
「仏教聖典を生活に活かす会」は、

宗派にとらわれず、仏教精神を日常生活に

活かすことを目的に、「仏教聖典」をテキスト

とした、ユーモア溢れるご講師のお話と

和やかな雰囲気の中で仏教精神に触れられる

「ひらかれた会」となっております。

是非、皆さまのご参加をお待ちしております。

日　時

内　容

定　員

会　費

会　場

対　象

開催日程は裏面へ

毎月第4火曜日（原則）　※要事前申込

13:30～15:00 専任講師による講話。
※講義内容は裏面をご覧ください。

会場 : 30名／オンライン聴講 : 100名

会場参加 : 1000円（要事前申込・当日現金払い）

オンライン聴講 : 1000 円（要事前申込・クレジット決済のみ）

仏教伝道センタービル (〒108-0014 東京都港区芝4-3-14)

年齢、性別問いません。どなたでもご参加ください。

松本 智量（まつもと ちりょう）先生（1960 年生）

奇数月

偶数月

お申し込みはお電話・FAX・メールにて承ります。必要事項（お名前・住所・電話番号・メールアドレス）をお知らせください。

東京生まれ。龍谷大学文学部卒業。

浄土真宗本願寺派延立寺住職、

本願寺派布教使。東京仏教学院講師。

自死・自殺に向き合う僧侶の会事務局長。

認定 NPO 法人アーユス仏教国際協力

ネットワーク理事長。

八王子市仏教会理事長。

浄土真宗本願寺派 延立寺 住職

名取 芳彦（なとり ほうげん）先生（1958 年生）

真言宗豊山派布教研究所所長、豊山流大

師講詠匠。形ばかりの僧侶の自分に疑問

を持ち、仏教、寺、僧侶とは何かを模索

しつづけている。下町言葉で仏教を日常

に落しこんだ話は好評。

著書『気にしない練習』（三笠書房）、

『心がすっきり軽くなる般若心経』（永岡

書店）、『いちいち不機嫌にならない生き方』

（青春出版）、『空海　人生お遍路』（幻冬舎）、

『「いい人」のやめ方』（リベラル社）など多数。

もっとい不動 密蔵院 住職

ライブ配信しますので、オンラインで聴講できます。

参加費 : 1000 円 ※要事前申込・クレジット決済

詳しくは裏面をご覧ください

seikatsu@bdk.or.jp https://www.bdk.or.jp

【年間テーマ】日常から響く仏教～仏教シネマ＆仏教POP～

映画や音楽等には、仏教的に読み込める映画や仏教的なメッセージを
持つ作品が数多く存在する。どのような点を意識して鑑賞することで、
作品の中の仏教的な教えを発見することができるのか。
仏教的なものの見方で鑑賞するコツとは？

※2022 年度より新任



●JR 田町駅三田口 （西口） より徒歩 8 分

●都営地下鉄三田線、 都営地下鉄浅草線

　三田駅 A9 番出口より徒歩 2 分

※駐車場の設備はございません。
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※新型コロナウイルスの感染状況、 その他諸事情により、 開催日程およびテーマが変更になることがあります

■電　話 03-3455-5851
seikatsu@bdk.or.jp

【　　　　】 04 月 26 日 （火） 名取先生

【　　　　】 05 月 24 日 （火） 松本先生

【　　　　】 06 月 28 日 （火） 名取先生

【　　　　】 07 月 26 日 （火） 松本先生

【　　　　】 10 月 25 日 （火） 名取先生

【　　　　】 11 月 22 日 （火） 松本先生

【　　　　】 12 月 20 日 （火） 名取先生

【　　　　】 01 月 24 日 （火） 松本先生

【　　　　】 02 月 28 日 （火） 名取先生

【　　　　】 03 月 28 日 （火） 松本先生

※今回ご記入いただきました個人情報は、 当会の事業運営及びそれに関わる目的のみに使用し、 他の目的には使用致しません。

名取芳彦先生

松本智量先生

名取芳彦先生

松本智量先生

名取芳彦先生 

松本智量先生

名取芳彦先生

松本智量先生

名取芳彦先生

松本智量先生

第 1 回4月26日（火）

第 2 回5月24日（火）

第 3 回6月28日（火）

第 4 回7月26日（火）

第 5 回10月25日（火）

第 6 回11月22日（火）

第 7 回12月20日（火）

第 8 回 1 月24日（火）

第 9 回 2 月28日（火）

第10回 3 月28日（火）

観自在～ベキベキ星人からの変身

仏教における “救い” とは？～映像に学ぶ救いの具体相 【参考】 「おかえりモネ」

仏さまはお節介の総元締め

思い込みからの脱却～偏見や思い込みを崩す方法 【参考】 「十二人の怒れる男」

月ゆがむにあらず、 波さわぐなり

いまの一瞬を強く生きる～過去は変えられない？いいえ変えられます 【参考】 「あん」

水を牛が飲めば乳となり、 蛇が飲めば毒になる

今を確かに生きる～社会に氾濫する情報への接し方 【参考】 「ドント・ルック・アップ」

仏道てくてく

一水四見～ひとつの特徴だけに囚われることから離れよ 【参考】 「アナと雪の女王」

『和英対照仏教聖典』 ｐ.121

『和英対照仏教聖典』 pp.19-27

『和英対照仏教聖典』 ｐ.96

『和英対照仏教聖典』 pp.103-105

『和英対照仏教聖典』 ｐ.59

『和英対照仏教聖典』 pp.379-381

『和英対照仏教聖典』 ｐ.43

『和英対照仏教聖典』 pp.77-79

『和英対照仏教聖典』 ｐ.327

『和英対照仏教聖典』 pp.103-105

【2022年4月～2023年3月 日程　全10回】 テーマ

【オンライン聴講の申し込み】

ホームページの「生活に活かす会」の申し込みページからご希望の日程を選択し、参加費をクレジットにてお支払いください。
※お申し込み後の別日への変更は可能です

◆当日までの流れ
①オンライン聴講は「ＺＯＯＭ」のウェビナー機能を使用し、ライブ配信を行います。
  事前にＺＯＯＭアプリを公式サイトからダウンロードしインストールをお願いします。
  スマートフォン、タブレットからも視聴可能です。
②オンライン聴講に必要なURLが記載されたメールを、開催日の3日前に配信しますので、保管をお願いします。
③約10分前からオープンさせますので、講座開始前にURLをクリックし、スタンバイをお願いいたします。
　ビデオやマイクのオフ操作についてお分かりにならない方は、少し早めにお入りになり、その旨をスタッフにお伝えください。

【新型コロナウィルス感染防止対策およびご協力のお願い】

■37.5℃以上の発熱や咳・咽頭痛などの症状がある方、またそれに限らず体調のすぐれないお客様についてはご来場をお控えください。
■入場時に主催者により検温を行い、37.5℃以上の発熱があると認められた際は、入場をお断りいたしますのでご了承ください。
■入場時には入口付近に設置している消毒液での手指消毒の上、マスクを着用して入場ください。

　マスクを着用でないお客様の入場はご遠慮いたただきます。


