誌上講座お寺のＬＩＮＥ公式の運用法
寺報を送っても︑離
れて暮らす家族にはな
事の情報も︑後継世代

かなか見てもらえず仏

レクトにつながっているという︒

徒と︑西敬寺ＬＩＮＥ公式を通じてダイ

学生からお年寄りまで︑三百名近い檀信

式」を作ることだった︒現在︑小

始めたのが︑ 「
西 敬 寺 ＬＩＮＥ 公

いのか︒そこで木賣住職が新たに

には伝わりにくい︒どうしたらい

遠方檀家や孫世代と寺院
がつながるＬＩＮＥの
上手な使い方と注意
超デジタル時代に今からお寺ができる新しい試み

暮らす檀信徒の子や孫にどう伝えるか︒

お寺からの情報や仏事を︑親と離れて
くなられた際に︑離れて暮らすお子さん

すが︑それを希望していた門徒さんが亡

しょうと 『
お寺葬』を勧めています︒で

タイ所有者におけるＬＩＮＥ利用率は

れば︑令和三年五月時点でスマホ・ケー

普及している︒ＮＴＴドコモの調査によ

できるこのアプリは︑今や世代を超えて

動画︑ファイルなどが共有でき︑通話も

今や多世代にわたって利用されている「ＬＩＮＥ」アプリ。 通常のＬＩＮＥと何が違うのか
そのビジネス向けサービスを活用し、お寺のＬＩＮＥ公式
スマートフォン︵以下︑スマホ︶やパ
で個々の檀信徒とつながるお寺が増えている。メリットや
ソコンなどで使えるモバイルメッセンジ
上手な使い方、注 意点 を、活用する 住 職 に 指 南 い た だ い た。 ャーアプリ 「ＬＩＮＥ」︒文字や写真︑

どのお寺も悩ましいところだろう︒長野
︵喪主︶がそのことを知らず︑結局︑故
人の遺志を叶えることができなかった︒

・１％︒十代から三十代では九割に上る︒

市にある浄土真宗本願寺派西敬寺の木賣
慈教住職︵四十八歳︶は︑こう振り返る︒

この高い普及率を販促や集客につなげ

もよく分からない︒そこで今回︑

世代には今ひとつその使い方もメリット

取りでは 「
メッセージ配信」と 「
ＬＩＮ

Ｅコール︑ショップカード︑リッチメニ

セージ配信︑ＬＩＮＥチャット︑ＬＩＮ

Ｅチャット」に注目しよう︒前者は管理

ュー︑クーポン︑分析︶があるが︑やり
まず︑通常のＬＩＮＥとＬＩＮ

便利なのは一斉配信ができること︒前述

者が登録者にメッセージを送る機能だが︑
した店舗からのセール情報もそうした機

り取りの大まかな違いを確認しよ
う︒右の図はイメージだが通常︑

Ｅ公式のトークルームを通じたや

住職にご指南いただいた︒

ＩＮＥ公式はいくつかの基本機能︵メッ

等︶と︑登録者︵檀信徒等︶となる︒Ｌ

寺に置きかえれば︑管理者︵住職︑寺族

対登録者︵ユーザー︶という構図だ︒お

一方︑ＬＩＮＥ公式の場合は︑管理者

介した︒

ループを臨機応変に活用した事例をご紹

災害支援の現場で僧侶がこのＬＩＮＥグ

稿を共有できるのが特徴︒本誌でも以前︑

から︑リアルタイムでメンバー全員が投

トークルームを複数で共有していること

とが多い︒ＬＩＮＥグループは︑一つの

間同士などの 「
グループ」で利用するこ

つのトークルームを一対一か︑家族や仲

プライベートで使うＬＩＮＥの場合︑一

そうしたことが二︑三回起きたのです」
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西敬寺の実例をあげながら︑木賣

ＬＩＮＥ公式の場合
「管理者（住職、寺族等）
⇔登録者（檀信徒等）
」
●１つのトークルームを管理者と登録者（個人）で共
有するが、管理者は全登録者に一斉配信できる。また
個別のやり取りについては、チャット機能を使うこと
で、通常ＬＩＮＥと同様に１対１で個別対応できる

