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 私たち真宗誠照寺派では、第３０世法主 ⼆條秀瑞猊下を中⼼に、若⼿僧侶、寺族が集ま
って、共に悩み、共に学び、共に歓び、そして仏法を広めていくための仲間として、「瑞朋
会（ずいほうかい）」を設⽴いたしました。
戦後７０年、⽬覚ましい科学技術の発達と物質的に豊かになることで、社会も⼤きく変わ

りました。⼈々が⾃⼰実現を追求した結果、村社会から都市部への⼈⼝流出、核家族化、孤
独化がすすみ、個々の苦しみや悩みも多様化したのかもしれません。
それと共に、我々お寺を取り巻く環境も⼤きく変わり、僧侶・寺族⾃⾝の悩みも深まってい
ます。
こんな時代だからこそ、まずは私たち僧侶⾃⾝が仏に導かれ、仏法を歓ぶ姿でありたい、

そして、有縁の⽅々の苦しみ、悩みに寄り添い、お念仏によって共に救われていく事をお⽰
しできる、みんなのためのお寺、寺族でありたいと⼼から願っています。

 

御法主さま ご挨拶

 

平成３０年４⽉より、瑞朋会は新たに会則に基づき運営をされることとなりました。
■瑞朋会会則■（2018年4⽉1⽇施⾏）

 

会員僧侶の感話 

 

 活動のようす
 
 現在までに、若⼿僧侶の座談会、教学の講義、法話伝道の研修会、親睦会、研修旅⾏などを⾏っています。

 

 2011年
 平成23年7⽉30⽇ 「young座談会in summer2011」開催 

 ご法主を中⼼に、若⼿僧侶⼀同が集まり、お互いに不安なこと、悩んでいること、思っている事などを開⽰
しそれぞれ話し合いました。その結果、教団としてまずは、僧侶としての教化伝道の研修会に⼒を⼊れること
になりました。

 2012年
 

 平成24年2⽉25，26⽇ 若⼿僧侶教化伝道研修会（宿泊学習研究会）「法話 DE 輪」（池⽥町冠荘にて）

 ⾕川弘顕師を講師にお招きし、⼀泊⼆⽇で法話伝道の研修を⾏いました。また、寝⾷を共にすることで、参
加者お互いの同朋として親睦も深めることが出来ました。

 
 (5⽉〜2013年2⽉）

  若⼿僧侶教化伝道研修会を全13回⾏いました。主に教学、伝道、誠照寺派声明を学びました。
 

http://www.jyosyoji.jp/mainpage/zuihokaihoshuaisatsu.html
http://www.jyosyoji.jp/mainpage/zuihokai/zuihoukaikaisoku2018.html
http://www.jyosyoji.jp/mainpage/zuihokai/nanmanda.html
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2013年度（5⽉〜2014年2⽉）  
全14回、伝道講座や声明講座、7⽉には京都現地研修会（親鸞聖⼈の出⽣から法然上⼈に学ばれるまでのご旧
跡めぐり）などを⾏いました。7⽉28⽇の現地研修の際に、若⼿僧侶・寺族の会の名称が「瑞朋会」に決まり
ました。

 2014年度（5⽉〜2015年2⽉）

 2014年度も伝道講座や研修旅⾏など⾏いました。
 今年は伝道講座を受講した若⼿僧侶による法話発表会も⾏い、
 設⽴⽬的でもある布教伝道の成果の⼀つをカタチにいたしました。

 5⽉24⽇、25⽇越後研修旅⾏

   

 11⽉24⽇ 御正忌報恩講にて、瑞朋会の研修を受けた若⼿僧侶⽅による法話会を⾏いました。

   
 徳正寺住職  南光寺副住職  弘願寺副住職  霊泉寺副住職

2⽉22⽇ 今年度まとめ研修が⾏われました。

 

