませんで

した。でも、その後何度も訪問し、10年前に「真宗大谷派ハン

セン病問題に関する懇談会」（ハンセン懇）の委員になって

からは毎月訪れるようになって、今ではすっかり打ち解けま

した。たまたま行けない時が続くと、「病気でもしたの？」と気

づかっていただいたり…。涙も枯れるほどの苦しみを味わっ

てこられた方々が、どうしてこんなに優しいのだろう、といつ

も驚かされます。

　時々想像します。自分が病気の時は、周りの人が優しくして

くれた。でも、ハンセン病の元患者さんは、病気になった上に

凄まじい差別と偏見にさらされた。もし自分がその立場な

ら、どんなに辛いだろうって。その悲しみや苦しみは、当事者

でない私にはわからない。ただ、療養所で学んだことで、これ

までとは違う視点で物事を見られるようになったかな、とは

思います。

　療養所では、特に何かお手伝いをするわけではありませ

ん。それより、お寺に帰って婦人会の集まりなどでハンセン病

問題を伝えることが私の役割だと。そう自覚するようになって

から、お寺の仕事にも張り合いを感じるようになりました。

ハンセン病問題を伝え続ける…。
その願いが私の原動力です。

藤井満紀さん
真宗大谷派ハンセン病問題に関する懇談会委員

福岡県出身。大阪教区第17組眞願寺坊守。趣味はピアノとお買い
物。ハンセン懇では、数年に一度の「ハンセン病問題全国交流集会」
を主催する交流集会部会で活躍。「交流集会でみなさんの明るい笑
顔に接するのが最大の喜び。今はハンセン病のことをよく知らない
という方でも、次回の集会ではぜひお会いしたいですね」。

　真宗大谷派の部落解放運動は、1921（大正10）年に武内了

温師によって創設された社会課の運動に始まります。翌1922年

3月、「人間を尊敬する」ことによって自らの解放を願う全国水平

社が創立。大谷派は部落差別を温存・助長する教団として厳し

い批判を受けてきました。了温師の運動は、自らに問いかけられ

糾弾の声に向き合って―解放運動の原点
るその声に向き合い、苦闘しながらも、その声に応答しようとし

た歩みでした。

　戦後は、同和部が設置され、同和推進本部、解放運動推進本

部と名称が変わりますが、それはそのまま宗門の差別問題への

取り組みの質や真摯さの表れであったように思われます。

　解放運動推進本部では、大谷派における解放運動を、自らの

差別する心を直視し、問いかけの根源にある願いに呼応してい

こうとする、「問われるもの、願われるものとしての解放運動」と表

現してきました。あらためて本部の役割を考える時、それはひと

えに差別問題が、被差別の人たちだけの問題ではないということ

問われるもの、願われるものとして
をあきらかにし、また、社会の様々な問題を、真宗の信仰の課題

としていくことにあります。内に排除と抑圧の社会を生みだし、対

外的には戦争や侵略への道を拓く差別する心から目をそむけず

に歩み続けていきたいと思います。

第10回ハンセン病問題全国交流集会（山陽教区姫路船場別院にて）

共に解放される道を求めて―現在そして未来
　現在本部では、部落差別問題、ハンセン病問題やアイヌ民族差

別問題、非戦・平和の問題、死刑制度の問題、障害者差別問題な

ど、また女性室とともに性差別問題に学んでいます。いかなる差別

も、人のいのちと尊厳にかかわる問題です。特に2013年に、『仏

説観無量寿経』にある「是旃陀羅」の経文について、差別言辞で

あり、読誦されると「痛みを感じる」との問題提起を部落解放同盟

広島県連合会より受けました。全国水平社創立以来の問いかけ

に、念仏者として向き合い、応答していく責任があります。すでに

2015年に設置された「部落差別問題等に関する教学委員会」に

おいて審議され、『報告書』が公開されています（『真宗』誌2017

年3月号所収）。教団各人の課題とするための学習会の開催な

ど、積極的な取り組みを進めていく予定です。

　教団のいのちとして推進している同朋会運動は、差別の現実の

真っ直中で苦しむ人の上に、水平な人間関係を生み出す力として

はたらくものです。なにより私たち自身がその力によって、差別と戦

火の渦巻くこの世界に、「差別されたもの、差別したものが共に解

放される道」を求めて参りたいと思います。

・・・

同朋社会の顕現をめざして
解 放 運 動 推 進 本 部 の 役 割
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06女性室