「
うちでは︑お寺の本堂でご葬儀をしま

るビジネス向けサービスが 「
ＬＩＮＥ公
式」だ︒読者住職も︑飲食店など町の店
舗で 「
〇 〇 店のＬＩＮＥ 公 式 を 登 録 し
ませんか？」というＱＲコード付きの張
り紙を目にされたことがあるだろう︒店
自分のＬＩＮＥアプリに店舗からの情報

舗のアカウントをＬＩＮＥ登録すると︑
︵「
セール開始」 「
新商品入荷」等︶がど
んどん入ってくる︒手元に情報が勝手に
入ってくる印象だ︒これを︑お寺版でや
ってみようというのが 「
〇 寺ＬＩＮＥ公
式」であり︑挑戦するお寺が増えている︒
冒頭の木賣住職もその一人で︑今や他寺
ど新たな布教ツールとしてのＬＩＮＥ公

のサポートやお寺同士で講習会を開くほ
式に注目している︒とはいえ︑アナログ

ＬＩＮＥグループの場合
「複数人で⇔
（本人・
友達・友達・友達…）
」
●１つのトークルームを複
数人が共有してやり取り
ＬＩＮＥの場合
「本人⇔友達」
●１つのトークルーム
で１対１のやり取り
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「LINE」 と 「LINE 公式」 のやり取りイメージ
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お寺の情報がLINE
に届く（西敬寺）

寺檀紛争の真相

能による︒後者の 「
ＬＩＮＥチャット」
は︑個々のユーザーと管理者との間で個
別のやり取りができる機能︒通常のＬＩ
ＮＥのトークと同じように︑一対一のコ

追加」︵登録︶してくれた人に次のよう
信される設定を行い︑工夫してきた︒

なあいさつ文︵右頁左の画面︶が自動配
︽〇 さん︑友達追加ありがとうございま
す︒〇 寺ＬＩＮＥ公式です︒この通知を
必ずトークにてお名前︵フルネーム︶を

ご確認頂きましたら大変お手数ですが︑
ご入力頂きご返信下さい︒︵本登録完了
となり ます ︶
︒本 登 録が完 了します と随
尚︑トークのご利用に関しては以下の★

時︑〇 寺の最新情報をお届けします
をご理解頂きご利用下さいませ︒★本登
録︵最初のトーク︶以降はお名前をご入
力頂く必要がございません︒★ご返信に
関しては︑住職・坊守が手動にて対応致

