
 

 令和３年度 

浄土宗児童教化連盟 理事総会 

   日 時  令和３年５月２０日（木） 

         午後２時より 

    場 所  ZoomによるWeb会議 

(事前に書面相互確認を実施した上で) 

 

   次 第 

 ○御回願 ⇒Web会議にて十念のみ 

    ○総 会 

  １．開会の辞 

      ２．浄土宗社会部挨拶   宮林雄彦宗務役員 

                     小村正孝社会部部長 

                     古谷めぐみ社会部課長 

  ３．理事長挨拶 

   ４．議長選出 

   ５．議事録署名人選出 

   ６．議 事 

  議案第１号 令和２年度事業報告の件 

    議案第２号 令和２年度予算補正報告の件 

令和２年度決算報告の件  

    令和２年度事業・会計監査報告 

        議案第３号 役員改選について 

              齊藤 理事長挨拶 

        

 議案第３号 令和３年度事業計画（案）の件 

  議案第４号 令和３年度予算（案）の件 

  その他 

 ①規約改正について 

 ②開宗８５０年記念事業について 

         

   ７．閉会の辞 同唱十念 

以 上            



浄土宗児童教化連盟 令和２年度事業報告 

テーマ  「コドモ☆イノチ」― 子どもを共に育てよう ― 
 

◇方針： 

 浄土宗児童教化連盟は、法然上人のみ教えを通していのちの尊さ、いの

ちのよろこびを伝えて、次代を担う素直な仏の子となるように育成してい

くことが重要な使命と考えます。 

 将来の浄土宗寺院を支える小さな檀信徒を育てることこそ、私たちに与

えられた大きな役割でもあります。 

 具体的には、本連盟の規約に則り、教化、視育、食育を主な柱とし、そ

の目的達成に向けて推進いたします。 

 

◆〈研修活動〉 

 （１）第 45回 全国研修会 

   日 時 令和２年９月７日(月)～８日(火) 

   会 場 大本山 増上寺 光摂殿「講堂」 

   テーマ 「コドモ☆イノチ」― 子どもを共に育てよう ― 

   担 当 関東地区児童教化連盟 東京教区 

   研修１ 『子供から大人における身体活動を通じた健康づくりを考える』  

   講師  福島 教照 先生 東京教区 正定院住職・医師 

   研修２ 『科学で遊ぶ！！』 

   講師  チャーリー西村 先生 サイエンスエンターティナー 

   研修３ 『世界の童謡と日本の童謡』 

   講師  青島 広志 先生 作曲家・歌唱指導 

 

※ 新型コロナウイルスの影響により中止 

 

 （２）第 37回 指導者講習会 

   日 時 令和３年２月４日（木） 

   会 場 浄土宗宗務庁京都３F講堂 

リモート会場：浄土宗教化研修会館（源光院） 

   担 当 事務局 

研修１ 『路上生活者支援と子どもの貧困』―仏教的な支縁の在り方― 

講 師  吉水 岳彦先生  東京教区光照院住職 

   研修２ 『タブレットで遊ぶ』 

講 師  三宅 明信 理事長 

   研修３ 『？ 創作』―何かを作ろう― 

講 師  石畠 俊彦 先生  大阪教区洗心寺住職 

 

※ 新型コロナウイルスの影響により中止 

 



 （３）地区研修会  

   地区    開催日              担当        開催地  会場 

   北海道地区 令和２年１１月２４日       北海道第一教区 札幌市  新善光寺（ﾘﾓｰﾄ開催） 

    講 師 深堀 麻菜香 先生  大学生・ＮＰＯ法人ボランティアスタッフ 

    講 題 「親を離れない子供たちの今」―当事者として、支援者として― 

    参加者：13名 

   東北地区 令和 年  月  日      秋田教区 

※ 新型コロナウイルスの影響により中止 

   関東地区 令和 年  月  日      東京教区 

    全国研修会併修 

   ※ 新型コロナウイルスの影響により中止 

北陸地区 令和 年  月  日        新潟教区 

   ※ 新型コロナウイルスの影響により中止 

東海地区 令和 年  月  日     岐阜教区 

 ※ 新型コロナウイルスの影響により中止 

   近畿地区 令和 年  月  日     滋賀教区 

      ※ 新型コロナウイルスの影響により中止 

   中四国地区 令和 年  月  日     広島教区 

      ※ 新型コロナウイルスの影響により中止 

   九州地区 令和 年  月  日     福岡教区 

      ※ 新型コロナウイルスの影響により中止 

 

◆〈教化活動〉 

 （１）第 40回 全国青少年奉納書道展の開催 

      〇応募総数：1020点 

   〇金賞特別賞 21点、銀賞 12点、銅賞 18点、佳作 24点、団体賞  10団体 

   ○金賞特別賞・銀賞・銅賞を総本山知恩院（令和 3年 4月 18日～25日）および 

大本山増上寺(令和 3年 4月 5日～7日)で展示 

   ○金賞特別賞を大本山善導寺（令和 3年 3月 28日）で展示 

 

（２）花まつりキャンペーンの実施 

   ○花まつり教材サンプル等を各教区経由にて全会員に送付し、会員の花まつり開催を支援

するとともに、花まつり教材の宣伝に資する。 

   〇浄土宗保育協会よりの連携協力を頂き、加盟団体への広報を実施 

   〇『和合』３月号にてグッズ案内を添付し、広く宣伝を行う。 

   ○花まつりの教材の頒布。 

 