 2015年度 （2015年4⽉〜2016年3⽉）

 2016年度 （2016年4⽉〜2017年3⽉）

 2017年度 （2017年4⽉〜2018年3⽉）

 2018年度 （2018年4⽉〜2019年3⽉）

 2019年度 （2019年4⽉〜2020年3⽉）

 2020年度   （2020年4⽉〜2021年3⽉） についてはコロナ感染症防⽌のため、集合
研修などは中⽌といたします。別途ネット上のミーティングを企画しております。

http://www.jyosyoji.jp/zuihokai2013.html
http://www.jyosyoji.jp/zuihokai2014.html
http://www.jyosyoji.jp/zuihokai2015.html
http://www.jyosyoji.jp/mainpage/zuihokai/zuihokai2016.html
http://www.jyosyoji.jp/mainpage/zuihokai/zuihokai2017.html
http://www.jyosyoji.jp/mainpage/zuihokai/zuihokai2018.html
http://www.jyosyoji.jp/mainpage/zuihokai/zuihokai2019.html


2021/4/2 誠照寺派瑞朋会

www.jyosyoji.jp/mainpage/zuihokai/zuihoukai2018top.html 3/3



2021/4/2 瑞朋会2013

www.jyosyoji.jp/zuihokai2013.html 1/1

瑞朋会（若⼿僧侶研修）２０１３年度

⽇時 講師 内容

５⽉１８⽇（⼟）９時〜１１:３０ 三崎霊証師 伝道講座「他⼒本願」

６⽉２９⽇（⼟）１４時〜１６時 ⾃主学習 親鸞聖⼈のご⽣涯（現地研修予備学習）

７⽉２８⽇（⽇）終⽇ 現地研修
京都⽅⾯（誕⽣〜法然上⼈の元まで）
 若⼿僧侶の会の名称が、「瑞朋会」に決まる。

７⽉１８⽇（⽊）６時〜７時 牧野豊丸師 暁天講座

１９⽇（⾦）同上 ⾥⾒淳英師 暁天講座

２０⽇（⼟）同上 中村祐順師 暁天講座

８⽉２４⽇（⼟）１４時〜１６時 三崎霊証師 伝道講座「悪⼈正機」

８⽉３１⽇（⼟）９時、１４時
９⽉１⽇（⽇）９時、１４時

浅野⽞誠師

夏期特別講習会
講題「親鸞の現代」
法話「なんちゅうしなんむかし」
声明研修会（法主、本正寺住職）

９⽉１５⽇ 前法主１３回忌法要

１１⽉１６⽇（⼟）１４時〜１６時 法主猊下 声明研修会(２回⽬）

１２⽉２１⽇（⼟）１４時〜１６時
  18時〜忘年会（於マイルイ）

法専寺住職
磯⼭霊秀師

伝道講座「七⾼僧」

２６年 １⽉１８⽇（⼟）１４時〜１６時 三崎霊証師 伝道講座「往⽣浄⼟」

２６年 ２⽉２３⽇（⽇）９時〜１５時 ⾕川弘顕師

伝道講座まとめ

http://www.mairui.jp/


2021/4/2 瑞朋会2014

www.jyosyoji.jp/zuihokai2014.html 1/2

