2018（平成 30）年

西教寺法座のご案内

※日程・内容等に関して変更の場合があります。詳しくはお寺までお問い合わせ下さい。

【朝席】8 時 30 分～ 10 時 30 分 【昼席】13 時～ 15 時 【夜席】19 時 30 分～ 21 時

1月
長ノ木本坊 御正當報恩講 １月１４日（日）朝席～１６日（火）朝席
講師 自勤（西教寺僧侶）
・１４日（日）昼席 新屋まり御堂コンサート「命かがやいて」
・１５日（月）朝席 御示談
（親鸞さまの伝記絵巻物）絵解き
・１５日（月）昼席『御絵伝』
・１５日（月）夜席 お寺ライトアップ・
『御伝鈔』
（親鸞さまの伝記）拝読
白味噌仕立てのお雑煮
・１６日（火）朝席 ご命日最勝講法座 ( 終了 11 時 10 分 ) お斎（精進料理 ･ 希望者）300 円

三津田支坊

御正當報恩講 １月１５日（月）夜席 /１６日（火）朝席・昼席 /１７日（水）朝席

・１５日（月）夜席 『御絵伝』
（親鸞さまの伝記絵巻物）絵解きとお善哉のお接待
講師 竹田嘉円 先生
（本願寺派布教使課程専任講師・中国新聞文化センター講師・呉市本通明圓寺住職）

蔵本通支坊 御正當報恩講延修 １月２７日（土）夜席 /２８日（日）朝席・昼席 /２９日（月）朝席
講師 吉川恭順 先生（本願寺連研研修講師・島根県飯石郡飯南町永照寺住職）
・２７日（土）夜席 『御絵伝』
（親鸞さまの伝記絵巻物）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

２月１４日（水）朝席・夜席１５日（木）朝席・夜席

自勤（西教寺僧侶）

お繙法座

２月１７日（土）夜席～１９日（月）昼席

講師

季平博昭 先生
（法光寺心理相談室主宰・尾道市法光寺住職・著書『自分色のままで』
『思いっきり』
）
・１８日（日）夜席なし

３月
三津田支坊

春彼岸会

３月１０日（土）昼席・夜席１１日（日）朝席・昼席

講師 青原慧水 先生（映画監督＝青原さとし・山県郡北広島町教信坊住職 )
・１０日（土）夜席 青原映画作品「荒地の力」上映

長ノ木本坊

春彼岸会

３月１９日（月）夜席～２１日（水）朝席

講師 金山玄樹 先生（九州龍谷短大非常勤講師・福岡県田川郡浄圓寺衆徒）

蔵本通支坊

春彼岸会 ３月２３日（木）朝席 ･ 昼席・夜席 / ２４日（土）朝席

講師

海谷真之

先生（本願寺派布教使・江田島市能美町光源寺住職）

初参式・入園入学奉告式＆バルーンアート（シャンピーバルーンチーム広島）
３月２５日（日）１３時３０分～１４時３０分
４月
三津田支坊 定例法座
４月７日（土）昼席・夜席／８日（日）朝席
春季永代経法座 ４月８日（日）昼席
講師 自勤（西教寺住職）

蔵本通支坊

春季永代経法座

４月２７日（金）夜席～２９日（日）昼席

講師 毛利悠 先生（京都造形芸術大学講師・元龍谷平安高校教諭・呉市音戸町法専寺衆徒）
・２８日（土）夜席なし

５月
三津田支坊 宗祖降誕会引上 ５月１２日（土）昼席・夜席１３日（日）朝席・昼席
講師

長ノ木本坊

吉川徹忍

先生（元広島城北小中高学校教諭・島根県永照寺住職衆徒）

宗祖降誕会

５月１９日（土）夜席～２１日（月）朝席

講師 坂原英見 先生（本願寺派布教使・本願寺派総合研究所上級研究員・三次市東光坊住職）
・２１日（月）お抹茶のお接待（要チケット）

蔵本通支坊

宗祖降誕会延修

５月２４日（木）夜席～２６日（土）昼席

講師 長岡正信 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）
・２５日（金）夜席なし
・２６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９日（土）１３時３０分～１５時３０分