 （３）子ども向け教化紙『浄土宗コドモタイムズ』の発行 

   ○子どもたちが家族と一緒に読める教化紙を季刊発行。年間購読料５００円（送料込み）

で、本年度４回発行。 

 

 

 



 （４）「浄土宗子どもの集い」の開催 

   ○児童教化をおこなうにあたり、全国の子どもに呼びかけ、「いのち」「環境」「家族」「友

達」「平和」などをテーマに意見交換を行い、命の大切さなどを実感し、お念仏の体

得、友情を育む等、心の豊かさを醸成する事業を展開します。 

   日 時  

   担 当 東北地区児童教化連盟 

会  場  

研 修  

 

※ 新型コロナウイルスの影響により中止 

 

 （５）推進活動 

   ○会員増強 児童教化を志す者の入会を勧める。 

 

◆〈製作頒布活動〉 

 （１）会員用袈裟・バッジの頒布 

 （２）子ども向け教材の企画・頒布 

 

◆〈広報活動〉 

 （１）児教連ホームページの運用 

各種 SNSでも随時配信、訪問者数は伸びています。 

 

◆〈その他〉 

 （１）浄土宗公益教化団体連絡会議 

    令和 3年 3月 15日 東京宗務庁(Web会議)にて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◆〈会  議〉 

 （１）理事総会 

         日 時 令和２年 ５月 

         ※新型コロナウイルスの影響により、書面相互送付の形式にて実施 

         議 題 ①令和元年度事業報告の件 

             ②令和元年度決算報告の件 

             ③令和元年度決算監査報告の件 

          ④令和２年度事業計画(案)の件 

             ⑤令和２年度予算(案)の件 

             ⑥その他 

 （２）常任理事会 

     第１回 日 時 令和２年 ５月１１日(月)   13時 00分～ 

         会 場 林鐘院（筑後市） オンライン会議導入 

         議 題 ①令和元年度事業報告の件 

             ②令和元年度決算報告の件 

             ③令和元年度決算監査報告の件 

          ④令和２年度事業計画(案)の件 

             ⑤令和２年度予算(案)の件 

             ⑥その他 

     第２回 日 時 令和２年 ９月１４日(土)  13時 00分～ 

         会 場 林鐘院（筑後市） オンライン会議導入 

     第３回 日 時 令和３年 ２月 ５日(金)  10時 00分～ 

         会 場 浄土宗教化研修会館（源光院） オンライン会議導入 

 （３）監査会 

        日 時 令和３年 ４月 

  会 場 書面相互確認の形式にて実施 

         議 題 令和２年度事業及び一般会計・特別会計監査の件 

 （４）各種委員会 

        ○資料制作委員会    （担当：福井副理事長）  随時開催 

          浄土宗コドモタイムズ 

○教化実践委員会    （担当：飯島副理事長）  随時開催 

          指導者講習会・全国研修会・地区研修会の調整 

          浄土宗子どもの集い 

        ○運営委員会      （担当：齊藤常任理事）  随時開催 

          ホームページ等の SNSによる発信 

          花まつり・書道展・グッズ製作頒布 

他団体との交渉 

        〇正副理事長選考委員会 （委員長：齊藤常任理事） 随時開催 

          構成：10名（副理事長 2名、常任理事 8名） 

          令和 3年度より新体制、令和 3年度理事総会にて承認頂く 

  （５）事務局会  随時開催 



（単位：円)

備　　考

3,040,000 0 3,040,000 0
3,040,000 0 3,040,000 0 1,000円×3,040名

0 0 0 0 1,000円×0名

4,060,000 △ 1,515,000 2,545,000 △ 1,515,000
全研80万円→28.5万円、指導者40万円

地区研65万円→5万円、書道展30万円

花まつり30万円、コドモタイムズ70万円

浄土宗子どもの集い40万円→0円

510,000 0 510,000 0 知恩院、増上寺、各大本山、平和協会より

1,610,000 △ 510,000 1,100,000 △ 510,000
300,000 △ 300,000 0 △ 300,000 3,000円×100名→0名

210,000 △ 210,000 0 △ 210,000 3,000円×70名→0名

600,000 0 600,000 0 500円×1,200点

400,000 0 400,000 0 花まつり25万円、タイムズ15万円

100,000 0 100,000 0
150,000 0 150,000 0
150,000 0 150,000 0 表賀、利息、協賛金等

306,460 0 306,460 0
306,460 0 306,460 0 前年度より

9,166,460 △ 2,025,000 7,141,460 △ 2,025,000

備　　考

2,460,000 △ 1,605,000 855,000 △ 1,605,000
1,100,000 △ 695,000 405,000 △ 695,000 関東地区(東京教区)担当：新型コロナにより中止

710,000 △ 310,000 400,000 △ 310,000 ２月開催予定：新型コロナにより中止

650,000 △ 600,000 50,000 △ 600,000 新型コロナにより5万円×１地区開催

4,160,000 △ 500,000 3,660,000 △ 500,000
1,460,000 0 1,460,000 0 第40回奉納書道展（知恩院・増上寺・善導寺）