瑞朋会2014年度 年間スケジュール
2014年度の年間スケジュール予定です。今後変更になる場合があります。
（2015年1⽉22⽇更新）

※Ustream動画については、１１⽉１⽇以降閲覧ができなくなります。
  １１⽉１⽇以降に過去の研修模様をご覧になりたい⽅は、内局・安野までご連絡下さい。

参加費︓1講座500円（教学・伝道のみ）、開催場所︓本⼭⼤研修室 担当︓禿妙知
教師資格単位は ４講座受講で１単位

⽇時 講師 内容

5⽉10⽇
（⼟）14時
〜

⾃主学習 親鸞聖⼈の⽣涯（事前勉強会）

5⽉24⽇
（⼟）〜25
⽇（⽇）

現地研修 親鸞聖⼈の⽣涯 越後⽅⾯現地研修会

6⽉28⽇
（⼟）14時
〜

藤枝宏壽師 伝道講座 （研修模様はUstream動画）

7⽉15⽇
（⽕）6時〜

本願寺派
教應寺 奥⽥順
誓 師

暁天講座「唯除五逆ということ」 （※単位はつきません）

7⽉16⽇
（⽔）6時〜

本願寺派
光楽寺 ⾕間徹誠
師

暁天講座「経教は鏡の如し」   （※単位はつきません）

7⽉17⽇
（⽊）6時〜

⼤⾕派
徳願寺 今川雅照
師

暁天講座「仏縁を⽣きる」     （※単位はつきません）

7⽉27⽇
（⽇）14時
〜

藤枝宏壽師 伝道講座（研修模様はUstream動画）

8⽉2⽇
（⼟）9時講
座
 14時〜法
話
8⽉3⽇
（⽇）9時講
座
 14時〜法
話

天岸浄圓師

夏期特別講習会 午前講義（対⾯所）
           午後法話（御影堂）
（講題︓親鸞聖⼈のお⼿紙をいただく）
 2⽇（⼟）午前講義 
   前半（研修模様はUstream動画）
   後半（研修模様はUstream動画）
 3⽇（⽇）午前講義 
   前半（研修模様はUstream動画）
   後半（研修模様はUstream動画
 ２⽇受講で１単位

8⽉23⽇
（⼟）14時
〜

ご法主猊下
声明講座（⼗⼆礼、甲念仏）
 （研修模様はUstream動画）

9⽉13⽇
（⼟）14時

藤枝宏壽師 伝道講座

http://www.jyosyoji.jp/zuihotour2014.html
http://ryokeiji.net/
http://www.ustream.tv/recorded/49281799
http://ryokeiji.net/
http://www.ustream.tv/recorded/50579884
http://www.ustream.tv/recorded/50813732
http://www.ustream.tv/recorded/50816871
http://www.ustream.tv/recorded/50862759
http://www.ustream.tv/recorded/50865953
http://www.ustream.tv/recorded/51729291
http://ryokeiji.net/
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〜

