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全国真宗青年の集い

全国真宗青年の集い本山大会 申込書

お申込について

親鸞聖人御誕生850年・立教開宗800年慶讃法要記念
本願寺御影堂・龍谷大学大宮学舎

いつもすぐ
そばに。

2023.

申込方法

備　　考

お問い合わせ

申 込 締 切

・本紙のプログラム一覧から希望するプログラムをお選びください。
・プログラムによってはご希望に添えない場合もありますことご了承ください。
・下記申込書に必要事項を記入の上、最寄りの教務所へ参加費を添えてお申込
みください。
  ※最寄りの教務所と連絡が取れない方は、仏教青年連盟事務局へお問い合わせく
　ださい。

・交流会ではお弁当をご用意いたします。
  フードロス削減のため、不要の場合は申込書にてお知らせください。

・新型コロナウイルス感染症等の影響により、大会日程が変更になる場合があります。
  開催にあたっては、新型コロナウイルス感染症対策を講じたうえで開催いたしますが、参加者の皆さまも日々の体調
  管理や手指消毒の徹底等のご協力をお願いいたします。
・申し込み後の不参加のご連絡は、所属の教区教務所・沖縄県宗務事務所を通じてご連絡ください。
・参加にあたっては公共交通機関の利用をお願いいたします。
  団体で貸し切りバスを利用する場合は、事前に事務局までお知らせください。
  （本願寺北境内地駐車場は、一部車両を除き団体参拝専用となります）

希望選択プログラムは、プログラム内容一覧に記載のプログラム№を記入ください。
なお、プログラムによっては、ご希望に添えない場合がありますことご了承ください。
新型コロナウイルス感染症等の影響により日程が変更となる場合があります。

〒600-8501 京都市下京区堀川通花屋町下ル　
　　　　　　  浄土真宗本願寺派宗務所 寺院活動支援部（組織教化担当）内
TEL：075-371-5181（代表）　FAX：075-351-1211　
E-mail：yba@hongwanji.or.jp

※本申込書に記載いただきました個人情報は、仏教青年連盟事務局で管理し本大会以外のことに使用いたしません。

浄土真宗本願寺派 仏教青年連盟事務局（実行委員会事務局）

2023（令和5）年2月28日（火）
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交流会に
ついて□ 参加する
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人400
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円3,000
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2023.親鸞聖人御誕生 850年・立教開宗 800年慶讃法要は、
「親鸞聖人の説き示してくださった浄土真宗の教えに出遇うことがなければ、
今の私はあり得なかったという聖人への感謝と、その教えに出遇えたことの喜びを込めて、
聖人のご誕生を祝い、『立教開宗』に感謝する」法要です。
その法要を機縁として開催する「全国真宗青年の集い本山大会」のテーマは「いつもすぐそばに」です。
普段何気なく生活している中では気づくことができないかもしれませんが、
私たちが思っているよりずっと身近に仏教は溶け込んでいます。
今大会が、仏教は私たちの日常の中「いつもすぐそばに」寄り添っているのだということに
気づき、喜び、感謝できるきっかけになればと願っています。

　老いていくこと、病気になること…そうなりたくてなっている人はいません。思い
通りにならない生を誰もが抱えています。
　そんな中、皆さんはどのような時に自分が受け入れられたと感じますか？またその
ような場所は身近にありますか？
　認知症の方がホールスタッフを務める「注文をまちがえる料理店」や福祉施設を利
用する高齢者がサッカー J リーグのクラブサポーターになる「Be supporters!」等を
企画・実施された小国士朗さんをご講師にお招きし、自分や他者を受け入れ、ともに
生きていくとはどういうことなのか、私たちが持つ生きづらさや困難さの根底にある
ものは何なのかを考え、自他ともに心豊かに生きることのできる社会をつくっていく
ため、一緒に考える機会になればと思っています。

受　　付
全 体 日 程

選
択
プ
ロ
グ
ラ
ム

12：30 ～ 13：20
時　　間 内　　容 会　　場

13：35 ～ 14：00

15：30～ 15：50
15：50～ 16：30
16：30～ 16：45
16：45～ 17：25
17：25～ 17：40
17：40～ 18：00

本願寺 白　洲

本願寺 御影堂

龍谷大学
大宮学舎

聞法会館交 流 会

法要日程説明／記念布教
14：00 ～ 15：00 慶讃法要〈午後の座〉

18：30 ～ 20：00

15：30 ～ 18：00

希望するプログラムを
第3希望までお選びください。

“私”が受け入れられる場所 ～小国士朗さんのお話から考える～

大会行事

小国 士朗
株式会社小国士朗事務所代表取締役
プロデューサー（元NHKディレクター）

開会行事

休憩・移動

移動
閉会行事

PROGRAM

No.1

　「精進料理」と聞くとお寺で食べられているということから難しいものに思われがち
ですが、気軽に家庭に取り入れられる精進料理もたくさんあります。
　雑誌やテレビでご活躍されている料理研究家の杉本節子先生をご講師にお招きし、
美味しい精進料理に込められた思いや歴史を一緒に楽しく学びませんか？
　精進料理に興味ある方だけでなく、料理や食べることが好きな方々のご参加を心よ
りお待ちしております。