花まつり65万円、コドモタイムズ120万円

浄土宗子どもの集い50万円→0万円(新型コロナにより中止)

50,000 0 50,000 0 機関紙HP運営費

300,000 0 300,000 0
1,860,000 0 1,860,000 0

570,000 0 570,000 0 ３回開催予定

650,000 0 650,000 0 １回開催予定

30,000 0 30,000 0
80,000 0 80,000 0 資料製作委員会、教化実践委員会、運営委員会、選考委員会各2万円

530,000 0 530,000 0 事務局会議費、活動費

450,000 0 450,000 0
250,000 0 250,000 0 郵便代等

200,000 0 200,000 0
30,000 0 30,000 0
30,000 0 30,000 0

206,460 80,000 286,460 80,000
206,460 80,000 286,460 80,000 補正による調整

9,166,460 △ 2,025,000 7,141,460 △ 2,025,000

令和２年度　浄土宗児童教化連盟　一般会計収支補正予算書
〔自；令和２年４月１日　至；令和３年３月31日〕

収 入 の 部

科　　目 本年度予算額 補正額 補正後予算現額
当初予算額との
比較増減(△減)

 1.会費収入
1.当該年度会費
2.過年度会費

 2.助成金収入

1.通常助成金

 4.雑収入

△ 1,515,000 2,035,000 △ 1,515,000

2.書道展後援助成金
 3.事業収入

3,550,000

1.全国研修会参加費
2.指導者講習会参加費

3.書道展収入
4.教材頒布収入
5.需品頒布収入

1.雑収入
 5.繰越金収入

1.前年度繰越金
合　　計

支 出 の 部

本年度予算額 補正額 補正後予算現額

 1.研修会費
1.全国研修会費

科　　目

4.各種委員会費

2.指導者講習会費
3.地区研修会費

 2.事業費
1.書道展経費

2.教化事業費

4.需品製作費
 3.会議費

1.常任理事会費
2.理事総会費

当初予算額との
比較増減(△減)

合　　計

 4.庶費
1.事務費
2.慶弔・渉外費

 5.雑費
1.雑費

 6.予備費

3.監査会費

1.予備費

5.事務局費

△ 500,000 1,850,000 △ 500,000

3.機関紙発行費

2,350,000





浄土宗児童教化連盟 理事 各位 

正副理事長選考委員会 

委員長 齊藤 一光 

役員改選について（令和 3年度理事総会 第 3号議案） 

聖号十念 時下、貴職におかれましてはますますご清祥のことと拝察申し上げます。 

 令和元年度より『正副理事長選考委員会』を発足し、六回に亘る協議を経て、この

度、委員会より以下のとおり新理事長・副理事長・監事を推薦、選出といたします。 

また各地区よりの新常任理事選出結果をご報告いたします。 

何卒、ご承認いただきますことをお願い申し上げますと共に、新体制に於きましても

ご厚誼賜ります様お願い申し上げます。                合 掌 

 

記 

〈敬称略〉 

理 事 長：齊藤 一光（九 州：大 分） 

副理事長：中村 眞英（東 北：宮 城） 

    ： 關   恒明（関 東：長 野） 

常任理事：     （北海道：   ） 

    ：笹井 由香（東 北：岩 手） 

    ：巖谷 勝正（関 東：東 京） 

    ：髙田 光雄（北 陸：石 川） 

    ： 泉  祐樹（東 海：静 岡） 

    ：羽田 雅法（近 畿：大 阪） 

    ：井藤 昂裕（中四国：山 口） 

    ：濱田 公徳（九 州：熊 本） 

監  事：山本 典雄（近 畿：大 阪） 

    ：一田 晶壽（九 州：長 崎） 

 

         事 務 局 

         事務局長 ：阿部 昌道 （九 州：大 分） 

         事務局次長：小笠原 義宜（九 州：大 分） 

         事務局会計：中野 真琴 （九 州：大 分） 

 

任期：令和 3 年 4月 1日より令和 7 年 3 月 31日まで 

 

以 上 



浄土宗児童教化連盟 令和３年度事業計画 

テーマ  「コドモ☆生き生き」― たくましく生きる子どもたち ― 

 

◇方針： 

 近年、「子どもの貧困」という言葉をよく耳にします。子どもたちを取り巻く環境が、いかに

荒寥・殺伐とした状況であるかを表す言葉ではないでしょうか。また、お檀家のご法事にお参り

して、その家の子どもさんの姿を見なくなって久しいです。 

 将来の浄土宗寺院を支える小さな檀信徒を育てることこそ、私たちに課せられた大きな役割

であります。 

 浄土宗児童教化連盟は、宗祖法然上人のみ教えに基づいて、いのちのよろこび・いのちの大切

さを伝えて、次代を担う仏の子・素直な子どもの育成こそが使命と考えます。 

 本連盟の規約に則り、その目的達成の為、以下の事業を推進いたします。 

 

◆〈研修活動〉 

 （１）第 45回 全国研修会（開催予定） 

   日 時 令和３年１１月１１日(木)～１２日(金) 

