
【中止及び延期】

期日 名称 対応 担当部署

　６月

6月1日～3日 2020(令和2)年度 第1回 坊守式研修・坊守式 中止 寺院活動支援部<国内伝道>

6月1日～3日 春期殿試研修 中止 勧学寮

6月2日～3日 紫水会(第14回聞法の集い・40周年記念大会) 延期 所務部＜文書＞

6月2日
無料法律相談(6月～9月)
 ➢10月より再開予定

中止 社会部<社会事業>

6月4日 春期殿試 中止 勧学寮

6月4日～5日 少年連盟 第1回評議員会 延期 寺院活動支援部<組織教化>

6月6日～16日 6月得度習礼 中止 僧侶養成部<得度・教師>

6月9日 第43回築地あすなろ会 中止 所務部＜文書＞

6月9日～10日 2020(令和2)年度 龍谷教学会議第55回大会 延期 勧学寮

6月9日～11日 第19期 研修講師養成「中央実習」［3年次］第5回 中止 門信徒教化部

6月10日 一緒に歌おう仏教讃歌 中止 浄土真宗本願寺派総合研究所

6月10日 第83回築地聞真会 中止 所務部＜文書＞

6月10日 全日本仏教会役員懇談会 延期 所務部＜文書＞

6月16日 西本願寺「みんなの笑顔食堂」 中止 重点プロジェクト推進室

6月17日 北御堂いちょうの会 延期 所務部＜文書＞

6月17日～18日 少年連盟寺族女性研修会 延期 寺院活動支援部<組織教化>

6月18日～19日 第158回住職補任研修・補任式 中止 寺院活動支援部<国内伝道>

6月18日～19日 第46回 本願寺派関係学校同和教育研究会 中止 社会部＜宗教教育＞

6月20日～21日 仏教壮年会連盟 第1回評議員会 延期 寺院活動支援部<組織教化>

6月22日
みのり会(仏教婦人会総連盟役員OB会)・
うなばら会(仏教婦人会世界大会参加者の会)