杉本節子先生に教わる精進料理PROGRAM

No.2

　「生きる」とはどういうことでしょうか？生と死、いのちに向き合い生きた師匠山川
茂氏に学んだ内弟子生活を経て、北見美佳さんが今感じている「画家として生きる」
想いを、コロナ禍で制作した生きづらさを感じた人におくりたい絵物語「ユラストヲリ」
のメッセージと共に語っていただきます。

トークセッション
「なにものでもないわたしは、なにものにもなれる」

画家 北見美佳さんとのトーク＆ワークショップ

PROGRAM

No.3

　この日の為に描き下ろした北見美佳さんオリジナル油彩原画を見ながら、自分が舞
台監督となり、登場キャラクターの心中を想像したり、絵の中の舞台を動かし、前後
の展開を考えたりしてみましょう。
　絵と自分とが相互に響きあって生まれてくる物語は、どれひとつとして同じものが
ない自分だけのものになります。折り重なる色彩と形をたどりながら絵と関わり、自
己をみつめる新しい絵画鑑賞の体験となるでしょう。

「アートに馴染むと見えなかったものが見えてくる！
 ひとつの絵画から物語を創作してみるワークショップ」PROGRAM

No.4

　「ありがとう」という言葉が仏教から来ていることを、皆さんは知っていま
したか？
　大会趣旨にもあるように、私たちが思うよりずっと身近に仏教は溶け込ん
でいます。
　普段何気なく使っている言葉や習慣、行事などを題材にクイズを交えなが
ら、どなたにも分かりやすいように、備後教区の枝廣兄弟がお話させていた
だきます。皆さまの仏教の入り口となりますように。

初めての法話 ～枝廣兄弟とともに～PROGRAM

No.5

　持続可能な開発目標（SDGs：Sustainable Development Goals）とは，2030 年
までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標で、地球上の「誰一人取り残さない
（leave no one behind）」ことを誓っています。
　カードゲーム「2030 SDGs（ニイゼロサンゼロ エスディージーズ）」は SDGs の
17の目標を達成するために、現在から 2030年までの道のりを体験するゲームです。
　「なぜ SDGs が私たちの世界に必要なのか」、そして「それがあることによってどん
な変化や可能性があるのか」、SDGs という言葉を知らなくても、知らず知らずのうち
に熱中し、楽しみながらSDGs の本質を理解することができます。
　2030SDGｓ公認ファシリテーターとともに楽しみながら SDGｓについて考えま
しょう！

ゲームで学ぼうSDGｓ ～カードゲーム2030SDGs～PROGRAM

No.6

　春の京都で素敵な腕輪念珠作りを体験しましょう。このブースでは、お好みの素材
を自由に組み合わせて、世界に１つだけのかわいい腕輪念珠を作ることができます。
和風でもカラフルでも、あなたらしくカスタマイズ。お土産にもオススメです。
　スタッフがお手伝いしながら作りますので、初めての方も安心してご参加ください。

腕輪念珠作りワークショップ　（各回定員15名）PROGRAM

No.7

杉本 節子
公益財団法人奈良屋記念杉本家
保存会常務理事兼事務局長、
料理研究家、 エッセイスト

北見 美佳
2011 年の東日本大震災をきっかけに
画家へ転身。
現役野獣派画家山川茂の内弟子となる。
5 年間の内弟子生活を経て独立。
想像力の力を信じて豊かな社会を願い、
活動を続ける。

枝廣 慶樹
崇興寺住職
本願寺派布教使
お坊さんYouTuber

（兄） 枝廣 大智
崇興寺衆徒
本願寺派布教使

（弟）

選択プログラム
A対象

選択プログラム
B対象

※選択プログラムA・Bを通したプログラムとなるため、他のプログラムには参加できません。

趣　 　旨

念珠・筆記用具・
保険証・

その他必要なもの

持参品

選択プログラムA

選択プログラムB