   会 場 大本山 増上寺 光摂殿「講堂」 

   テーマ 「コドモ☆生き生き」― たくましく生きる子どもたち ― 

   担 当 関東地区児童教化連盟 東京教区 

   研修１ 『子供から大人における身体活動を通じた健康づくりを考える』  

   講師  福島 教照 先生 東京教区 正定院住職・医師 

   研修２ 『科学で遊ぶ！！』 

   講師  チャーリー西村 先生 サイエンスエンターティナー 

   研修３ 『世界の童謡と日本の童謡』 

   講師  青島 広志 先生 作曲家・歌唱指導 

  

※ 新型コロナ流行の状況により内容変更、中止の可能性含む 

 

 （２）第 37回 指導者講習会（開催予定） 

   日 時 令和４年２月 

   会 場 京都 浄土宗教化研修会館（源光院） 

   担 当 事務局 

   研 修 内容未定 

講 師 未定 

 

※ 新型コロナ流行の状況により内容変更、中止の可能性含む 

 

 

 

 

 



 （３）地区研修会（開催予定） 

※ 新型コロナ流行の状況を各地区にて慎重に考慮し、開催の判断を行う。 

   地区    開催日             担当    開催地  会場 

   北海道地区 令和 年   月  日 

講 師    

講 題     

 

   東北地区 令和 年   月  日     秋田教区  

講 師    

講 題     

 

   関東地区 令和３年１１月１１日～１２日   東京教区  増上寺  全国研修会併修 

 

   北陸地区 令和 年   月  日 

講 師    

講 題     

 

   東海地区 令和３年８月２８日～２９日  岐阜教区 岐阜グランドホテル 

講 師    

講 題     

 

   近畿地区 令和 年   月  日       滋賀教区 

講 師    

講 題     

 

   中四国地区 令和 年   月  日 

    講 師  

    講 題  

 

   九州地区 令和 年   月  日    （令和３年５月中止決定） 

    講 師  

    講 題  

 

◆〈教化活動〉 

 （１）第 41回 全国青少年奉納書道展の開催 

   ○金賞特別賞・銀賞・銅賞を総本山知恩院（令和 4年 4月 18日～25日）および 

大本山増上寺(令和 4年 4月 2日～7日)で展示 

   ○金賞特別賞を大本山善導寺（令和 4年 3月 27日～29日）で展示 

 

 （２）花まつりキャンペーンの実施 

   ○花まつり教材サンプル等を各教区経由にて全会員に送付し、会員の花まつり開催を支援

するとともに、花まつり教材の宣伝に資する。 

   ○花まつりの教材の頒布。 



 （３）子ども向け教化紙『浄土宗コドモタイムズ』の発行 

   ○子どもたちが家族と一緒に読める教化紙を季刊発行。年間購読料５００円（送料込み）

で、本年度４回発行。 

 

 （４）「浄土宗子どもの集い」の開催 

   ○児童教化をおこなうにあたり、全国の子どもに呼びかけ、「いのち」「環境」「家族」「友

達」「平和」などをテーマに意見交換を行い、命の大切さなどを実感し、お念仏の体

得、友情を育む等、心の豊かさを醸成する事業を展開します。 

 

    担 当 東北地区児童教化連盟   日程・会場（教区）・内容未定 

 

※ 新型コロナ流行の状況により内容変更、中止の可能性含む 

 

 （５）推進活動 

   ○会員増強 児童教化を志す者の入会を勧める。 

 

◆〈製作頒布活動〉 

 （１）会員用袈裟・バッジの製作・頒布 

 （２）子ども向け教材の企画製作・頒布 

 

◆〈広報活動〉 

 （１）児教連ホームページの運用 

 （２）その他 

 

◆〈その他〉 

 （１）浄土宗公益教化団体連絡会議 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◆〈会  議〉 

 （１）理事総会 

         ※新型コロナウイルスの影響により、事前に書面相互送付の形式にて実施の上 

日 時 令和３年 ５月２０日(木)  14時 00分～ 

         会 場 ZOOMにて Web会議          

議 題 ①令和２年度事業報告の件 

             ②令和２年度予算補正報告の件 

令和２年度決算（監査）報告の件 

             ③理事長・副理事長選出 

          ④令和３年度事業計画(案)の件 

             ⑤令和３年度予算(案)の件 

             ⑥その他 

 （２）常任理事会 

     第１回 日 時 令和３年 ４月２１日(水)   14時 00分～ 

         会 場 浄土宗教化研修会館（源光院） オンライン会議導入 

         議 題 ①令和２年度事業報告の件 

             ②令和２年度予算補正報告の件 

令和２年度決算（監査）報告の件 

             ③理事長・副理事長選出 

          ④令和３年度事業計画(案)の件 

             ⑤令和３年度予算(案)の件 

             ⑥その他 

     第２回 日 時 令和３年１１月１２日(金)予定 

         会 場 大本山 増上寺 会議室（東京・全国研修会併修） 

     第３回 日 時 令和４年 ２月  日( )予定 

         会 場 和順会館会議室（京都・指導者講習会併修） 

 （３）監査会 

        日 時 令和４年５月予定 

議 題 令和３年度事業及び一般会計・特別会計監査の件 

 （４）各種委員会 

        ○資料制作委員会    （担当：福井 純史 師）    随時開催 

          浄土宗コドモタイムズ 

○教化実践委員会    （担当：關 恒明 副理事長）  随時開催 

          指導者講習会・全国研修会・地区研修会の調整 

          浄土宗子どもの集い 

        ○運営委員会      （担当：中村 眞英 副理事長） 随時開催 

          ホームページ等の SNSによる発信 

          花まつり・書道展・グッズ製作頒布 

他団体との交渉 

（５）事務局会  随時開催 



（単位：円)