ミュニケーションが可能だ︒

セージ配信」の上限は一カ月千通までだ︒
一斉配信の場合︑百人に送ると百配信と

ば︑スマホまたはパソコンにＬＩＮＥ

自分個人のＬＩＮＥアカウントがあれ

開設は︑そう難しいことではない︒

だが︑ 「
無料のＬＩＮＥチャットや︑送

なら有料プラン︵月額五千円〜︶がある︒

五回までだ︒それ以上の送信を希望する

トの場合は︑一カ月にできる一斉配信は

なる︒二百人登録のお寺の公式アカウン

公 式︵ LINE for Business
︶を ダ ウ ン ロ
ードして︑手順に従い作成する︒留意
伝えられます」と木賣住職︒

敬寺では年額千三百二十円のプレ

振り分けられる無料版と︑有料版

ついては運営者側からランダムに

ント名をつけられる一方︑ＩＤに

トが複数取得でき︑好きなアカウ

ＬＩＮＥ公式は無料でアカウン

たことしか分からず︑新たに誰が登録し

せっかく登録してくださっても数が増え

「
私がＬＩＮＥ公式で一番困ったのが︑

きがもう一つある︒ 「
あいさつ文」だ︒

の一例だが︑スタート時に気を付けるべ

てもらうために周知する︒上の告知はそ

アカウントを開設したら︑皆に登録し

を取得しましたが︑企業と違い︑
登録者側から一度トークで返信をいただ

しますのでお時間がかかる場合がありま

用の上限がある︒たとえば前述の 「
メッ

ょう」という︒無料で始められるが︑利

れる方がほとんど︒無料ＩＤで十分でし

管理者のタグ付け︵門信徒︑他寺関係者︑

なお︑全登録者ではなく︑自動的に振り

はの課題だ︒そこで木賣住職は 「
友だち

ながる」ことを目的とした︑お寺ならで

単に登録者を増やすのみならず︑ 「
つ

関係業者等︶によって送信先を絞ること

分けられる属性︵居住地域︑年代等︶や

共有され︑他ユーザーが閲覧することは

もできる︒送信時間も指定できるそうで

す︒ご了承下さいませ︒★トーク内容は

ありませんので︑お気軽に法事のご予約

「
うちではお昼時など︑ちょっと一息つ
く時に見てもらえるよう送っています」
というから︑なかなか戦略的だ︒
「
チャット」機能も︑お寺と檀信徒のや

の画面で令和三年十二月十九日開催の報

られる感じです︒お寺が責任を持ってプ

数だけお寺との個別のトークルームが作

「
ＬＩＮＥ公式のチャットは︑登録者の

り取りに合っているという︒

恩講および物故者追悼法要の案内時のも

「
寺報と一緒に配布しているチラシのデ

というが︑そうなると管理が大変だ︒が︑

ャットを通じて寄せられることが増えた

近況報告や相談︑仏事の申し込みもチ

ライバシーも守ることができます」

ジタル版です︒せっかく郵送しても寺報

ます︒うちは私と坊守で共同管理してお

限』を与えることで︑複数人で管理でき

「
ＬＩＮＥ公式は︑管理者が 『
管理者権

ここでも便利な機能があるという︒
はなく個人の手元に︑一送信で情報を届

り︑チャットを通じた法事の申し込みも
気づいた方が返信し︑カレンダーアプリ

ります」と木賣住職︒法要だけでなく災
害時など︑緊急時にも便利な機能だろう︒

けられます︒また︑郵送費の節約にもな

ＬＩＮＥ公式の一斉配信を使えば︑家で

は当主のところで止まってしまいがち︒

報恩講の解説まで詳細に記載されている︒

の︒当日の概要から︑持ち物︑お布施︑

だ︒ 頁の写真は西敬寺のＬＩＮＥ公式

便利なのがやはり 「
メッセージ配信」

郵送の経費削減や檀務管理にも

では︑どう使うか︒

や仏事相談などをご入力下さい︾

ご本人様と管理者︵住職・坊守︶のみに

録してくれたのか分からないのです」

き個別のルームを生成しないと︑誰が登

てくれたのか分かりませんでした︒実は

がある︒木賣住職によると︑ 「
西

信方法を工夫することで︑十分に情報を

点もある︒

無料だが運用には要注意って

檀信徒にアカウント登録を促す告知

が登録する際にはＱＲコードで読み取ら

お寺のＬＩＮＥ公式を門徒さん方

ミ ア ム Ｉ Ｄ を 申 請 し て @saikyoji

登録者に最初に届くあいさつ文を設定
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グーグルドライブの機能
を使い行事の出欠案内も

