2009（平成 21）年

西教寺法座のご案内

ながのきほんぼう

くらもとどおりしぼう

〒 737-0053

〒 737-0051

〒 737- ０８２１

呉市長ノ木町 16-10

呉市中央 7-7-13

呉市三条 4-13-7

TEL 0823-21-3714
FAX 0823-21-2991

TEL 0823-21-2798
FAX 0823-21-2795

TEL 0823-21-5895
FAX 0823-21-5895

長ノ木本坊

み つ だ し ぼ う

蔵本通支坊

EMAIL:honbou@saikyoji.net

EMAIL:kuramoto@saikyoji.net

三津田支坊

EMAIL:mitsuda@saikyoji.net

人生は平生業成。迷う前に道を聞いておくことが一番です。でも、迷ってしまったら、あち
こち「歩きまわる」とか「坐」ってみることも一案ですが、
私は「聞く」ことをオススメします。
在家の仏教である浄土真宗は、「聞く」ことが根幹。
「聞法（教えを聞く）
」と「聞名（名を聞
く＝念仏）
」の宗教です。だから毎月聞法の会（法座）が開かれています。家でテレビを見て
いたのでは決して開かれない世界です。皆さん、ご一緒にお聴聞しましょう。
○全席椅子席です。○冷暖房完備です。○聞こえにくい人も安心
■時間 〔朝席〕8 時 30 分～ 10 時 30 分
〔昼席〕13 時～ 15 時
〔夜席〕19 時 30 分～ 21 時
■参加費（ご法礼）…随意（お気持ちをお願いします）。本堂内の帳場さ
んへお願いします。ご法礼は 1 度で、その法座全席
を聞くことができます。もちろん１席だけのお参り
でも OK。同伴のご家族のご法礼は不要。
■お念珠・お経本

…あればご持参ください。

※日程等変更される場合があります。最寄の西教寺までご確認ください。

１月
長ノ木本坊

御正當報恩講

アナウンスシステムは補聴
器ではありません。マイク
の音だけ大きくして、雑音
は大きくしないすぐれもの
です。お寺の者にお申し出
下さい。

１月１４日（水）朝席～１６日（金）朝席

講師 自勤（西教寺僧侶）
１４日（水）朝席前席 釋水鷦（前川夛恵子・衆徒・フリーライター）
１４日（水）昼席後席 親鸞聖人のお手紙に聞く（智寧）
１５日（木）朝席後席 御示談（人生 ･ 仏法相談）
１５日（木）昼席後席 『御絵伝』絵解き（智寧）
１５日（木）夜席
ライトアップ・『御伝鈔』（親鸞さまの伝記）拝読
・白味噌仕立お雑煮お接待
１６日（金）朝席 ご命日最勝講法座 お斎（精進料理 ･ 希望者）３００円

三津田支坊

御正當報恩講

１月１４日（水）夜席～１６日（金）昼席

講師 竹田嘉円 先生（本願寺連研中央講師・呉市本通明円寺住職）
１５日（木）夜席 『御絵伝』（親鸞さまの伝記）絵解き・お善哉のお接待

蔵本通支坊

御正當報恩講

１月２７日（火）夜席～２９日（木）昼席

講師 法林英俊 先生（江田島市能美町勝善寺住職）
２８日（水）夜席 『御絵伝』（親鸞さまの伝記）絵解き・甘酒のお接待

２月
三津田支坊

お繙法座

講師

蔵本通支坊
３月
三津田支坊

桑原浄昭

春彼岸会

講師

蔵本通支坊

２月２５日（水）夜席～２７日（金）昼席

安國真雄

先生（東広島市志和町西方寺住職）

春彼岸会引上

講師

長ノ木本坊

自勤（西教寺僧侶）

お繙法座

講師

２月１７日（火）朝席～１８日（水）夜席（昼席なし）

３月１９日（木）夜席～２１日（土）昼席

松林行圓

先生（高田西組組長・安芸高田市吉田町善立寺住職）

春彼岸会延修

講師

３月１６日（月）夜席～１８日（水）昼席

先生（安芸教区布教団副団長・呉市広中町浄円寺住職）

波佐間正己

３月２６日（木）夜席～２８日（土）昼席
先生

（龍谷大学講師、連研中央講師を経て現在本願寺布教団特別審事・美祢市大嶺町正
隆寺住職。著書『22 世紀の浄土真宗』
『ああ、お釈迦さま』
『ああ、親鸞さま』他
４月
三津田支坊