自勤（西教寺僧侶） テキスト『み教えと歩む』『真宗勤行集』

門徒講法座 ６月２３日（土）夜席 / ２４日（日）朝席・昼席 / ２５日（月）朝席・昼席

講師

野村康治

先生（中央仏教学院講師・龍谷大学実践大学院講師・大阪府瑞松寺住職）

仏婦研修会
講師

７月
三津田支坊

仏婦研修会

講師
講師

７月８日（日）朝席・夜席

自勤（西教寺僧侶）

釈水鷦（前川多惠子）３回会法事説教

講師

長ノ木本坊

７月７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』

安居会
蔵本通支坊

６月３０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』

田畑正久

安居会

講師

７月１４日（土）朝席・昼席

龍谷大学実践大学院教授・大分県佐藤第二病院院長・
『医
者が仏教に出遇ったら』
『医療文化と仏教文化』他多数

（

先生

７月２１日（土）夜席～２３日（月）朝席

木村眞昭

先生（念仏者九条の会福岡代表・福岡市城南区妙泉寺住職）

８月
長ノ木本坊

歓喜会 ８月１４日（火）朝席～１６日（木）朝席（昼席なし）
講師 自勤（西教寺僧侶）
・１４日（火）朝席 初盆法要
・１５日（水）朝席 初盆法要・全戦争死没者追悼法要
・１６日（木）朝席 ご命日最勝講法座 ( 終了 11 時 10 分 )・お斎 ( 希望者 ･ 精進料理 )300 円

三津田支坊

歓喜会延修 ８月１８日（土）昼席・夜席 / １９日（日）朝席・昼席

講師

東元晃慈

先生（真宗学寮講師・本願寺派布教使・呉市蒲刈町浄泉寺衆徒）

蔵本通支坊 第 102 回白道会大会 ８月２６日（日）昼席・夜席～２７日（月）朝席・昼席
講師

９月
三津田支坊

（

秋彼岸会引上

講師

長ノ木本坊

瀧山憲明

９月８日（土）昼席・夜席～９日（日）朝席・昼席

先生（本願寺派布教使・呉市朝日町浄念寺住職）

秋彼岸会

講師

蔵本通支坊

戸次公正 先生
真宗大谷派大阪教区南溟寺住職。相愛大学非常勤講師。ねころじの会（地域猫活動）代表。著書『意味不明でありがたいのか
お経は日本語で』『意訳 無量寿経』『阿弥陀経が聞こえてくるいのちの原風景』『正信偈のこころ限りなきいのちの詩』他多数

毛利真之

９月２２日（土）夜席～２４日（月）朝席
先生（本願寺派布教使・安芸高田市安楽寺衆徒）

秋彼岸会延修 ９月２７日（木）夜席 / ２８日（金）朝席・昼席 / ２９日（土）朝席

講師 自勤（西教寺僧侶）

１０月
三津田支坊

定例法座

講師

長ノ木本坊

１０月７日（日）朝席・夜席 / ８日（月）朝席・夜席

自勤（西教寺僧侶）

秋季永代経法座

講師

寺田教昭

１０月２１日（日）夜席～２３日（火）朝席

先生（本願寺派布教使・福岡県田川市西覚寺）

１１月
三津田支坊 お取り越し報恩講 １１月１３日（火）夜席 / １４日（水）朝席・昼席 / １５日（木）朝席
講師 本多靜芳 先生
東京仏教学院講師・アーユス仏教国際協力ネットワーク理事・東村山市
万行寺住職・著書『
「歎異抄」を読む』
『いのち、見えるとき』他多数

（

蔵本通支坊 お取り越し報恩講 １１月２６日（月）夜席～２９日（木）朝席
講師 西光義秀 先生
元佐賀龍谷短大教授・奈良県宇陀郡万行寺住職
著書『われも六字のうちにこそ住め』『私のものさし仏のこころ』
２７日（火）夜席と２８日（水）夜席はありません
・

（

１２月
長ノ木本坊 お取り越し報恩講 １２月１３日（木）夜席～１６日（日）朝席
講師

永原智行

（本願寺派布教使・和歌山県由良町教専寺住職・
著書『阿闍世のすべて－悪人成仏の思想史－』

先生

・１４日（金）夜席と１５日（土）夜席はありません

