
下記内容を必ずご一読いただき、
本イベントの安全な運営に
ご協力をお願いいたします。

⃝トイレ
○会場の中のトイレは、講演会の休憩時間は

大変込み合います。会場外にもトイレがあ
りますので、そちらもご使用ください。

⃝席の取り方
○２号館のイス席は、自由席です。
○座席に「確保済み」の紙が置かれている席

には座られないようにお願いいたします。
○当日は満席が見込まれます。恐れ入ります

が、奥から詰めてお座りくださいますよう、
ご協力お願いいたします。

⃝講演会でのお願い
講演15分前（13：15）にはご着席ください。
○講演中は、飲食はご遠慮ください。
○講演中は、写真撮影・動画撮影禁止です。

⃝再入場の方法
○再入場は何回でもできます。
○再入場の方は「再入場口」からお入りください。

タイムテーブル

タイムテーブル

①10：10〜10：30
②10：40〜11：00
③11：10〜11：30
④11：40〜12：00
⑤12：10〜12：30
⑥12：40〜13：00
⑦15：40〜16：00
⑧16：10〜16：30

①10：10〜10：45

②10：55〜11：30

③11：40〜12：15

④12：25〜13：00

⑤15：40〜16：20

①ちょこっと楽しむ古典『源氏物語』と『歎異抄』
	 「源氏物語カフェ」主宰、元国語教員			常田 正代／「生き方ぷらす」副代表			服部 理奈

②ブッダ・ヴィンチ・コード
	 ダ・ヴィンチ研究者			桜川Daヴィんち

③ Join Us!! 助け合い社会と歎異抄の魅力
	 「ミモザ@いのちの教室」主宰者・専門職員			内田 千晴／当事者家族			山田 ゆり

④10分 de 歎異抄
	 「ゼロからわかる仏教教室」講師、「オンライン仏教アカデミー」	講師			明石 誠

⑤現役・精神科医が語る 

　「大切な人の心を知る大原則」─ 歎異抄の人間観から─
	 精神科医			加藤 雄亮

講座スペース

講座スペース
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昨年12月に発刊された入門書
『歎異抄ってなんだろう』の著者による講演

「煩悩具足の凡夫・火宅無常の世界は」
で始まる歎異抄の一節を通して

昭和28年、富山県生まれ。
浄土真宗学院 学長。国内、海外で、講演多数。

13：30〜15：20
（途中休憩30分）

映画『歎異抄をひらく』上映

映画館で38週連続
上映された名作

『歎異抄をひらく』が、
大型LEDビジョンで
特別上映されます。

10：20 〜12：00

CAST　
親鸞聖人：石坂浩二
唯円：増田俊樹

歎異抄講演

講師

演題
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 先生

＊1３：００から15：20まで、
   １号館での催しは行いません

	歎異抄大學	大阪限定講座	 「大阪と歎異抄」
①⑦「大阪（大坂）の名付け親！〝蓮如上人〟ってどんな人？」
②⑧「大阪に寺と人が集まった、きっかけの〝ご遺言〟」
	 歎異抄大學公認プレゼンター			山内 敏貴（「おおさかもの語り」主宰）	
	 歎異抄大學公認プレゼンター			作村 景理（「おおさかもの語り」スタッフ） 
	 「浄土真宗学院」	上席講師			新谷 泰規

③心理学と歎異抄（1） 
　「アドラー心理学で目標とされている『共同体感覚』とは」
 心理カウンセラー、「心理学＆仏教ワークショップ」主宰			南 雄一郎

④心理学と歎異抄（2） 
　「歎異抄第六章『親鸞は弟子一人も持たず』について」
	 「浄土真宗学院」	上席講師			吉岡 晃一

⑤OBA特別講座（1） 
　「生きる目的は『無碍の一道』と宣言された『歎異抄』」
	 「オンライン仏教アカデミー（OBA）」	講師、浄土真宗観勢寺	講師			岡安 将太

⑥OBA特別講座（2）「歎異抄第一章の摂取不捨の利益」
	 「オンライン仏教アカデミー（OBA）」	学長			落合 孝臣

⃝お願い
○マスクを必ず着用してください。
○手洗いの励行、手指の消毒を行ってください。
○大声を出したり密にならないよう、ご協力ください。
○会場内は禁煙となっております。
○大きなお荷物は、インテックス大阪内コインロッカーを 

ご利用ください。
○当日は運営スタッフや報道関係スタッフ等による撮影が 

入ります。また、撮影した写真等はホームページや広報物に 
使用する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