定例法座

講師

蔵本通支坊

４月１４日（火）朝席～１５日（水）夜席（昼席なし）

自勤（西教寺僧侶）

春季永代経法座

４月２４日（金）夜席～２６日（日）朝席

講師 佐々木至成 先生（鴨川北組組長・備後教区基推副会長・福山市加茂町照専寺住職）
２６日（日） １３時
赤ちゃんの初参式
２６日（日） １４時３０分 入園・入学奉告式

５月
三津田支坊

宗祖降誕会

講師

長ノ木本坊

５月１３日（水）昼席～１５日（金）朝席
先生（ペアーレ宝町「親鸞聖人のおことば」講師・呉市海岸通西岸寺住職）

長岡正信

宗祖降誕会

５月１９日（火）夜席～２１日（木）昼席

講師 季平博昭 先生
本願寺派中央基幹運動推進相談員・中央仏教学院講師・龍谷大学非常勤講師・
尾道市「法光寺心理相談室」主催

（
蔵本通支坊

宗祖降誕会

５月２８日（木）夜席～３０日（土）昼席

講師 増井 信（真宗カウンセリング研究会事務局・華光会役員）
・新屋まり（シンガーソングライター）
２９日（金）昼席 トーク＆ライブ 前川たえこ（文筆家）
３０日（土）昼席 降誕会奉賛ビンゴゲーム大会

６月
長ノ木本坊

仏婦研修会

講師

蔵本通支坊

６月１３日（土）１３時３０分～１５時３０分

自勤（西教寺僧侶） テキスト『仏教婦人会ハンドブックⅠ』『真宗勤行集』

門徒講法座

６月２６日（金）夜席～２８日（日）昼席

講師 加藤順教 先生
B.D.M コスモス〈真宗伝道研究会・わらべ聞法会〉主宰・大阪府四條畷市
自然寺住職

（

７月
蔵本通支坊

仏婦研修会

７月４日（土）１３時３０分～１５時 30 分

講師

自勤（西教寺僧侶） テキスト『仏教婦人会ハンドブックⅠ』『真宗勤行集』
三津田支坊 仏婦研修会・安居会 ７月１４日（火）朝席～１５日（水）夜席（昼席なし）
講師 自勤（西教寺僧侶）
１４日（火）朝席 仏婦研修会 仏婦会員は参加費不要・非会員は３００円

長ノ木本坊

安居会

講師

８月
長ノ木本坊

７月２０日（月）夜席～２２日（水）朝席

徳正尊丸

歓喜会

先生（福山市大和町徳正寺住職）

８月１４日（金）朝席～１６日（日）朝席（昼席なし）

講師 自勤（西教寺僧侶）
１４日（金）朝席・１５日（土）朝席
１６日（日）朝席 ご命日最勝講法座

三津田支坊

歓喜会

講師

蔵本通支坊

初盆法要
お斎（希望者・精進料理）３００円

８月１６日（日）夜席～１８日（火）昼席

朝枝思善

先生（安芸教区布教団副団長・山県郡北広島町浄土寺住職）

白道会大会

８月２８日（金）～３０日（日）

講師 池田行信 先生
武蔵野大学・龍谷大学講師を経て、現在武蔵野大学理事・本願寺派宗会議員・
栃木県慈願寺住職。著書『現代社会と浄土真宗』
『真宗教団の思想と行動』他
３０日（日）公開講演会