備　　考
3,030,000 3,040,000 △ 10,000
3,030,000 3,040,000 △ 10,000 1,000円×3,030名

0 0 0 1,000円×0名

4,060,000 2,545,000 1,515,000
全研80万円、指導者40万円、地区研65万円、書道展30万円

花まつり30万円、タイムズ70万円、浄土宗子どもの集い40万円

510,000 510,000 0 知恩院、増上寺、各大本山、平和協会より

1,610,000 1,100,000 510,000
300,000 0 300,000 3,000円×100名

210,000 0 210,000 3,000円×70名

600,000 600,000 0 500円×1,200点

400,000 400,000 0 花まつり30万円、タイムズ10万円

100,000 100,000 0
150,000 150,000 0
150,000 150,000 0 表賀、利息、協賛金等

753,577 306,460 447,117
753,577 306,460 447,117 前年度より

9,603,577 7,141,460 2,462,117

備　　考
2,460,000 855,000 1,605,000
1,100,000 405,000 695,000 関東地区(東京教区)担当

710,000 400,000 310,000 ２月開催予定

650,000 50,000 600,000 10万円×６地区、5万円×１地区

4,160,000 3,660,000 500,000
1,460,000 1,460,000 0 第41回奉納書道展（知恩院・増上寺・善導寺）

花まつり65万円、コドモタイムズ120万円

浄土宗子どもの集い50万円

50,000 50,000 0 HP運営費

300,000 300,000 0
1,840,000 1,860,000 △ 20,000

570,000 570,000 0 ３回開催予定

650,000 650,000 0 １回開催予定

30,000 30,000 0
60,000 80,000 △ 20,000 資料製作委員会、教化実践委員会、運営委員会各2万円

530,000 530,000 0 事務局会議費、活動費

450,000 450,000 0
250,000 250,000 0 郵便代等

200,000 200,000 0
30,000 30,000 0
30,000 30,000 0

663,577 286,460 377,117
663,577 286,460 377,117

9,603,577 7,141,460 2,462,117

比較増減（△減）

2.書道展後援助成金

1.通常助成金 3,550,000 1,515,000

5.需品頒布収入

合　　計

 4.雑収入
1.雑収入

 5.繰越金収入
1.前年度繰越金

支 出 の 部
科　　目 令和三年度予算額 令和二年度予算額

令和三年度　浄土宗児童教化連盟　一般会計収支予算書
〔自；令和３年４月１日　至；令和４年３月31日〕

収 入 の 部
科　　目 令和三年度予算額 比較増減(△減)

1.当該年度会費

令和二年度予算額

 2.助成金収入
2.過年度会費

4.教材頒布収入

1.全国研修会参加費

2,035,000

 1.会費収入

 3.事業収入

2.指導者講習会参加費

3.書道展収入

 3.会議費
1.常任理事会費

1,850,000

3.広報費

 1.研修会費
1.全国研修会費
2.指導者講習会費
3.地区研修会費

 2.事業費
1.書道展経費

2.理事総会費
3.監査会費

500,000

合　　計

 4.庶費
1.事務費
2.慶弔・渉外費

 5.雑費
1.雑費

 6.予備費

5.事務局費

2.教化事業費 2,350,000

4.各種委員会費

1.予備費

4.需品製作費



令和 3 年度理事総会 第 6 号議案 

①規約改正について 

 『浄土宗児童教化連盟 規約』において 

 第３条：公益教化事業奨励規定⇒公益教化事業奨励規程 

 ※ 誤字にて修正する。 

 第６条：この連盟に地区(教化センター単位)を設け⇒この連盟に地区を設け 

 ※ 教化センター廃止に伴い、削除する。 

 

 以上を本総会にて承認後、令和３年５月２０日付にて改正を行う。 

 

 ※５月２０日付けで一部規約改正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②開宗８５０年記念事業について 

 ２０２４年対象事業 

 

 今後、企画実行委員会（委員長：齊藤理事長）の設立準備を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以 上 



浄土宗児童教化連盟 規約 
(名称) 

第１条 この連盟は、浄土宗児童教化連盟(以下「連盟」という)と称する。 

(本部・事務所) 

第２条 この連盟の本部は浄土宗宗務庁に置き、事務所は理事長が指定する所に置く。 

(目的) 

第３条 この連盟は、公益教化事業奨励規程(宗規第28号)に基づき、児童教化を推進し、会員相互の研鑽を目的

とする。 

(事業) 

第４条 この連盟は、その目的達成のため次の事業を行う。 

（１）指導者の養成並びに研修会の開催 

（２）土曜並びに日曜学校、子供会等の開設の推進 

（３）教化事業への協力と援助 

（４）教区組織結成への促進 

（５）機関紙及び資料等の作成 

（６）その他必要なる事業 

(会員及び組織) 

第５条 この連盟は、第３条の目的に賛同する者を会員とし、各教区組織を以って構成する。 

(地区) 

第６条 この連盟に地区を設け、北海道・東北・関東・東海・北陸・近畿・中四国・九州の８地区とする。 

(総裁) 