11⽉15⽇
（⼟）10時
〜
         
14時〜

藤枝宏壽師

ご法主猊下

伝道講座

声明講座

11⽉24⽇
（⽉）14時
〜

御正忌報恩講 若⼿僧侶 4名による 法話会

  
 徳正寺住職 吉⽥真了⽒
「還相回向のかたち」

 南光寺副住職 波多野健洋⽒
「他⼒本願」

  
 弘願寺副住職 本多宏紹⽒
「私ともう⼀⼈の私」

 霊泉寺副住職 畠⼭真証⽒
「仏は磁⽯のごとし」

12⽉20⽇
（⼟）14時
〜

藤枝宏壽師
伝道講座

法話実習発表  ⻄正寺・刑部信洋⽒、願正寺・吉⽥彰誠⽒

27年2⽉22
⽇（⽇）
9時〜
（昼⾷付⼀⼈
1000円）

⾕川弘顕師 伝道講座まとめ

http://ryokeiji.net/


2021/4/2 瑞朋会2015

www.jyosyoji.jp/zuihokai2015.html 1/1

瑞朋会2015年度 年間スケジュール
2015年度の年間スケジュール予定です。今後変更になる場合があります。

【悩みを共有できる教団をめざして】
テーマ「真宗、今 盛んなり」

参加費︓1講座500円（教学・伝道のみ）、開催場所︓本⼭⼤研修室 担当︓禿妙知
教師資格単位は ４講座受講で１単位

⽇時 講師 内容

4⽉25⽇（⼟）16時〜
         19時〜

 
 5⽉の現地研修事前勉強会
後、出雲路派様伝灯奉告法要若⼿法話⼤会聴聞

5⽉9⽇（⼟）14時〜 朝倉昌紀師 教学「正信偈」

5⽉24⽇（⼟） 現地研修（⽇帰り） 親鸞聖⼈の⽣涯 ⽐叡⼭⽅⾯

6⽉13⽇（⼟）14時〜 牧野豊丸師 伝道講座 法話「問題提起」

7⽉14⽇（⽕）6時〜
本願寺派 ⻄宮寺
三崎霊証 師

暁天講座 「 ⽣と死の意味と⽅向」 （※単位はつ
きません）

7⽉15⽇（⽔）6時〜
本願寺派 應⾏寺
荻野⾄ 師

暁天講座 「親の⼼ 無限⼤」  （※単位はつきませ
ん）

7⽉16⽇（⽊）6時〜
⼤⾕派 託願寺
牧野豊丸 師

暁天講座 「浄邦縁熟して-王舎城物語-」     
（※単位はつきません）

7⽉25⽇（⽇）14時〜 朝倉昌紀師 教学「正信偈」

 8⽉8⽇（⼟）14時〜  牧野豊丸 師  伝道講座 法話「座談会」

8⽉22⽇（⼟）9時講座
 14時〜法話
8⽉23⽇（⽇）9時講座
 14時〜法話

⼤江憲成 師
（九州⼤⾕短期⼤学学
⻑）

夏期特別講習会 午前講義（対⾯所）
           午後法話（御影堂）

 ２⽇受講で１単位

9⽉12⽇（⼟）14時〜 朝倉昌紀師 教学「正信偈」

 10⽉ 未定  ご法主猊下  声明講座

11⽉14⽇（⼟） 14時〜 牧野豊丸 師 伝道講座 法話「実践」

 11⽉23⽇（⽉）14時〜  若⼿僧侶  瑞朋会法話会 予定

12⽉12⽇（⼟）14時〜 朝倉昌紀師 教学 「正信偈」

28年2⽉21⽇（⽇）9時 ⾕川弘顕師 伝道講座まとめ
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瑞朋会2016年度 年間スケジュール

2016年度の年間スケジュール予定です。今後変更になる場合があります。

3⽉現在

【悩みを共有できる教団をめざして】
テーマ「真宗、今 盛んなり」

対象者︓真宗誠照寺派住職、住職後継者、坊守
参加費︓1講座500円（教学・伝道のみ）、開催場所︓本⼭⼤研修室 担当︓禿妙知
教師資格単位は ４講座受講で１単位

⽇時 講師 内容

５⽉１４⽇(⼟) 
午後2:00〜4:00

現地事前研修 テキスト「親鸞の⽣涯」北関東⽅⾯

５⽉２８．２９⽇(⽇) 
１泊２⽇

現地研修 北関東(稲⽥．⾼⽥専修寺など)

６⽉１１⽇(⼟) 
午後2:00〜4:00

牧野豊丸 師 伝道 

7⽉１３⽇(⽔) 
午前6:00〜7:00

荻野 ⾄師 暁天講座「帰るということ」

7⽉１４⽇(⽊) 
午前6:00〜7:00

藤下晃厳 師 暁天講座「念仏ひとつ すくいのまんなかに」

7⽉１５⽇(⾦) 
午前6:00〜7:00

牧野豊丸 師
暁天講座「あさおきの あさの念仏 きょうのはつご
と」

８⽉２０⽇
(⼟)
 ２１⽇(⽇)

午前9:00講
義
午後2:00法
話
午前9:00講
義

午後2:00法
話

池⽥勇諦 師
（元同朋⼤学学⻑）

夏期特別講習会 
 講題 社会の問題と真宗⼈
 法話 念仏のすくい－不安に⽴つー
  (法話︓受講者全員聴聞)

