西教寺法座（仏さまのお
話を聞く会）のご案内

２０２０年
令和２年

※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（火）朝席・昼席 /１５日（水）朝席・夜席 /１６日（木）朝席
・１５日（水）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（木）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
講師 自勤（西教寺僧侶）

三津田支坊 御正當報恩講 １月１６日（木）昼席・夜席 /１７日（金）朝席・昼席
・１６日（木）夜席 『御絵伝』
（親鸞さまの伝記絵巻物）絵解きとお善哉
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）

蔵本通支坊 御正當報恩講 １月２５日（土）夜席 /２６日（日）朝席・昼席 /２７日（月）朝席
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）
・２５日（土）夜席 『御絵伝』
（親鸞さまの伝記絵巻物）絵解きと甘酒

２月 三津田支坊 お繙法座 ２月１０日（月）昼席 /１１日（火）朝席・夜席 /１２日（水）朝席
講師

蔵本通支坊
講師

３月 三津田支坊
講師

長ノ木本坊
講師

蔵本通支坊
講師

自勤（西教寺僧侶）

お繙法座 ２月２８日（金）昼席・夜席 / ２９日（土）朝席・昼席
鈴木君代 先生
（真宗大谷派僧侶・東本願寺勤務・シンガーソングライター・著書『いのちの花を咲かせよう』
）

春彼岸会
福間玄猷

３月１３日（金）昼席・夜席 / １４日（土）朝席・昼席

先生

春彼岸会
金山玄樹

（本願寺派布教使・三次市源光寺住職・グリーフケアアド
バイザー 1 級／発達障害コミュニケーション初級指導者

３月１９日（木）昼席・夜席 / ２０日（金）朝席・昼席

先生（九州龍谷短大非常勤講師・本願寺派輔教・福岡県田川郡浄圓寺衆徒）

春彼岸会 ３月２７日（金）昼席・夜席 / ２８日（土）朝席・昼席
浅野執持

（広島仏教学院講師・今治市万福寺・
著書『絵ものがたり正信偈―ひかりになった、王子さま 』

先生

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２９日（日）１３時３０分～１４時３０分
４月 蔵本通支坊 春の永代経 ４月１７日（金）夜席 /１８日（土）朝席・昼席 /１９日（日）朝席・昼席
講師

毛利悠

京都造形芸術大学講師・元龍谷平安高校教諭・
（浄土真宗本願寺関係学校同和教育推進委員長

先生

三津田支坊 春の永代経 ４月２６日（日）昼席
定例法座
４月２７日（月）朝席・夜席 / ２８日（火）朝席
講師 自勤（西教寺住職）

５月 三津田支坊 宗祖降誕会引上 ５月８日（金）昼席・夜席 / ９日（土）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・輔教・呉市蒲刈町浄泉寺衆徒）
・９日（土）朝席後お斎（とき）

長ノ木本坊

宗祖降誕会

５月１９日（火）夜席～２１日（木）朝席

講師

吉崎哲真 先生
（本願寺派布教使・安芸教区平和環境部会九条の会担当・佐伯区湯来町西法寺住職）
・２１日（木）お抹茶のお接待（要チケット）・音楽鑑賞

蔵本通支坊
講師

宗祖降誕会延修 ５月２８日（木）夜席 /２９日（金）朝席・昼席 /３０日（土）朝席・昼席

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』
）
・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
講師

蔵本通支坊

仏婦研修会

６月６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２０日（土）夜席 / ２１日（日）朝席・昼席 / ２２日（月）朝席

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 )
・２１日（日）昼席 青原映画作品「赤倉ホテルの念仏ばあちゃん」上映

仏婦研修会
講師

７月
三津田支坊

自勤（西教寺僧侶） テキスト『仏教婦人会ハンドブック』

仏婦研修会

講師

長ノ木本坊

７月５日（日）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
講師

６月２７日（土）１３時３０分～１５時３０分

７月６日（月）朝席・夜席 / ７日（火）朝席

自勤（西教寺僧侶）

安居会 ７月２５日（土）夜席 /２６日（日）朝席・昼席・夜席 /２７日（月）朝席

講師

苅屋光影

先生（本願寺派布教使・連研中央講師・福山市神辺町光行寺副住職）

８月
三津田支坊 歓喜会・納骨堂お盆法要 ８月８日（土）夜席 / ９日（日）朝席・昼席
講師

小武正教

先生（本願寺派布教使・三次市西善寺住職・念仏者九条の会事務局）

長ノ木本坊 歓喜会 ８月１４日（金）朝席・夜席 /１５日（土）朝席・夜席 /１６日（金）朝席
講師 自勤（西教寺僧侶）
・１４日（金）朝席 初盆法要
・１５日（土）朝席 初盆法要・全戦争死没者追悼法要
・１６日（日）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

蔵本通支坊 第１０４回 白道会大会 ８月２９日（土）昼席・夜席 / ３０日（日）朝席・昼席
講師 殿平善彦 先生
空知民衆史講座代表 ･ 東アジアワークショップ共同代表・強制連行強制労働犠牲者を考える北海道フォーラム共同代表・北海道深川市一乗
寺住職・著書『念仏の鼓動』『若者たちの東アジア宣言―朱鞠内に集う日・韓・在日・アイヌ』『遺骨―語りかける命の痕跡』『クッキー物語』
・３０日（日）昼席 公開講演会 参加５００円（会員は２００円）

（
９月
三津田支坊

秋彼岸会引上

講師

長ノ木本坊

９月６日（日）昼席・夜席 / ７日（月）朝席・昼席

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）

秋彼岸会 ９月２１日（月）夜席 / ２２日（火）朝席・昼席 / ２３日（水）朝席

講師

蔵本通支坊

坂原英見
寺田教昭

先生（本願寺派布教使・福岡県田川市西覚寺）

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

講師 自勤（西教寺僧侶）

１０月
三津田支坊

定例法座 １０月２５日（日）夜席 /２６日（月）朝席・昼席 /２４日（火）朝席

講師

自勤（西教寺僧侶）

長ノ木本坊 秋の永代経・合同墓法要 １０月３日（土）昼席・夜席 / ４日（日）朝席・昼席
講師

祖父江佳乃

講師

瀧渕良孝

先生（愛知県名古屋市真宗大谷派有隣寺住職・節談説教継承者）

１１月
三津田支坊 お取り越し報恩講 １１月１２日（火）夜席 / １３日（水）朝席・昼席 / １４日（木）朝
先生（本願寺派布教使・元伝道院住職課程専任講師・佐伯区正覚寺住職）

蔵本通支坊 お取り越し報恩講 １１月２５日（水）夜席～２８日（土）朝席
講師

未定

・２６日（木）夜席と２７日（金）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（日）夜席～１６日（水）朝席
講師

片江哲海（元本願寺中央相談員・連研中央講師、佐賀県神崎郡西福寺住職）

・１４日（月）夜席と１５日（火）夜席はありません