第７条 この連盟の総裁は、浄土門主とする。 

(役員) 

第８条 この連盟に次の役員を置く。 

（１）理 事 長  １名 

（２）副 理 事 長  ２名 

（３）常 任 理 事  ８名 

（４）理   事 ４７名 

（５）監   事  ２名 

（６）事 務 局 長  １名 

（７）事務局次長  １名 

（８）会   計  １名 

(役員の選出) 

第９条 この連盟の役員の選出は、次の通りとする。 

（１）理事長及び副理事長は、別途定める細則により選出し、理事総会において承認を得た後、宗務総長が委嘱 

   する。 

（２）常任理事は、各地区から選出し、宗務総長が委嘱する。 

（３）理事は、各教区より選出し、未結成教区は会員中より教区長推薦にて宗務総長が委嘱する。 

（４）監事は、会員中より常任理事会において推薦し、理事総会において承認を得、宗務総長が委嘱する。 

（５）事務局長、事務局次長及び会計は、理事長が会員中より選出し委嘱する。 

(役員の任務) 

第10条 この連盟の役員の職務は、次の通りとする。 

（１）理事長は、この連盟を代表し、会務を統理する。 

（２）副理事長は、理事長を補佐し、理事長事故あるときはその職務を代行する。 

（３）常任理事は、地区を代表し、常任理事会を組織し、会務を執行する。 

（４）理事は、教区を代表し、理事総会を組織し、会務を審議する。 

（５）監事は、会務及び経理を監査する。 

（６）事務局長は、事務局を代表し事務を処理する。 

（７）事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長事故あるときはその職務を代行する。 

（８）会計は、この連盟の経理を処理する。 

 

 



(任期) 

第11条 この連盟の役員の任期は４年とし、再任を妨げない。補欠により就任した役員の任期は、前任者の残

任期間とする。 

(事務局) 

第12条 この連盟の事務所に事務局を置き、事務を処理する。 

   ２ 事務局は役員の事務局長・事務局次長・会計、及び若干名の事務局員を以って組織する。 

   ３ 事務局員は、事務局長が会員中より指名し、理事長が委嘱する。 

（顧問） 

第13条 この連盟に理事総会の推挙により顧問を置くことができる。 

   ２ 顧問は、連盟の理事長経験者及びそれに準ずる者とする。 

（会議） 

第14条 この連盟の会議は、理事総会・常任理事会及び事務局会とする。 

   ２ 理事総会は、年1回開催する。ただし、臨時理事総会を開くことができる。 

   ３ 常任理事会は、必要に応じ随時にこれを開く。 

   ４ 理事総会・常任理事会は、理事長が召集して開催する。 

   ５ 事務局会は、理事長及び事務局長が必要に応じて随時にこれを開く。 

   ６ 会議は、出席者の過半数を以って議事を決する。 

   ７ 理事総会・常任理事会は、３分の２以上の出席を以って成立する。但し、委任状を認める。 

（委員会） 

第15条 この連盟には、理事長が必要と認めたとき、常任理事会の同意を得て、特定の目的を 

     もった委員会を設けることができる。 

（予算・決算） 

第16条 この連盟の予算及び決算は、理事総会の議決を得なければならない。 

（経費） 

第17条 この連盟の経費は、会費、助成金、寄附金及びその他の収入をもってこれに充てる。 

（会費） 

第18条 この連盟の会員は、所定の会費を納入するものとする。 

（特別会計） 

第19条 この連盟の活動を進める上で特別に必要がある場合、特別会計を設けることができる。 

（会計年度） 

第20条 この連盟の会計年度は、毎年４月１日から翌年３月 31日までとする。 

（細則） 

第21条 この連盟運営に必要な細則は、常任理事会において別に定める。 

（規約の改廃） 

第22条 この連盟の規約の改廃は、理事総会の決議を経て宗務総長の認証をうけなければならない。 

附則 

１ 本規約は、昭和44年４月１日施行。 

２ 本規約は、昭和52年４月16日一部改正。 

３ 本規約は、昭和54年６月25日一部改正。 

４ 本規約は、昭和56年５月12日一部改正。 

５ 本規約は、昭和56年７月28日一部改正。 

６ 本規約は、昭和58年10月11日一部改正。 

７ 本規約は、第８条の規程にかかわらずこの連盟規約の変更時の役員の任期は昭和60年６月30日までとする。 

８ 本規約は、平成３年５月23日一部改正。 

９ 本規約は、平成５年２月23日一部改正。 

10 本規約は、平成８年５月20日一部改正。 

11 本規約は、平成９年６月20日一部改正。 

※申し合せ事項 平成 13年７月１日就任の役員についての任期は、平成 17 年３月 31 までとし、以後役員の任

期は会計年度に合わせ４月１日より起算する。（平成13年６月26日開催の理事会にて了承） 

12 本規約は、平成14年５月24日一部改正。 

13 本規約は、平成17年２月21日一部改正。 

14 本規約は、平成21年６月11日一部改正。 

15 本規約は、平成24年５月30日一部改正。 



16 本規約は、平成28年５月27日一部改正。 

17 本規約は、令和３年５月20日一部改正。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



浄土宗児童教化連盟 特別会計細則 

 