（
９月
三津田支坊

秋彼岸会引上

講師

長ノ木本坊

秋彼岸会

講師

蔵本通支坊

北山祐章
寺田教昭

９月１３日（日）夜席～１５日（火）昼席

先生（沼隈郡沼隈町光源寺住職）

９月２３日（水）夜席～２５日（金）昼席
先生（福岡県田川市西覚寺）

秋彼岸会延修

９月２９日（火）朝席・夜席３０日（水）朝席・昼席

講師

１０月
三津田支坊

自勤（西教寺僧侶・衆徒）

定例法座

講師

長ノ木本坊

１０月１３日（火）朝席～１４日（水）夜席（昼席なし）

自勤（西教寺僧侶）

秋季永代経法座

講師

１１月
三津田支坊

竹田嘉円

１０月２２日（木）夜席～２４日（土）昼席

先生（本願寺連研中央講師・呉市本通明円寺住職）

おとりこし報恩講
講師

１１月１６日（月）昼席～１８日（水）朝席

吉村隆真先生
熊本教区布教団青年代表・NHK 文化センター熊本教室「歎異抄講座」講師
熊本市川口町 1075 良覚寺住職 著書『法話が好きになる本』
（探究社）

（
蔵本通支坊

おとりこし報恩講

１１月２５日（水）夜席～２８日（土）朝席

２７日 ( 金 ) 夜席はありません
講師 片江哲海 先生（前本願寺中央相談員・連研中央講師、佐賀県神崎郡西福寺住職）

１２月
長ノ木本坊

おとりこし報恩講

１２月１３日（日）夜席～１６日（水）朝席

１５日（火）夜席はありません
講師 福間義朝 先生（三原市大和町教専寺住職）

月例会のご案内
西教寺長ノ木本坊
めいにちさいしょうこうほうざ

■ご命日最勝講法座
毎月 16 日 午前 8 時 30 分～ 11 時スギ
講師 西教寺僧侶
お斎 11 時スギ～ 精進料理（300 円）
希望者は当日朝 8 時までにお寺（℡ 21-3714）
か、最寄りの講中までお申し込み下さい。
きょうかい

■お経会
毎月 23 日朝 9 時～ 10 時 30 分
会費 3000 円 / 年
『往生礼讃』を練習中です。
（世話人）春名 TEL23-3253

西教寺蔵本通支坊
にちようらいはい

■日曜礼拝
毎月第 2・第 4 日曜日
どようにちようがっこう

■土曜日曜学校
毎月第 1 土曜日・第 3 日曜日 朝 9 時～ 10 時
参加費 100 円 / 回
対象 小学生（それ以下は保護者同伴で可）
きょうかい

■お経会

▼朝の部

毎月 10 日 9 時～ 10 時 30 分
会費 3000 円 / 年

にちようらいはい

■日曜礼拝
毎週日曜日朝 7 時 30 分より

『正信偈』『三帖和讃』の繰り読みと 5 分間の法話

『正信偈』と『三帖和讃』の繰り読みの練習。
（世話人）平本 TEL21-0863
▼夜の部

毎月 30 日 19 時 30 分～ 21 時
会費 3000 円 / 年

■ヨガ
ストレッチとか体操ではなく、身体の治療・自然治
癒力を高めます。

月 4 回 火曜日 14 時～ 15 時 30 分
講師 大村敬子 先生
会費 3000 円 / 月
（世話人）村高

TEL24-2484

せいそうほうしゃ

■清掃報謝
5 月 7 月 8 月 10 月 12 月 3 月の第１木曜日
どなたでも参加できます。詳細は世話人まで。
（世話人）堂本 TEL21-1096

朝 9 時～ 10 時

『正信偈』
『三帖和讃』の繰り読みと法話

『正信偈』と『三帖和讃』の繰り読みの練習。
（世話人）古塚 TEL22-8731
そうねんかい

■壮年会
毎月第 1 金曜日 夜７時～ 9 時
（7 月～ 9 月は夜 7 時 30 分～ 9 時 15 分）
会費 500 円 / 回
テキスト 信楽峻麿著『真宗の大意』
（事務局）原本 TEL21-3176
た

え

斎藤 TEL23-7412
すいしょう

■夛恵さんと話そう（水鷦の会）
毎月１回（予定）１３時～１５時
参加費 500 円 次回は４月８日（水）

西教寺三津田支坊

呉仏教婦女会
呉市本町７－４

きょうかい

■お経会

れんにょしょうにんごいちだいきききがき

■『蓮如上人御一代記聞書』講話

初心者向けにやっています

『聞書』は４月で読了。５月より『歎異抄』を予定しています。

毎月 10 日午後 7 時より
毎月 30 日午後 7 時より
会費 2000 円 / 年

毎月第３金曜

本願寺会館
呉市本町７－４
れんぞくけんしゅう

10 時～ 11 時 30 分

（８月 12 月 1 月はお休み）

講師 岩崎智寧（若院）
参加費 ５000 円 / 年（婦女会会員の年会費です。講話には
）
婦女会会員にになると参加できます。

（世話人）尾木勉 TEL23-4578

【主催】 呉仏教婦女会
【問い合わせ】 中浜（21- ５８６６）

℡ 0823-21-3853

■２日会

れんけん

■連続研修（連研）

1945 年 7 月 1 ～ 2 日、呉が空襲を受けました。これ
をご縁として、毎月 2 日全戦争死没者を追悼して法
要がいとなまれます。また、茶道各流派が交代で追
悼茶会が開かれます。