８⽉２７⽇(⼟) 
午後2:00〜4:00

御法主猊下 声明・座談会 

９⽉１０⽇(⼟) 
午後2:00〜4:00

牧野豊丸 師 伝道

１１⽉２３⽇(⽔) 
午後2:00〜4:00

研修⽣代表 御正忌『法話⼤会』予定

１２⽉１０⽇(⼟) 
午後2:00〜4:00

御法主猊下 声明・座談会・忘年会
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瑞朋会2017年度（平成２９年度）
年間スケジュール

2017年度の年間スケジュール予定です。今後変更になる場合があります。

対象者︓真宗誠照寺派住職、住職後継者、坊守
参加費︓1講座500円（教学・伝道のみ）、開催場所︓本⼭⼤研修室 
教師資格単位は ４講座受講で１単位

⽇時 講師 内容 単位数

４⽉８⽇(⼟) 
午後2:00〜4:00

現地事前研修 奈良現地学習会⾃主学習  

４⽉２３⽇（⽇） 現地研修 奈良⽅⾯  

７⽉１⽇(⼟) 
午後2:00〜4:00

牧野豊丸 師
親鸞聖⼈の御消息に学ぶ
第1通、第2通⽬ 

 0.25

7⽉11⽇（⽕） 
午前6:00〜7:00

藤下慈昭 師
（本願寺派唯宝寺）

暁天講座「 ⽣きる「根」としての仏教」  

7⽉12⽇（⽔） 
午前6:00〜7:00

牧野豊丸 師
（⼤⾕派託願寺）

暁天講座「弥陀成仏のこのかたは 」  

7⽉13⽇（⽊）
午前6:00〜7:00

佐々⽊和則 師
（本願寺派称名寺）

暁天講座「念仏のご縁に遇う 」  

８⽉26⽇
(⼟)
 27⽇
(⽇)

午前9:00
講義
午後2:00
法話
午前9:00
講義

午後2:00
法話

森⽥眞円 師
（京都⼥⼦⼤学教授）

夏期特別講習会 
 講題 「善導⼤師と『観無量寿経』」
 法話 「願いに⽣かされて」
  (法話︓受講者全員聴聞)

2⽇で1.0単
位 

８⽉未定 
午後2:00〜4:00

御法主猊下 声明・座談会   

９⽉16⽇(⼟) 
午前10時~12時
※当初と⽇程変更になって
います

牧野豊丸 師
親鸞聖⼈の御消息に学ぶ
第3通⽬

 0.25

11⽉23⽇(⽉) 
午後2:00〜4:00

研修⽣代表 御正忌『法話⼤会』（未定）  

 11⽉25⽇（⽔）  御正忌逮夜法話  
 11⽉26⽇（⽊）  御正忌逮夜法話  
12⽉16⽇(⼟) 
午後2:00〜4:00

牧野豊丸 師
親鸞聖⼈の御消息に学ぶ
第4通~第6通⽬

 0.25
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瑞朋会2018年度（平成30年度）
年間スケジュール

2018年度の年間スケジュール予定です。今後変更になる場合があります。

対象者︓真宗誠照寺派住職、住職後継者、坊守
参加費︓1講座500円（教学・伝道のみ）、開催場所︓本⼭⼤研修室 
教師資格単位は ４講座受講で１単位

⽇時 講師 内容 単位数

４⽉14⽇(⼟) 
午後2:00〜4:00

現地事前研修
（善福寺安野元紹）

愛知三河現地学習会⾃主学習  

5⽉27⽇（⽇） 現地研修 現地研修（愛知県三河⽅⾯）⽇帰り  

 6⽉16⽇（⼟）
午後2︓00〜4︓00

 
誠照寺派作法（１）葬儀の作法
（枕経〜寺納⾻、初七⽇までの作法）
座談会・セレモニーホール想定での実演

  0.25

7⽉11⽇（⽔） 
午前6:00〜7:00

荻野 ⾄ 師
（應⾏寺）

暁天講座 「無常の世を⽣きる」  

7⽉12⽇（⽊） 
午前6:00〜7:00

三嵜霊証 師
（⻄宮寺） 暁天講座 「如来の矜哀」  

7⽉13⽇（⾦）
午前6:00〜7:00

牧野豊丸 師
（託願寺）

暁天講座「「弥陀の本願まことにおわしまさば
 釈尊の説教、戯⾔なるべからず」－歎異抄－」  

７⽉28⽇
(⼟)
 29⽇
(⽇)