藤場芳子 藤内明子 本多祐徹 土屋慶史 藤原　勲 中川和子岩根ふみ子

06
女性室

　宗門では、女性と男性が御同朋といえる関係を生きてきたかというと、決
してそうは言えません。女性の住職の実現や得度年齢の男女間格差の是正、
坊守の位置づけ、教団の議決機関への女性の参画等、多くの課題がありま
した。1994年に宗務審議会「女性の宗門活動に関する委員会」（女性委員

男女両性で形づくる教団をめざして
女性 室 の役 割

しんらん交流館2階、白く長いテーブルが「女性室」の話し合いの場所となっています。

女性室はなぜできたの？
15名・男性委員4名）が設置され、女性たちの声が「答申」という形になりま
した。それを受け、女性が宗門の運営や活動に関して積極的に参画すること
を期して1996年12月に女性室が開設されました。以降8名のスタッフが活
動を続けています。今年度は開設20年の節目の年を迎えています。

　女性室では、性差別は女性にのみ向けられたものではないことも学んで
きました。例えば、戦時における徴兵制は「男らしく敵を殺し、国家のために
命を捧げる」という男性に対する性差別の象徴です。性差別は男性もまた

当事者は誰か？
被害者になりうる差別です。また、人間には多様な性があるということがわ
かってきました。「男女両性」という時、私たち自身でも気づかないうちに排
除している人がいることを学びました。性差別は誰もが当事者なのです。

　教団の制度は改められ、女性と男性のあからさまな格差はなくなってい
ます。しかし、本山、教区、組の機関や寺院での企画運営に関わる女性の割
合は20年前とそう変わらないか、もしくは少しの増加でしかありません
（『あいあう』第25号参照）。その理由を私たちの意識の問題ととらえ、これ
までの活動の他に現在、2つの取り組みを行っています。1つは聖教の言葉
を読み解くことです。例えば、経典や論釈の中には女性を劣った存在として

今、そしてこれから
差別的に受け止められる言葉で説かれているものがあります。『仏説無量
寿経』の「第35願」や『御文』や和讃にある「五障三従の女人」や「変成男
子」等の言葉をどのように受け止めていくのか。今まで男性によって説かれ
てきたものに捉われず、新たな視点で読み直し議論を深めています。2つ目
は『女性史に学ぶ学習資料集』（仮称）の編纂です。女性たちの歩みをひも
とくことによって、歴史に学び「解放への力」にしていきたいと考えています。

　まず女性の声を聞くところです。もちろん男性の声も歓迎です。そして大
切にしてきたことは意思表示をすること、自分の言葉で語ること、そして語
り合うこと。そのために①誰もが参加できる「女性会議」の開催、②教区で
の「女性室公開講座」の開催、③「女性住職の集い」の開催、④各教区の

女性室は何をするところ？
代表者が集まる「男女両性で形づくる教団をめざす協議会」の開催、⑤広
報誌『あいあう』の発行を行っています。声を聞き、情報を交換し、それを発
信し続ける。これが女性室の活動の中心です。