この細則は、浄土宗児童教化連盟規約第 19条に規定する特別会計の施行に関する細則

である。 

 この連盟の特別会計の施行については下記のとおり定めるところによる。 

 

（特別会計の設置） 

第1条 特別会計の設置は、この連盟の活動を進める上で特別に必要がある場合、理事総

会の承認を経て行うものとする。 

 

（積立金について） 

第2条 この連盟の運営における一般会計に無理の生じない額を特別会計の積立金として

予算計上できるものとする。 

 

（使途について） 

第3条 本会計の使途を主に特別事業を実施する場合とする。 

 

（執行について） 

第4条 本会計の執行については、理事総会の承認を得るものとする。 

 

 

 

附則 1．この細則は、平成 24年 5月 30日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



役職名 教区 No 寺院名 氏名 郵便番号 住所 電話番号 ＦＡＸ番号

理事長 九　州（大　分） 23 正覺寺 齊藤　一光 873-0002 杵築市大字南杵築371番地 0978-62-3063 0978-68-8301

副理事長 東　北（宮　城）　　11 成覺寺 中村　眞英 984-0051 仙台市若林区新寺三丁目10番12号 022-256-1805 022-291-6358

関　東（長　野）179瑠璃光寺 關　　恒明 399-8102 安曇野市三郷温610番地 0263-77-3538 0263-77-8059

常任理事 北海道（　　　)