午前9:00
講義
午後2:00
法話
午前9:00
講義

午後2:00
法話

⼀楽 真 師
（⼤⾕⼤学教授）

夏期特別講習会 
 講題 「親鸞聖⼈の往⽣論」
  午前のみ受講料派内寺族1⽇500円
 法話 「念仏もうす⽣活」
  (法話︓受講者全員聴聞)

2⽇で
1.0単位 

8⽉25⽇（⼟）
午後2︓00〜4︓00

御法主猊下

御⽂章（御法主を中⼼に座談形式）
●誠照寺のご⽂章について（如覚上⼈勧化抄と秀か
ん上⼈御⽂章草案の歴史の説明）
●第2通⽬（当流安⼼の⼀義）
●第15通⽬（報恩講）についての勉強

0.25

11⽉10⽇（⼟）
午後2︓00〜4︓00

 誠照寺派作法（２） 0.25

12⽉8⽇(⼟) 
午後2:00〜4:00

御法主猊下

御⽂章（ご法主を中⼼に座談形式）
●第6通⽬（濁世末代のともがら）
●第16通⽬（それ⼈間のあだなる躰）
●第20通⽬（しづかにおもんみるに）

 0.25
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瑞朋会2019年度（平成31年・令和元年度）
年間スケジュール

2019年度の年間スケジュール予定です。今後変更になる場合があります。

対象者︓真宗誠照寺派住職、住職後継者、坊守
参加費︓1講座500円（教学・伝道のみ）、開催場所︓本⼭⼤研修室 
教師資格単位は ４講座受講で１単位

⽇時 講師 内容 単位数

４⽉20⽇(⼟) 
午後2:00〜4:00

現地事前研修
（善福寺安野元紹）

⾶騨地⽅現地学習 ⾃主学習会  

5⽉25（⼟）、26
（⽇）

現地研修 現地研修 ⾶騨⾼⼭・越中五箇⼭  

 6⽉8⽇（⼟）
午後2:00〜4:00

 誠照寺派作法（１）法名について
（法名授与について・書道練習ほか）

  0.25

7⽉10⽇（⽔） 
午前6:00〜7:00

藤井智興 師
（正善寺）

暁天講座 「つねにわが⾝をてらすなり」  

7⽉11⽇（⽊） 
午前6:00〜7:00

磯⼭⼤⾏ 師
（法専寺） 暁天講座 「「親⼼ ⼦知らず」とは私の事」  

7⽉12⽇（⾦）
午前6:00〜7:00

佛⽊道宗 師
（本覚寺） 暁天講座 「私の出遇った念佛者」  

７⽉20
⽇
(⼟)
 21⽇
(⽇)

午前9:00講義
午後2:00法話
午前9:00講義

午後2:00法話

天岸浄圓 師
（⾏信教校教授）

夏期特別講習会 
 講題 「親鸞教学の構造」
  午前のみ受講料派内寺族1⽇500円
 法話 「仏さまをおがむ」
  (法話︓受講者全員聴聞)

2⽇で1.0単
位 

8⽉24⽇（⼟）
午後2:00〜4:00

御法主猊下
御⽂章（御法主を中⼼に座談形式）
●

0.25

11⽉30⽇（⼟）
午後2:00〜4:00

 誠照寺派作法（２）寺族の葬儀について 0.25

12⽉14⽇(⼟) 
午後2:00〜4:00

御法主猊下
御⽂章（ご法主を中⼼に座談形式）
●

 0.25