女性室スタッフ

女性室の刊行物等

広報誌『あいあう』 女（ひと）と男（ひと）のあいあうカルタ

　お寺の一人娘として生まれ育ち、周囲から“将来は住職とな

る男性と養子縁組するのが当然”と思われていることに、ずっ

と割り切れないものを感じていました。女性室のスタッフに

なったきっかけは、1999年に開催された「女性室公開講座」

を機に、久留米教区で立ち上がった「男なり女なり部会」に参

加するようになったこと。ここでは、性別で役割が固定化され

ることへの違和感など、これまで話せなかったことも話せるこ

とに夢中になりました。その後、女性室が制作する「女（ひと）

と男（ひと）のあいあうカルタ」のイラストを担当するようにな

り、さまざまな行事にも参加するようになりました。

　女性室では、毎年、「女性室公開講座」、「男女両性で形づく

る教団をめざす協議会」、「女性住職の集い」、「女性会議」な

どの研修会や学習会を開催しています。この中の「女性会議」

では、以前より参加者の方から『御文』の拝読、特に「五障三

従」や「女人」に関わる表現を聞いて「痛みを感じる」という問

題提起がされてきました。そこで、今年は、女性と仏教の歴史

を研究しておられる西口順子さん（相愛大学名誉教授）を講

師にお迎えし、どんな時代背景において五障三従が語られ、

またそのことが今の私たちにどのような影響を与えているの

か、学び語りあいたいと思っています。どうぞ一緒に語りあい

ましょう！

これまで話せなかったことを
話せるようになる楽しさ。

久留米教区山門東組滿福寺衆徒。絵を描くのが好きで、美術大学を
卒業後に大谷専修学院へ。本人は“落書き”と謙遜するが、イラストの
腕はプロ並み。女性室では「女（ひと）と男（ひと）のあいあうカルタ」
のほか、広報誌『あいあう』のイラストなども担当している。水木しげ
る、つげ義春、カネコアツシなど個性派の漫画家好き。