中止 寺院活動支援部<組織教化>

6月22日～
第28期ビハーラ活動者養成研修会
 ➢明年度に延期

延期 社会部<社会事業>

6月25日 第32回 住職 開教使退任式 中止 寺院活動支援部＜一般寺院＞

6月25日～26日 第8回 まことの保育全国セミナー 中止 社会部＜宗教教育＞

新型コロナウィルス感染症にかかる対応について(2020/6/24現在)
＜各種行事・会議等の中止・延期等＞



6月27日～28日
第4回東西スカウト合同研修会
　➢明年度に延期

延期 寺院活動支援部<組織教化>

6月27日～28日 第3回得度講習会 中止 僧侶養成部<得度・教師>

6月29日 第3回得度考査 中止 僧侶養成部<得度・教師>

6月29日～7月3日 第1回布教使課程Ｃ(研修会受講制)コース[実演研修] 中止 僧侶養成部＜布教使＞

6月30日～7月3日 第1回布教使課程Ｃ(研修会受講制)コース[教学研修] 中止 僧侶養成部＜布教使＞

　７月

7月 2020(令和2)年度 第1回全国教区会議長会総会 中止 寺院活動支援部＜連区・教区・組＞

7月 2020(令和2)年度 第1回全国教区会議長会理事会 中止 寺院活動支援部＜連区・教区・組＞

7月 「御同朋の社会をめざす運動」中央委員会・常任委員会 延期 重点プロジェクト推進室

7月 開教使養成講座 中止 寺院活動支援部<国際>

7月 2020(令和2)年度 専門職審事連絡協議会 中止 監正局＜審査・審判＞

7月1日 第11回宗勢基本調査 延期 浄土真宗本願寺派総合研究所

7月1日 北陸藤の会(総会・懇親会) 延期 所務部＜文書＞

7月1日～2日 第10期浄土真宗勧学寮真宗講座 第1回 延期 勧学寮

7月3日
若婦人中央研修会修了者のつどい
　➢明年度に延期

延期 寺院活動支援部<組織教化>

7月4日～5日 第29回若婦人中央研修会 延期 寺院活動支援部<組織教化>

7月7日～8日 全国組長研修会（第1・第2・第4連区対象） 延期 寺院活動支援部＜連区・教区・組＞

7月8日 第35回拓心会 中止 所務部＜文書＞

7月8日 一緒に歌おう仏教讃歌 中止 浄土真宗本願寺派総合研究所

7月10日～13日 第273回門徒推進員中央教修 中止 門信徒教化部

7月18日～19日 東京オリンピック・パラリンピック応援プログラムイベント 延期 所務部＜文書＞

7月20日～8月2日 2020(令和2)年度 安居 中止 勧学寮

7月28日 西本願寺「みんなの笑顔食堂」 中止 重点プロジェクト推進室

7月29日～30日 全国組長研修会（第3・第5連区対象） 延期 寺院活動支援部＜連区・教区・組＞



　８月

8月1日～4日 第64回 仏教保育大学講座 中止 社会部＜宗教教育＞

8月3日～5日 第53回 宗教教育研究会／第68回 宗教教育研修会 中止 社会部＜宗教教育＞

8月18日～20日 第58回 まことの保育中央講座 中止 社会部＜宗教教育＞

8月28日 西本願寺「みんなの笑顔食堂」 中止 重点プロジェクト推進室

8月～9月 お寺de農業インターンシップ 中止 寺院活動支援部＜過疎地域対策＞

　９月以降

9月4日～7日 第274回門徒推進員中央教修 中止 門信徒教化部

9月7日～11日 2020(令和2)年度 布教講会 中止 僧侶養成部＜布教使＞

9月9日 一緒に歌おう仏教讃歌 中止 浄土真宗本願寺派総合研究所

9月12日～13日
2020(令和2)年度 全国真宗青年の集い 本山大会
　➢明年度に延期

延期 寺院活動支援部<組織教化>

9月24日 西本願寺「みんなの笑顔食堂」 中止 重点プロジェクト推進室

9月～12月 国際伝道者養成プログラム（IMOP) 中止 寺院活動支援部<国際>

10月2～3日 第45回全日本仏教徒会議島根大会 延期 所務部＜文書＞

10月6日～9日 第275回門徒推進員中央教修 中止 門信徒教化部

10月8日～9日 第44回全国寺族青年軟式野球大会 中止 寺院活動支援部<組織教化>

10月24日～25日
仏教婦人幹部研修会（恵信尼公750回忌参拝）
　➢明年度に延期

延期 寺院活動支援部<組織教化>

10月31日 第23回全国仏教壮年備後大会 延期 寺院活動支援部<組織教化>

12月8日～10日 第19期研修講師養成「中央実習」［3年次］第6回 中止 門信徒教化部

期日未定
スクール・ナーランダ（山口教区開催）
　➢明年度に延期

延期 子ども・若者ご縁づくり推進室

2020年度 宗学院（本科・別科） 中止 勧学寮



【開催内容・開催形式変更】

期日 担当部署

　５月

5月7日～7月31日 僧侶養成部＜勤式＞

5月12日～3月10日 僧侶養成部＜仏教学院・学階＞

　６月

6月1日 社会部＜宗教教育＞

6月1日 統合企画室

6月2日 宗会事務局

6月4日 僧侶養成部＜仏教学院・学階＞

6月5日 宗会事務局

6月5日 寺院活動支援部＜組織＞

6月9日 所務部＜文書＞

6月10日 所務部＜文書＞

6月29日 所務部＜文書＞

　7月

7月1日 寺院活動支援部<過疎地域対策>

7月13日～20日 僧侶養成部＜仏教学院・学階＞

期日未定 子ども・若者ご縁づくり推進室

期日未定 子ども・若者ご縁づくり推進室

中央仏教学院
　➢ネット配信（GoogleMeet・Googleドライブ・YouTube）に
　　よるオンライン講義に変更
　※中央仏教学院［通信教育部］スクーリング
　　➢レポート提出形式に変更
　　　実演試験（おつとめ・法話）は次年度に実施（ただし、
　　　専修課程3年次のみ法話は原稿提出、おつとめはオンラ
　　　インで行う）

名称

勤式練習生課程
　➢ネット配信(LINE)によるオンライン講義に変更

龍谷総合学園 教育連携事業検討委員会
　➢Web会議にて開催

思春期・若者支援コーディネーター養成研修会
　➢オンラインにて開催予定

中央連絡協議会
（教区マネージャー・事務担当者研修）
　➢オンラインにて開催予定

2020(令和2)年度 第3回企画諮問会議
　➢web会議にて開催

宗門諸課題調査会
　➢web会議にて開催

宗会運営委員会
　➢web会議にて開催

令和2年度 第1回過疎対応支援員候補者研修会
　➢web会議にて開催

中央仏教学院 前期試験
 ➢開催方法を原則レポート試験に変更
　 但し、本科「勤行」「声明」、研究科「勤行作法A」は
　 GoogleMeetによる実唱試験を行う

中央仏教学院運営評議会
　➢宗務所参集とWeb会議を併用にて実施

仏教婦人会総連盟 めぐみ委員会
　➢web会議にて実施

全日本仏教会第9回評議会
　➢文書審議に変更

全日本仏教会第29回理事会
　➢文書審議に変更

【真宗教団連合】第1回事務総局会議
　➢Web会議にて開催



【施設等】

4月10日～6月30日
聞法会館地下 大浴場(男女)
  ➢5/31→6/30に変更

使用停止 聞法会館

4月10日～6月30日 聞法会館5階 客室 使用停止 聞法会館

4月13日～5月25日 ブックセンター営業(安穏殿)
5/25から
営業再開

本願寺出版社

4月19日～5月31日
聞法会館1階 開明社売店
(営業時間…8：45～17：00)

6/1から
営業再開

聞法会館

4月13日～5月31日 「ＮＥＴ縁」事務所 閉所 寺院活動支援部＜一般寺院＞

4月29日～
北境内地駐車場閉門時間
　➢4/29～5/31→19時
　➢6/1～　　 →21時

閉門時間変更 所務部＜文書＞

※中止・延期等が決定しているものについて掲載。

※現在対応検討中のものについては、決定次第順次掲載いたします。