作法やおつとめ、老い・病い・死などの悩み、身近
な人間関係、現代社会の問題など、色々なテーマで
学びます。初心者向けの研修会です。話し合い形式
ですので、色んな意見が聞け、出会いもあります。

期間

℡ 0823-21- ５８６６

法要

2 年間 16 回

（４月・８月・11 月・1 月以外の毎月）

毎月２日

10 時～ 11 時

（８月 12 月 1 月以外は休み）

講師 安芸南組寺院僧侶
参加費 無料（お茶会参加の場合はお茶
券を購入してください。）

昼の部 第３土曜 昼１時３０分～４時３０分
夜の部 第２土曜 夜１９時～２１時
参加費 4000 円 / 年

【主催】 呉仏教婦女会
【問い合わせ】 中浜（21- ５８６６）

【主催】 浄土真宗本願寺派安芸南組（６０ヶ寺）
【問い合わせ】西教寺蔵本通支坊 TEL21-2798

西教寺のつなぎもの
西 教 寺（ 浄 土 真 宗 本 願 寺 派 ） で は、 年 三
回 つ な ぎ も の を お 願 い し て い ま す（ 一 部
ではまとめての地域もあります）。

４月

門徒講金…一〇〇〇円（年間）

一九四九（昭和二十四）年、前ご門
主の呼びかけにより、皆さんのご懇
念を結集し、伝道教化に資するよう
設けられたのが「門徒講」です。全
額本山（西本願寺）へ納めます。

婦人会費…三〇〇円（年間）

年一度の婦人会研修会などに当てら
れます。

ふじんかい

白道会費…三〇〇円（年間）

男性の会（女性も可）です。年に一
度（八月）高名なご講師をお呼びし
ます。決算報告は白道会大会中にし
ています。

７月…麦初穂

月…秋初穂

春 秋 の 年 二 回、
以前は麦やお米
をお供えいただい
ていましたが、現在ではお金に変わ
りました。西教寺の護持（火災保険
など）と、ご法義繁盛のため（寺報
など）に使用させていただいていま
す。皆さんの麦初穂・秋初穂は、上
記経費の約一割を支えて下さってい
ます。現在は定額会費制ではありま
せんが、どうぞ宜しくお願いします。
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びゃくどうかい

■婦人会（女性）にどうぞ

■白道会（男性・女性も可）にどうぞ

年会費）３００円
活 動）研修会（年１回）・総会
長ノ木本坊 ６月１３日（土）１３時３０分
蔵本通支坊 ７月 ４日（土）１３時３０分
三津田支坊 ７月１４日（火） ８時３０分

約９０年前に故澤原俊雄（元門徒総代）さんを発起人代
表として、ご門徒により結成されました。お寺に縁遠く、
仕事の忙しい男性も、年に 1 度ぐらいはお聴聞できるよう
にしようでないかという目的で結成された（基本的に）男
性の会です。会費を募って、普段の法座ではお呼び出来な
いようなご高名な先生を年に 1 度お招きしております。現
会員約４５０名。

※『仏教婦人会ハンドブック』
（会員は無料）をテキスト
に研修。

その他の活動）
ダーナ募金・おみがき・清掃奉仕・降誕会の御接待・報
恩講のお斎・法座時ティータイム（長ノ木本坊）
・ほとけ
の子ども育成行事に参加・安芸教区・安芸南組・中央ブロッ
ク各仏婦行事に参加。

活

動）白道会大会 毎年８月開催
2008 年 8 月 24 日（日）～ 26 日（火）
講師：池田行信先生
龍谷大学講師・武蔵野大学講師師を経て・
現武蔵野大学理事・本願寺派宗会議員

