
「仏教聖典を経営に活かす会」 は、

経営者の方には 「人を大切にする経営を」、

一般の社会人の方々 には 「人生の道標の

一助となるように」、仏教が持つ東洋の叡智

と慈悲の精神に一人でも多くの人が触れて

いただくことを目的に月1回開催しています。

是非、皆さまのご参加をお待ちしております。

毎月第 4 金曜日 （原則）  ※要事前申込

18:00 ～ 19:00 専任講師による講義。
※講義内容は裏面をご覧ください。

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）

会場 : 30 名／オンライン聴講 : 100 名

日　時

内　容

会　費

会　場

定　員

開催日程は裏面へ

一楽　眞（いちらく　まこと）先生 （1957 年生）

大谷大学 学長
石川県生まれ。

大谷大学文学部真宗学科卒業。

大谷大学大学院博士後期課程

満期退学 （真宗学専攻）。

現在、 大谷大学学長。

真宗大谷派宗円寺住職。

著書に、 『この世を生きる念仏

の教え』 など多数。

偶数月

奇数月

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。

千葉 公慈（ちば　こうじ）先生 （1964 年生）

東北福祉大学 学長
駒澤大学大学院満期退学。

東北福祉大学学長。

千葉県市原市いちはら観光大使。

曹洞宗宝林寺住職。

少年院、 刑務所にて教誨師を歴任。

著書 『知れば恐ろしい日本人の風習』

（河出書房新社）、 『仏教から生まれた

意外な日本語』 （河出書房新社） 他。

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

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



アクセス方法 :
●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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【　　　　】 04 月 22 日 （金） 一楽先生

【　　　　】 05 月 27 日 （金） 千葉先生

【　　　　】 06 月 24 日 （金） 一楽先生

【　　　　】 07 月 22 日 （金） 千葉先生

【　　　　】 10 月 28 日 （金） 一楽先生

【　　　　】 11 月 25 日 （金） 千葉先生

【　　　　】 12 月 23 日 （金） 一楽先生

【　　　　】 01 月 27 日 （金） 千葉先生

【　　　　】 02 月 24 日 （金） 一楽先生

【　　　　】 03 月 24 日 （金） 千葉先生

※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。

■電　話 03-3455-5851
keiei@bdk.or.jp

一楽   眞先生

千葉公慈先生

一楽   眞先生

千葉公慈先生

一楽   眞先生 

千葉公慈先生

一楽   眞先生

千葉公慈先生

一楽   眞先生

千葉公慈先生

第 1 回4月22日（金）

第 2 回5月27日（金）

第 3 回6月24日（金）

第 4 回7月22日（金）

第 5 回10月28日（金）

第 6 回11月25日（金）

第 7 回12月23日（金）

第 8 回 1 月27日（金）

第 9 回 2 月24日（金）

第10回 3 月24日（金）

【和の経営】 ～仏の覚り：夢から覚める～

苦悩を乗り越えて～四つの真理～

【謝の経営】 ～仏の智慧：人間を見る眼～

自己を見つめて～心の構造～

【情の経営】 ～仏の慈悲：世を痛む心～

中道という生き方～かたよらない道～

【道の経営】 ～仏の方便：生き抜く力～

法 （ダンマ） と経営～仏のことば～

【総括】 ～人間としてこの世を生きる～ 

楽しいつどい～仏国土の建設～

『和英対照仏教聖典』 p109

『和英対照仏教聖典』 pp.75-77

『和英対照仏教聖典』 pp.319-323

『和英対照仏教聖典』 pp.97-101

『和英対照仏教聖典』 pp.41-43

『和英対照仏教聖典』 pp.113-115

『和英対照仏教聖典』 pp.187-189

『和英対照仏教聖典』 pp365-367

『和英対照仏教聖典』 pp.379-381

『和英対照仏教聖典』 pp.455-457

【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「経営に活かす会」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

【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。