上田　文さん 女性室スタッフ

2524



真宗本廟での青少幼年教化

07 青少幼年センター

青少幼年
センター

07

「はじめないとはじまらない」
‒ひとりからはじめる子ども会‒

　「次はいつやるの？」

　月参りで聞く子どもからの声に後押しされて、子ども会の

再開を考え始めていると語るのは、若院の大中臣冬樹さん。

母親である坊守の千恵美さんが、2013年に「ひとりからはじ

める子ども会」講習会に参加したことをきっかけに、子ども会

開催への歩みがはじまりました。「現場で真剣に子どもと向

き合ってきた人に講習会で出会ってやる気が出た」と語る千

恵美さん。ところが地元に帰ってからの歩みは決してスムー

ズではなかったそうです。

　そんな中、絵本100冊プレゼントにも当選。それに後押し

される形で“プレ寺子屋”を開催し、絵本や紙芝居の上演の

他、小学校で英語を教えた経験もある冬樹さんが英語の歌

を歌ったりもされたとのこと。保護者からは、お寺での英語教

室を開いて欲しいとの要望も寄せられるそうですが、冬樹さ

んの中には「ただの英語教室でいいのか？」との葛藤もある

そうです。

　子ども会はプレ寺子屋１回のみで、現在は休止状態にあ

ります。「色々と盛り込みすぎてしまった。私がまず楽しまな

きゃ続かないのよね」と千恵美さんはその時のことを振り返

ります。しかし、寺院への門徒の関心の低さや、家庭の中で真

宗が伝わらなくなったことへの危機感から、子ども会再開へ

の思いを新たにされています。

　「仏教の危機とよく言われますが、それは寺院を維持でき

るのかという経済的危機だけの議論になっていないだろう

か。念仏に生きる人が100年後生まれるかもしれないという

ことに思いをかけて子ども会ができるのかが問われている。

はじめないとはじまらない。まずは１回子ども会を開いたこ

とで、その場を待っていてくれる子どもが生まれた。その子に

背中を向け続けていてはいけないと思う。家庭でのお勤め

の経験もない子どもたちに正信偈のお勤めから、まずは手

探りでやってみようかな」と冬樹さん。

　そんな会話を「遊びを尽くして気づくむなしさ、これは大人

も子どもも一緒。そこに真宗があるのではないか。本当に遊

べる場所としてお寺があれば…」と住職の春樹さんも優しく

見守っています。

「ひとりからはじめる子ども会」講習会受講寺院インタビュー

勝福寺（富山教区第12組）

江尻芳生 江馬雅臣 大橋宏雄 佐賀枝夏文 四衢　亮 松下　蓮
主幹 幹事 幹事 幹事 研究員 研究員 研究員
松田亜世

　１カ寺における青少幼年教化の充実を願って、子ども会情報

紙『ひとりから』をはじめとした各種教材・リーフレットの発行、

各種講習会を実施しています。また「青少幼年を取り巻く時代

社会の課題に関わっていく」という観点から、カルト問題への取

り組みも行っています。青少幼年教化といえば、子ども会や仏教

青年会、あるいは夏のつどいといった行事やイベントを思い浮か

べることでしょう。しかし、各寺院の状況に合わせて、もっと自由

な発想で、目の前の子どもや若者ひとりと出あっていく身近な青

少幼年教化のあり方も提案していきます。葬儀や法事など、今あ

る仏事にひと工夫加えることではじまることがきっとあります。

「ひとりからはじめる」「ひとりと出あう」

毎年夏、3泊4日の日程で真宗の教えの中で生活することをとおして「いの
ち」について考えます。子どもにとってもスタッフにとってもかけがえのない
出あいの場となっています。（参加対象：小学５年～中学３年生）

同朋ジュニア大会
修学旅行生と真向かいになり、親鸞聖人の御真影の前で共に仏法を聞く
大切な機縁になっています。修学旅行で京都にお越しの門徒さんやお知り
合いの方にぜひご紹介ください。（毎年５月上旬～６月上旬開設）

修学旅行生参拝案内所

御正忌報恩講期間中の11月23日に開催。子どもも大人も共にお寺に身を
運ぶ尊い姿がそこにあります。各寺院での「子ども報恩講」のひとつのモデ
ルとして全国に発信しています。

子ども報恩講のつどい
御正忌報恩講・春の法要期間中に、全国からスタッフを公募して「子ども参
拝案内所」を開設しています。これから教区・組・寺院での青少幼年教化に
関わろうとする方のご応募をお待ちしています。

子ども参拝案内所

参加者の寺院状況をスタッフも共に考え、体験や実践を通して１カ寺での
子ども会開設をお手伝いする内容の講習会です。坊守さん、門徒さんにも
参加いただいています。その他、寺院活動のサポートとして、絵本や紙芝居
の活用方法も様々な角度から提案しています。

「ひとりからはじめる子ども会」講習会

寺院活動のサポート

大中臣冬樹さん
勝福寺候補衆徒。大学卒業後、メーカー勤務。小学校英
語講師を経て大谷専修学院、大谷大学大学院で学ぶ。
2014年春より法務に携わる。

大中臣千恵美さん
勝福寺坊守、青森県出身。住職と共に法務に携わり、得意
のお料理同様、お寺であたたかく人をもてなしている。

青少幼年
センター
Facebook
ページあります

https://www.facebook.com/
oyc.hitorikara/

真宗大谷派の青少幼年教化
の情報をお届けします。

Facebookの個人アカウントをお持ちで
なくてもご覧いただけます。

青 少幼 年セ ン タ ー の 活 動
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08施設紹介

075-353-7603

椅子・机を自由に設置できる多目的ホール。スクリーン、プロジェクター、操作の簡単
なAV機器を完備。公開講演会や日曜講演会をはじめ、会議や演劇・コンサートなどを
行っています。（最大500名）

大谷ホール●A

大谷婦人会館より移設した茶室です。花菫（はなすみれ）・帰名庵（きみょうあん）・真
信庵（しんしんあん）の3室があり、茶道教室や茶会が開催されています。

56畳の仏間で、大谷婦人会館より明治の日本画家・郷倉千靱（ごくうらせんじん）作
「釈尊父王に会い給ふの図」を、移設しました。窓からは四季の移ろいを感じられる中
庭の景色が広がります。

すみれの間（仏間）●B
明るい陽射しが差し込み、空間を自由に使うことができるギャラリーでは、企画展示を
行っています。企画展示以外の期間には、施設使用も受付けています。

約20名用の会議室が5室。会議室A・B・Cは可動式のパネルで仕切られており、連結
すると約70名での大会議室になります。

会議室（A・B・C・D・E）●D交流ギャラリー●C

仏教・真宗を中心にさまざま本をとりそろえています。また、会員にご登録いただくと、
1人10冊2週間まで借りることができます。「浄土真宗ドットインフォ」から蔵書も検索
いただけます。

閲覧室の隣にある絵本コーナーは、子どもも大人もゆっくりと絵本に親しんでいただ
けるよう、畳敷きにしています。毎月第2木曜日に東本願寺文庫幼児広場を開催し、絵
本の読み聞かせを行っています。