寺檀紛争の真相

りましたよ」と笑う︒なる

必要な情報に即アクセスできる
ところで︑西敬寺のＬＩＮＥ公式画面
の下部分に︑三つのアイコンメニューが
あることに注目だ︵ 頁写真参照︶
︒

とで︑こんな使い方もでき
画面を開いた時に︑画面下部に開くメニ

「
リッチメニュー」という機能で︑ユー

ューだ︒いわば固定のメニューといえる︒

ザーがＬＩＮＥ公式アカウントのトーク

出欠受付フォーム︒受付フ
複数置けるようになっており︑西敬寺は

る︒前頁の画面に大きく出

ォームをタッチすると︑簡

葬儀緊急連絡」である︒アイコンをタッ

「
アクセス」 「
法要お問い合わせ」 「
ご

返信は手間な世代には便利
チすると︑お寺のホームページの該当ペ

通常︑三種類のメニューを置いている︒

だろう︒
寺がＬＩＮＥ公式を作るなら︑最重要だ

ージが開く設定だが︑実はこれこそがお

うになっている︒ハガキの

「
グーグルドライブにある

欠管理のリンクと︑イメージ図をＬＩＮ
駐車場の台数︑高齢者や体が不自由な人

される︒最寄り駅からの移動時間の目安︑

西敬寺までのアクセスが地図と共に表示

ろう︒順に見よう︒まず 「
アクセス」は

に書き込んで情報共有しています︒また︑
けです︒グラフ化もできることから参加

向けのスペースも表示︒︽ご葬儀・公開

Ｅ公式のリッチメッセージで作成しただ
者の増減なども一度に把握できますよ」

講座・定例法要の際は︑受付開始時間十

未返信や内容によっては 『
要対応』とい
ので︑見落としもなくなりました︒おか
グラフを使っての分析は︑次のアプロ

そして 「
ご葬儀緊急連絡」を開くと出

す」

らえたならお互いに話がうんと早いので

ファックスなりチャットなりで送っても

五分前より誘導員が︾所定の臨時駐車場

に案内することや︑タクシー配車の電話
電話番号︑それにお寺と直接つながる電

てくるのが上の画面︒提携する葬儀社の

ーチにもつながるのだろう︒

番号に加え︽営業所が近いので約五分で

一つが︑とにかく︑口頭で伝える時間を

「
ＬＩＮＥ公式にはクーポン発行の機能

使い方を見た︒木賣住職はこう話す︒

以上︑ざっとＬＩＮＥ公式の基本的な

ろんな組み合わせや発信が生まれそうだ︒

このリッチメニューは画像とリンクさ

できるだけ減らし︑情報伝達をしやすく

もあるので︑イベント時限定で使うこと

話の表示もある︒いざという時に︑とに

したいということです︒いくら︑お寺の

もできます︒ＬＩＮＥペイともリンクで

「
法要お問い合わせ」のアイコンを開く

ホームページに掲げていても︑その情報

きるので︑将来的には護持会費も納めて

せあらかじめ作成したものを行事開催等

の案内と費用︑また法要の流れも記載し

にアクセスする門信徒はもちろん初めて

いただくことも考えられなくもない︒個

かく︑お寺につながることを促すメニュ

た 「
ご法要お申し込み書」や︑引き物や

のご縁を模索されている方からするとひ

人情報の不安の声もありますが︑多世代

と︑出てくるのが右頁の画面だ︒申し込

参加者の役割の解説も添えた 「
ご法要参

す︒電話での問い合わせは︑こちらが丁

と手間かかり︑たどり着けない人もいま

に普及しているＬＩＮＥは水道や電気と

更できるので︑お寺のアイデア次第でい

加者名簿」があり︑いずれもダウンロー

寧に伝えたいと思うほど︑どうし

同じようなインフラになりつつあると受

に合わせデザインや設置期間を自由に変

ドできるようになっている︒仏事のこと

てもお互いに時間が取られてしま

け止めています︒これから次世代の人と

「
私がＬＩＮＥ公式に力を入れる理由の

が何も分からずとも︑ここさえ読めば手

う︒寺報で伝えていてもなかなか

ーなのだ︒木賣住職はこう話す︒

順も概要も︑申し込み方法もすべて分か

読んでいただけない︒何かあった

お寺が双方向でつながる道筋をじっくり

みの流れから︑当日の準備品のチェック

るようになっているのだ︒

時に手元に必要な情報があれば︑

くらでも開拓できることである︒

時代が変化しようとも︑布教の道はい

考えていく一つではないでしょうか」
のか』と分かってもらえ︑法要の

初めての方でも 『
こうすればいい

シート︑写真付きのお斎のケータリング

配車されます︾などと丁寧な説明がある︒

リスクもなくなり︑夫婦喧嘩もぐんと減

げで聞き間違いや︑ダブルブッキングの

ったデジタル上のチェックをつけられる

ト機能を使って作成した出

無料のフォームのアンケー

単に出欠の返事ができるよ

ているのは︑報恩講法要の

ットのサービスとつなぐこ

デジタル化といえば︑ネ

つながっているわけだ︒

ほど檀務のデジタル化にも

法要問い合わせを開くと出る案内。申込書等もダウンロードできる

申し込み書もダウンロードして︑
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葬儀緊急連絡を
開くと出る画面

寺檀紛争の真相

