西教寺法座（仏さまのお
話を聞く会）のご案内

２０２２年
令和４年

【朝席】8 時 30 分～ 10 時 30 分 【昼席】13 時～ 15 時 【夜席】19 時 30 分～ 21 時
浄土真宗は聞法（教えを聞くこと）が要です。どうぞお参りください。はじめての方大歓迎。
お参りの際は、ご家族の同意を得てマスク着用でお願いします。本堂は定員を設け、定員超
の場合は第 2 会場でお聴聞いただきます。参加費 ( ご法礼 ) はお気持ち（喜捨）
を封筒に入れ、お名前（ﾌﾙﾈｰﾑ・☎）を記入の上帳場に。開始１時間前に警報が
出ていたら中止です。
ご自宅でも視聴できます。 呉市西教寺 YouTube
長ノ木本坊
蔵本通支坊
三津田支坊

長ノ木町 16-10
中央 7-7-13
三条 4-13-7   

☎ 0823(21)3714
☎ 0823(21)2798
☎ 0823(21)5895

２月 三津田支坊 お繙法座 ２月５日（土）夜席 / ６日（日）昼席 / ７日（月）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２６日（土）夜席 / ２７日（日）朝席・昼席 / ２８日（月）朝席
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）

春彼岸会
東元晃慈

３月５日（土）夜席 / ６日（日）朝席・昼席

先生（広島仏教学院・真宗学寮講師・本願寺派布教使・呉市蒲刈町浄泉寺衆徒）

春彼岸会 ３月２０日（日）夜席 / ２１日（月）朝席・昼席 / ２２日（火）朝席
高松秀峯

先生（広島仏教学院院長・真宗学寮理事長・広島市中区西向寺住職）

春彼岸会 ３月２８日（月）夜席 / ２９日（火）朝席・昼席
清胤弘英

先生

カルチャーセンター講師・見真学園広島音楽高校宗教
（NHK
担当・本願寺派布教使・安芸太田町正覚寺住職

４月 三津田支坊 春の永代経 ４月１７日（日）昼席
４月 三津田支坊
定例法座
４月１８日（月）朝席・昼席
講師 自勤（西教寺住職）

蔵本通支坊 春の永代経 ４月２３日（土）昼席・夜席 / ２４日（日）朝席・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・浄土真宗本願寺関係学校同和教育推進委員長

５月 三津田支坊 宗祖降誕会 ５月６日（金）夜席 / ７日（土）朝席・昼席
講師

長ノ木本坊
講師

蔵本通支坊
講師

６月 長ノ木本坊
講師

蔵本通支坊
講師

蔵本通支坊
講師

７月 三津田支坊
講師

７月 三津田支坊
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）

宗祖降誕会 ５月２１日（土）夜席 / ２２日（日）朝席・昼席 / ２３日（月）朝席
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）

宗祖降誕会 ５月２９日（日）夜席 / ３０日（月）朝席・昼席
金山玄樹

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副住職）

仏婦研修会

６月４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』

仏婦研修会 ６月２５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』

門徒講法座 ６月２６日（日）朝席・昼席 / ２７日（月）朝席
武田正文

先生 （臨床心理士・公認心理師・島根県高善寺副住職）

仏婦研修会

７月３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

７月２日（土）夜席 / ４日（月）朝席

自勤（西教寺僧侶）

７月 長ノ木本坊

安居会

７月２３日（土）夜席 / ２４日（日）朝席・昼席 / ２５日（月）朝席

       講師 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 三津田支坊 歓喜会・初盆法要・納骨堂お盆法要
７月 三津田支坊 仏婦研修会８月６日（土）昼席 / ７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・初盆法要・合同墓お盆法要・全戦争死没者追悼法要
７月 三津田支坊 仏婦研修会８月１４日（日）朝席 /１５日（月）朝席・夜席 /１６日（火）朝席
・１４日（日）朝席 歓喜会・初盆法要・合同墓お盆法要
・１５日（月）朝席 歓喜会・初盆法要・合同墓お盆法要・全戦争死没者追悼法要
・１６日（火）朝席 歓喜会・ご命日最勝講法座
講師 自勤（西教寺僧侶）

蔵本通支坊 第１０５回 白道会大会会８月２０日（土）昼席 / ２１日（日）朝席・昼席
講師 天岸淨圓 先生
大阪行信教校校長・大阪市東住吉区西光寺住職・著書『浄土真宗の生き方 - 愚禿を名のった親鸞聖人 -』
『お
彼岸とわたし』
『蓮如上人のキーワード』
『御文章ひらがな版を読む』
『お念仏の仏道を歩む（共著）
』他多数。
・２０日（土）昼席 公開講演会 参加５００円

（

９月 三津田支坊

秋彼岸会引上
大江弘宣

講師

９月９日（金）夜席 / １０日（土）朝席・昼席

先生（焼山浄心寺副住職・元崇徳学園宗教担当教員）

長ノ木本坊 秋彼岸会 ９月２１日（水）夜席 /２２日（木）朝席・昼席 /２３日（金）朝席
福間玄猷

蔵本通支坊

先生

（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

秋彼岸会延修 ９月２８日（水）夜席 / ２９日（木）昼席 / ３０日（金）朝席

講師 自勤（西教寺僧侶）

１０月
三津田支坊

定例法座 １０月８日（土）夜席 / ９日（日）昼席 / １０日（月）朝席

講師

自勤（西教寺僧侶）

長ノ木本坊 秋の永代経・前坊守３回会法要 １０月２１日（金）夜席 / ２２日（土）朝席・昼席
講師 寺田教昭 先生（本願寺派布教使・福岡県田川市西覚寺）
※前坊守３回会は、この度は長ノ木本坊のみ、蔵本通支坊・三津田支坊の生中継はありません。３密回避のた
め、２１日・２２日、いずれの席も３回会法要を兼ねてつとめます。お参りしやすい席にご参詣ください。

１１月 三津田支坊
講師

お取り越し報恩講 １１月１２日（土）夜席 / １３日（日）朝席・昼席

浅野執持

先生

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』
『絵ものがたり正信偈―インドから中国へ ひかりを伝えたお坊さま』

（

１１月 蔵本通支坊 お取り越し報恩講
１１月２６日（土）夜席 / ２７日（日）朝席・昼席 / ２８日（月）朝席
講師

松本智量

先生

アーユス仏教国際協力ネットワーク副理事長・「寺ネット・サンガ」事務
局員、「自死・自殺に向き合う僧侶の会」事務局長・八王子市延立寺住職

（

１２月 長ノ木本坊 お取り越し報恩講
１２月１４日（水）夜席 / １５日（木）朝席・昼席 / １６日（金）朝席
講師

加藤順教

先生

（本願寺派布教使・四條畷市自然寺住職・B.D.M コスモス〈真宗伝道研究会・わらべ聞法会〉主宰）

２０２３年１月 ご正當報恩講・前住職３回会法要
長ノ木本坊 １月１５日（土）朝席・夜席 / １６日（日）朝席 / １月１７日（月）昼席
２０２３年３月 西教寺第１６世住職継職ならびに諸堂落慶法要
オ ン ラ イ ン 法 話
蔵本通支坊 ３月２１日（火）１０時 稚児行列・初参式・入園入学奉告式 ケネス田中先生
２１日（火）１５時 記念帰敬式
三津田支坊 ３月２６日（日）９時半 住職継職法要・諸堂落慶法要 釋徹宗先生
長ノ木本坊 ３月２６日（日）１４時 住職継職法要・諸堂落慶法要 釋徹宗先生