年会費） ３００円

2009（平成 21）年

西教寺法座のご案内

ながのきほんぼう

くらもとどおりしぼう

〒 737-0053

〒 737-0051

〒 737- ０８２１

呉市長ノ木町 16-10

呉市中央 7-7-13

呉市三条 4-13-7

TEL 0823-21-3714
FAX 0823-21-2991

TEL 0823-21-2798
FAX 0823-21-2795

TEL 0823-21-5895
FAX 0823-21-5895

長ノ木本坊

み つ だ し ぼ う

蔵本通支坊

EMAIL:honbou@saikyoji.net

EMAIL:kuramoto@saikyoji.net

三津田支坊

EMAIL:mitsuda@saikyoji.net

人生は平生業成。迷う前に道を聞いておくことが一番です。でも、迷ってしまったら、あち
こち「歩きまわる」とか「坐」ってみることも一案ですが、
私は「聞く」ことをオススメします。
在家の仏教である浄土真宗は、「聞く」ことが根幹。
「聞法（教えを聞く）
」と「聞名（名を聞
く＝念仏）
」の宗教です。だから毎月聞法の会（法座）が開かれています。家でテレビを見て
いたのでは決して開かれない世界です。皆さん、ご一緒にお聴聞しましょう。
○全席椅子席です。○冷暖房完備です。○聞こえにくい人も安心
■時間 〔朝席〕8 時 30 分～ 10 時 30 分
〔昼席〕13 時～ 15 時
〔夜席〕19 時 30 分～ 21 時
■参加費（ご法礼）…随意（お気持ちをお願いします）。本堂内の帳場さ
んへお願いします。ご法礼は 1 度で、その法座全席
を聞くことができます。もちろん１席だけのお参り
でも OK。同伴のご家族のご法礼は不要。
■お念珠・お経本

…あればご持参ください。

※日程等変更される場合があります。最寄の西教寺までご確認ください。

１月
長ノ木本坊

御正當報恩講

アナウンスシステムは補聴
器ではありません。マイク
の音だけ大きくして、雑音
は大きくしないすぐれもの
です。お寺の者にお申し出
下さい。

１月１４日（水）朝席～１６日（金）朝席

講師 自勤（西教寺僧侶）
１４日（水）朝席前席 釋水鷦（前川夛恵子・衆徒・フリーライター）
１４日（水）昼席後席 親鸞聖人のお手紙に聞く（智寧）
１５日（木）朝席後席 御示談（人生 ･ 仏法相談）
１５日（木）昼席後席 『御絵伝』絵解き（智寧）
１５日（木）夜席
ライトアップ・『御伝鈔』（親鸞さまの伝記）拝読
・白味噌仕立お雑煮お接待
１６日（金）朝席 ご命日最勝講法座 お斎（精進料理 ･ 希望者）３００円

三津田支坊

御正當報恩講

１月１４日（水）夜席～１６日（金）昼席

講師 竹田嘉円 先生（本願寺連研中央講師・呉市本通明円寺住職）
１５日（木）夜席 『御絵伝』（親鸞さまの伝記）絵解き・お善哉のお接待

蔵本通支坊

御正當報恩講

１月２７日（火）夜席～２９日（木）昼席

講師 法林英俊 先生（江田島市能美町勝善寺住職）
２８日（水）夜席 『御絵伝』（親鸞さまの伝記）絵解き・甘酒のお接待

２月
三津田支坊

お繙法座

講師

蔵本通支坊
３月
三津田支坊

桑原浄昭

春彼岸会

講師

蔵本通支坊

２月２５日（水）夜席～２７日（金）昼席

安國真雄

先生（東広島市志和町西方寺住職）

春彼岸会引上

講師

長ノ木本坊

自勤（西教寺僧侶）

お繙法座

講師

２月１７日（火）朝席～１８日（水）夜席（昼席なし）

３月１９日（木）夜席～２１日（土）昼席

松林行圓

先生（高田西組組長・安芸高田市吉田町善立寺住職）

春彼岸会延修

講師

３月１６日（月）夜席～１８日（水）昼席

先生（安芸教区布教団副団長・呉市広中町浄円寺住職）

波佐間正己

３月２６日（木）夜席～２８日（土）昼席
先生

