平成 27 年度事業計画

（平成 27 年４月１日～平成 28 年３月３１日まで）

１．定期講演会の実施
在家者に対する仏教思想普及に関する定期講演会については、本年度は以下のような
事業を実施する。
・会
場
全国８カ所（東京都千代田区、大阪市、名古屋市、福岡市

・開催回数

防府市、宇部市、札幌市、仙台市）
57 回

・来場見込（予定）
2,560 名
定期講演会８会場の詳細は次のとおり。
（敬称は略します。順不同。講師の方々は予定者を含みます。）

１）東京会場（原則として毎月第２及び第４土曜日午前 10 時から
東京都千代田区大手町一丁目・大手町ビル５階 513 号室）
・開催回数
19 回
・来場者見込
1,500 名
開催日
４月 25 日、５月９日・23 日、６月 13 日・27 日、７月 11 日
９月 12 日・26 日、10 月 10 日・24 日、11 月 14 日・28 日、12 月 12 日
１月９日・23 日、２月 13 日・27 日、３月 12 日・26 日
講師
奈良康明（曹洞宗大本山永平寺西堂）、石上善應（大正大学名誉教授）
本多弘之（親鸞仏教センター所長）、菅原伸郎（元新聞記者）
杉谷義純（大正大学理事長）、伊藤 益（筑波大学教授）
阿満利麿（明治学院大学名誉教授）、今西順吉（北海道大学名誉教授）
浅見 洋先生（石川県立看護大学教授）、小野寺功（清泉女子大学名誉教授）
ほかの方々

２）大阪会場（原則として毎月第４金曜日午後３時から
大阪市北区堂島一丁目・堂島アバンザ 14 階）
・開催回数
９回
・来場者見込
450 名
開催日
４月 24 日、５月 22 日、６月 26 日、９月 25 日、10 月 23 日
11 月 27 日、１月 22 日、２月 26 日、３月 25 日
講師
山田法胤（法相宗大本山薬師寺管主）、田代俊孝（同朋大学教授）
奈倉道隆（東海学園大学名誉教授）、吹田隆道（浄土宗招善寺住職）

西山厚（帝塚山大学教授）、池見澄隆（佛教大学名誉教授）、 ほかの方々

３）名古屋会場（原則として毎月第３水曜日午後１時 30 分から
名古屋市中区丸の内三丁目・いちご丸の内ビル９階）
・開催回数
８回
・来場者見込
開催日

240 名

４月 15 日、５月 20 日、６月 17 日、９月 16 日、10 月 21 日
11 月 18 日、２月 17 日、３月 16 日
講師
衣斐弘行（臨済宗大泉寺住職）、加藤祐伸（真宗大谷派名古屋別院前輪番）
亀井鑛（元同朋新聞編集委員）、立川武蔵（国立民族学博物館名誉教授）
青山俊董（愛知専門尼僧堂堂長）、上沼雅龍（臨済宗妙心寺派長福寺住職）
ほかの方々

４）福岡会場（原則として毎月第４金曜日午後３時から
福岡市中央区博多駅前・福岡センタービル 13 階）
・開催回数
９回
・来場者見込
220 名
開催日
４月 24 日、５月 22 日、６月 26 日、９月 25 日、10 月 23 日
11 月 27 日、１月 22 日、２月 26 日、３月 25 日
講師
太田心海（浄土真宗本願寺派正行寺住職）、村上大朗（浄土真宗本願寺派布教使）
田畑正久（医師・龍谷大学教授）、菊城淳真（浄土真宗本願寺派普賢寺住職）
平兮宗賢（臨済宗乳峰寺前住職）、神原玄應（天台宗大興善寺住職）ほかの方々

５）防府会場（第２水曜日午後１時 30 分から
山口県防府市・地域協働支援センター）
・開催回数
３回
・来場者見込
30 名
開催日
５月 13 日、９月９日、11 月 11 日
講師
小林正純（曹洞宗極楽寺住職）、橋本隆道（曹洞宗護国寺住職）ほかの方々
６）宇部会場（第２金曜日午後１時 30 分から
山口県宇部市・宇部市文化会館ほか）
・開催回数
３回
・来場者見込
45 名

開催日
９月 11 日、11 月 13 日、３月 11 日
講師
長岡裕之（浄土真宗本願寺派龍雲寺住職）、松原徹心（曹洞宗光善寺住職）
ほかの方々

７）札幌会場（第３金曜日午後３時から
札幌市中央区大通西・井門札幌パークフロントビル４階）
・開催回数
３回
・来場者見込
開催日

30 名

７月 17 日、９月 18 日、３月 18 日
講師
金石晃陽（真宗大谷派光福寺住職）、石飛道子（北星学園講師）
ほかの方々

８）仙台会場（第２金曜日午後２時から
仙台市青葉区・仙台橋本ビル９階）
・開催回数
３回
・来場者見込
45 名
開催日
４月 10 日、７月 10 日、11 月 13 日
講師
華園聰麿（東北大学名誉教授）、佐々木邦世（中尊寺仏教文化研究所長）
ほかの方々

２．出版物の刊行
在家者に対する仏教思想普及に関する出版物の刊行については、本年度は以下のよう
な雑誌及び書籍を出版、販売する。

１） 月刊誌「在家佛教」
毎月１回発行、A５判 100 頁、定価 453 円（本体価格 419 円）
平成 27 年 5 月号（756 号）から平成 28 年 4 月号（767 号）まで
年間 54,000 部（１カ月 4,500 部）
２）既存書籍
協会創立 60 周年記念書籍 「悲喜をよろこぶ」・「掌を合わせて生きる」
加藤辨三郎著作
「いのち尊し」、「一字の力」、「教行信証のことば」、「日日あらたに」、「佛教と私」
「念佛のおすすめ」

金子大榮選集・著作
「阿弥陀経講話・正信偈講話」、「観無量寿経講話」、「大無量寿経講話・上」
「大無量寿経講話・下」、「歎異抄領解・歎異抄聞思録・上」、「歎異抄聞思録・下」
「人・佛」、「ありがたさについて」、「雑想観」、「念佛と人生」、「凡夫のさとり」
「光輪鈔」
写真と文集 「ブッダの道」

３．行事の実施
在家者に対する仏教思想普及に関する行事については、以下の事業を実施する。
１）在家仏教古寺巡りの会
平成 27 年９月 30（水）・10 月１日（木）
鎌倉（鈴木大拙ゆかりの寺院）
２）在家仏教坐禅の会
平成 27 年 11 月９日（月） 日帰り
会場：曹洞宗大本山總持寺（横浜市鶴見区）

４．その他目的を達するために必要な事業
１） 講演会の動画ネット配信
・対象：賛助会員、正会員
・目的：会員へのサービス向上
・配信する動画
平成 27 年度東京会場開催の講演会
２） 「在家佛教」誌の電子書籍販売
３） インターネットホームページの充実
・会員サイトの新設

５．連続講演会「悟りと浄土」の開催
１）目的：・連続講演会「鈴木大拙を読み直す」の盛況を受けて、
それとの繋がりを持ち、大拙の禅と浄土教の教えをより深める
・在家仏教協会の方向性を示す
２）開催期間：2015 年９月 26 日（土）より全 10 回の予定
３）コーディネーター：菅原伸郎先生（元朝日新聞「こころ」編集長）