京都ホテルオークラこだわりの食材を使用した料理や、本格コーヒーを提供していま
す。会議室への飲物の配達や懇親会やパーティーにもご利用いただけます。

茶室●E 東本願寺文庫（閲覧室）●F レストラン オリゾンテ●H絵本コーナー●G

「しんらん交流館施設使用
申請書」を提出する。

電話で空室状況を確認し、
仮予約を行う。
（1年～1カ月前まで）

受付に使用が
終わったことを伝える。

必要な備品を受け取り
施設使用する。使用後は
机・椅子をもとの場所に
戻すようご協力下さい。

「しんらん交流館施設使用許可
書」を持参し、受付に提示し、施
設維持管理協力金を支払う。

「しんらん交流館施設使用申請
書」の内容の確認・審査の後、約
2週間で「しんらん交流館施設使
用許可書」が到着する。

使用申込みについて 当日

企画調整局

館内情報は 
浄土真宗ドットインフォ 
http://jodo-shinshu.info/ まで

お問い合わせは
075-371-9208

08
人と人・情報をつなぐ
しんらん交流館

施設紹介

※本館の施設使用にあたっての申請書や遵守事項、施設維持管理協力金については「浄土真宗ドットインフォ」に掲載しています。

     大谷ホール、     すみれの間（仏間）、     交流ギャラリー、     会議室、     茶室については、施設使用を受け付けております。●A ●B ●C ●D ●E

施 設 使 用 のご 案 内

※会員カード（手数料100円、要身分証）

交流ギャラリー

中庭 授乳室

受付

ロビー レストラン
オリゾンテ

女性
更衣室

玄関

茶室 すみれの間

会議室

東本願寺文庫東本願寺文庫

絵本コーナー絵本コーナー

大谷ホール

教学研究所
解放運動推進本部

女性室
青少幼年センター
企画調整局
大谷婦人会

男性
更衣室

●A

●B

●F ●H

●E

●G

●D
●E●D●C●B●A

●C

2F

1F
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075-371-9247解放運動推進本部（女性室）

075-354-3440青少幼年センター

企画調整局参事　 組織部（大谷婦人会）

075-371-9208情報業務　

075-371-6181

075-371-8750教学研究所

参事
竹原了珠

参事
朝比奈信昭

参事
本間義敦

参事
中山郁英

書記
内田文雄

書記
佐藤法子

嘱託
武藤薫里 （2017年4月1日　現在）

嘱託
曽場浩代

主事
小林　信

次長
大江則成

主事
齊藤曉雲

書記補
林　眞理子

安田　雅

主事
髙月沙生子

書記
土室　斉

嘱託
青木絵里子

075-371-9208フロア業務

主事
永井道文

次長
鈴木君代

書記
藤原雅夫

書記
竹田彩子

寺田正寛

主事

部長・
調整局出仕

事務部長・
調整局出仕 和氣加夜

木越　渉

局長参務・解放運動推進本部長
青少幼年センター長 禿　信敬

主事
橋本直信

嘱託
渡邊　晃

嘱託
中川　縁

事務長・
調整局出仕

近松　誉

書記
川瀬貴子

嘱託
毛利祐見

宗祖親鸞聖人御誕生八百五
十年・立教開宗八百年慶讃
法要準備室には、上記以外
に兼務職員がいます。

075-371-9208

調整業務　　　　　　（宗祖親鸞聖人御誕生八百五十年・

立教開宗八百年慶讃法要準備室※1）

次長
片山智也

書記
長井　遼

嘱託
藤懿　優

書記補
岩崎　径

09
企画調整局の
職員紹介

※1

現代型の
小型仏壇にも

置くことができます。

据置き 壁掛け

高さ
幅
奥行
重さ
木製

19.5cm
9.2cm
2.8cm
105g

高さ
台幅
奥行
重さ
木製

21cm
11.5cm
5cm
157g

広告

真宗大谷派（東本願寺）宗務所 財務部（TEL.075-371-9186）
〒600-8505 京都市下京区烏丸通七条上ル

＜お問い合わせ＞＜お求め＞
各教務所、真宗大谷派（東本願寺）
宗務所 本廟部 参拝接待所（TEL.075-371-9210）
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