⃝困ったときは
迷子・迷い人の対応、遺失物・拾得物の対応は、 

「インフォメーションセンター」で行っております。
具合が悪くなった際は、看護係（080-4078-
6534）にご連絡ください。 

⃝災害時の対応について
地震または災害が発生した場合は、主催者の判
断により入場者の安全確認を優先し、場合によ
っては催事を一時中断させていただきます。
災害時に避難が必要な場合は、館内放送もしく
はスタッフよりアナウンスしますので、 指示に従
って落ち着いて行動してください。

来場の皆様へお願い

会場
マップ



浄土真宗学院

書籍販売
「歎異抄ってどんな本？」
歎異抄の基本の知識が学べます。
歎異抄を褒めたたえる多くの
著名人も紹介されています。

最も古い写本である、室町時代・
蓮如上人の直筆の歎異抄を見る
ことができます。その意味も
スマホで確認できます。

歎異抄のベストセラー解説書
『歎異抄をひらく』の朗読を
上映しています。

歎異抄の言葉を書いたり、
その作品を見ることができます。
◉「歎異抄を書こう」書写体験
　10：00〜13：00 （受付12：30まで）
　（豆色紙、色紙掛けセット） 500円
　（短冊、短冊掛けセット） 1,000円など

歎異抄に関連する書籍やDVDの販売、歎異抄
大學オリジナルグッズなどの販売もあります。

会場内での５００円以上の商品購入で、
歎異抄大學オリジナル・不織布バッグを
プレゼント！ (飲食コーナーを除く)   
＊お１人１つまで（無くなり次第終了）

「歎異抄を学びたい」という方が、
基礎から体系的に学べるインターネットの
学校を体験できます。入学者用の教材展示や
オンライン学習の体験コーナーもあります。

展示・体験コーナー ガイド
歎異抄や仏教には、様々な生きるヒントがあり、
どんなお悩みも、解決の糸口が見つかります。
スタッフと、ちょっとお話をしてみませんか？

「タンニショウってナニ？」というビギナーから、
全文暗記している人まで、
学びが深まるミッションに挑戦して特典をゲット！
仏教の本場・京都発の学び舎が、

「ホントのあなたがわかる（？）タイプ診断」「仏教学クイズ」など、
歎異抄の心に触れられる楽しい学びを提供！

●ミニ講座
①10：30〜10：45　②11：15〜11：30
③12：00〜12：15　④15：45〜16：00

福祉・障がいを〝きっかけ〟に、命が平等に大切なことを歎異抄に学びます。
福祉・医療系専門職スタッフが個別相談会も開催します！

あの人気アニメと歎異抄に意外な関係が！  
子供から親御さんまで楽しめる展示です。クロスワードパズルもありますよ。

チューリップ企画

オンライン仏教アカデミー

詳しくは別紙のチューリップ企画
「イベントマップ」をごらんください

飲食販売

歎異抄を読む

歎異抄を知る

歎異抄を聞く

歎異抄を書く

浄土真宗学院 「知って」「見て」「学ぶ」
歎異抄と親鸞聖人

創業３０周年感謝イベント

90年のご生涯が映像と展示で分かる！

全国初「移動映画館」がやってきます。
ミニ上映（１回20分）を開催します。

大人も子供も楽しめる新発売の
「KIZUNAかるた」に挑戦！ 素敵な景品付き。
月刊誌『コミック キズナ』のキャラクターに
扮した声優体験や
プラバン製作も。
収録動画はプレゼント！

●移動映画館

●かるた＆声優体験コーナー

◉映画 『歎異抄をひらく』
◉映画 『なぜ生きる─蓮如上人と吉崎炎上』

1,000円以上ご購入の方へ、
くじ引き参加券を差し上げます

オンライン仏教アカデミー

くもりのち晴れめでぃあ

Join Us！! 助け合い社会と歎異抄の魅力

生きづらさを
抱えているあなたへ

ブッダの心の処方箋

人気アニメをヒントに歎異抄を味わおう

●自家焙煎コーヒー 300円

●こだわり豆乳生地 
　もちもちクレープ 500円

●出汁キーマカレー 900円

●幕の内弁当（お茶付き） 1,000円 
など

来場者
限定特典

あり

学びと体験の合間のちょっと一息に。
お食事は休憩スペースにてどうぞ。

９０年のご生涯が分かる展示や、
ミニシアター「歎異抄の旅」を
ごらんいただけます。

さらに通信講座体験や
デジタルコンテンツもご用意。
充実の学びコーナーが、
あなたを待っています。

今回限りの
特別な動画や、

オンライン講座の
無料招待券など

特典あり

午前中の映画上映に
参加される方は
このあたりに

席をお取りください