東　北（岩　手）　　16 稱名寺 笹井　由香 028-3452 紫波郡紫波町片寄鶉森6-3 019-673-7455 019-673-7458

関　東（東　京）380 祐天寺 巌谷　勝正 153-0061 目黒区中目黒五丁目24番53号 03-3712-0819 03-3760-6283

北　陸（石　川） 40 新善光寺 髙田　光雄 927-0562 鳳珠郡能都町字真脇43字63番地 0768-62-1296 0768-62-1296

東　海（静　岡）127 浄土寺 泉　　祐樹 421-0302 榛原郡吉田町川尻字町上69番地 0548-32-0751 0548-32-0751

近　畿（大　阪）264 光明寺 羽田　雅法 573-0016 枚方市村野本町23番21号 072-848-6708 072-849-0731

中四国（山　口） 83 定念寺 井藤　昂裕 747-0032 防府市宮市町9番29号 0835-22-0421 0835-22-2678

九　州（熊　本） 35 来迎寺 濵田　公徳 869-5441 芦北郡芦北町佐敷186番地 0966-82-2265 0966-82-2265

理事 北海道第一

北海道第二

青　森　　 79 當古寺 長谷部達徳 039-3503 青森市大字野内字菊川267番地 017-726-2894 017-764-0718

岩　手（兼）　　 16 稱名寺 笹井　由香 028-3452 紫波郡紫波町片寄鶉森6-3 019-673-7455 019-673-7458

秋　田　　 11 善導寺 渡邊　清明 011-0946 秋田市土崎港中央1丁目10番21号 018-845-1607 018-846-5275

山　形 30 浄光寺 瀧口　宗紀 990-0055 山形市相生町8番26号 023-622-7512 023-622-7520

宮　城　　 21 雲上寺 東海林良昌 985-0053 塩釜市南町11番1号 022-364-8936 022-362-5162

福　島　　 110 圓通寺 油谷　一広 969-6126 大沼郡会津美里町字本郷甲2866番地 0242-56-3259 0242-56-3269

群　馬　　 24 善導寺 小林　泰憲 377-0801 吾妻郡東吾妻町大字原町1084番地 0279-68-2339 0279-70-2025

栃　木　　 20 福正寺 松濤　淳一 322-0604 栃木市西方町元1584番地 0282-92-7734 0282-92-7734

茨　城　　 31 弘経寺 金田　道彦 302-0023 取手市白山2丁目9番28号 090-8875-9075 0297-73-2056

埼　玉　　 84 聖福寺 今井　康隆 340-0111 幸手市北1-9-27 0480-43-3821 0480-42-8553

東　京　　 196 定泉寺 武智　公英 113-0021 文京区本駒込1丁目7番12号 03-3941-7063 03-3941-9789

千　葉　　 91 覚翁寺 大日方泰道 299-5235 勝浦市出水1297番地 0470-73-3115 0470-73-3115

神奈川　　 97 正福寺 上田　真彦 252-1124 綾瀬市吉岡006 0467-78-0634 0467-78-0763

山　梨　　 63 光明寺 岩間　正純 405-0018 山梨市上神内川945 0553-22-1267 0553-23-0292

新　潟　　 72 正覺寺 山口　正明 952-0012 佐渡市両津夷新17番地 0259-27-3835 0259-23-2200

富　山　　 50 西養寺 小柳　哲哉 930-0056 富山市南田町一丁目2番22号 076-421-3487 076-421-6567

長　野　　 200 長久寺 岩波　厚志 399-0428 上伊那郡辰野町大字伊那富3995番地 0266-41-0714 0266-41-0830

静　岡　　 92 浄国寺 寺本　公倫 420-0064 静岡市葵区本通七丁目8番地の19 054-255-4567 054-255-4568

三　河　　 41 延命寺 黒野　昌康 441-0104 豊川市平井町丈方36番地 0533-72-2869 0533-72-2996

尾　張　　 58 雲心寺 桑山　光俊 456-0017 名古屋市熱田区尾頭町3番19号 052-671-3570 052-678-3570

伊　勢　　 241 西念寺 筧　　佳人 517-0011 鳥羽市鳥羽四丁目4番19号 0599-25-2590 0599-25-2695

伊　賀　　 44 榮林寺 柴田　篤彦 518-0726 名張市本町204番地 0595-63-1009 0595-63-1009

岐　阜　　 4 正道院 関川　隆導 500-8064 岐阜市柳沢町9番地 058-264-1346 058-264-1346

石　川（兼）　　 40 新善光寺 髙田　光雄 927-0562 鳳珠郡能都町字真脇43字63番地 0768-62-1296 0768-62-1296

福　井　　 35 慈徳院 澤井　祐浄 915-0034 越前市中居町19号1番地 0778-27-1776 0778-27-1776

滋　賀　　 57 徳円寺 間宮　寿史 527-0013 東近江市東中野町2番19号 0748-22-2641 0748-22-2614

京　都　　 575 寶藏院 稲岡　憲雄 615-0013 京都市右京区西院松井町5 075-313-6557 075-313-6557

奈　良　　 308 西方寺 神谷　俊英 637-0021 五條市東阿田町379番地 0747-22-7505 0747-22-7505

和歌山　　 188 正光寺 江川　真司 649-2511 西牟婁郡白浜町日置586番地 0739-52-2228 0739-52-2228

大　阪　　 137 大応寺 岩崎　浩基 543-0016 大阪市天王寺区餌差町3-15 06-6761-9450 06-6761-9450

兵　庫　　 23 長傳寺 安部　康源 655-0038 神戸市垂水区星陵台6丁目2番25号 078-781-0968 078-781-4774

鳥　取　　 32 栖岸寺 城戸　法文 680-0941 鳥取市湖山町北1丁目387番地 0857-28-1478 0857-28-4904

出　雲　　 13 安養寺 原　　量敬 699-0702 出雲市大社町杵築北2822番地 0853-53-2539 0853-53-2539

石　見　　 53 光明寺 本田　行尚 699-5605 鹿足郡津和野町後田1014番地 0856-72-0461 0856-72-0461

岡　山　　 13 誓願寺 鴫谷　真策 710-0055 倉敷市阿知2-25-36 086-422-6318 086-424-0800

広　島　　 3 金龍寺 別所　照之 726-0003 府中市元町623 0847-41-3398 0847-40-1236

山　口　　 120 東善寺 吉岡　雄慈 759-3803 長門市三隅下第3648番地 0837-43-0062 0837-43-0062

南　海　　 12 専称院 細井　俊道 761-8074 高松市太田上町109番地1 087-889-4887 087-889-4887

愛　媛 48 光照寺 大嶋　真人 798-0211 宇和島市将淵1140 0895-63-0020

福　岡　　 182 西岸寺 大谷　真観 830-0025 久留米市瀬下町29番地 0942-32-9016 0942-34-6500

佐　賀 4 西念寺 早田　晴久 840-0853 佐賀市長瀬町2番24号 0952-23-3762 0952-23-3876

長　崎 39 崇台寺 安藤　竜順 855-0851 島原市萩原一丁目1224番地 0957-62-6672 0957-64-2783

熊　本　　 4 來迎院 小川　大心 860-0047 熊本市西区春日6丁目8-8 096-355-5917 096-355-5917

大　分　　 21 浄泉寺 中野　昭純 873-0222 国東市安岐町下山口1159番地 0978-67-0291 0987-67-3904

三　州　　 8 圓福寺 多賀　学照 884-0003 児湯郡高鍋町南高鍋6405 0983-22-1774 0983-22-1794

監事 大　阪 335 法傳寺 山本　典雄 590-0935 堺市堺区神明町東三丁目1番40号 072-233-3861 072-233-3861

長　崎 33 九品寺 一田　晶壽 857-0027 佐世保市谷郷町8-7 0956-22-6059 0956-22-6059

資料制作委員長 京　都 591 念佛寺 福井　純史 614-8015 八幡市八幡旦所1番地 075-981-0273 075-983-8895

教化実践委員長 関　東（長　野）179瑠璃光寺 關　　恒明 399-8102 安曇野市三郷温610番地 0263-77-3538 0263-77-8059

企画運営委員長 東　北（宮　城）　　11 成覺寺 中村　眞英 984-0051 仙台市若林区新寺三丁目10番12号 022-256-1805 022-291-6358

事務局長 大　分 32 安養寺 阿部　昌道 870-0819 大分市王子新町7-1 097-543-1522 097-543-1528

事務局次長 大　分 2 圓龍寺 小笠原義宜 871-0075 中津市寺町991番地 0979-22-2045 0979-33-7988

会計 大　分 21 浄泉寺 中野　真琴 873-0222 国東市安岐町下山口1159番地 0978-67-0291 0987-67-3904

事務局 大　分 48 養福寺 丸山　祥永 876-1401 佐伯市米水津大字浦代浦480番地 0972-46-0366 0972-46-0366

熊　本　　 16 浄業寺 三宅　俊明 864-0003 荒尾市宮内出目533 0968-62-2120 0968-54-1189

大　分 58 龍音寺 髙橋　昌彦 870-0877 大分市大字賀来1921番地の2 097-546-4121 097-546-2176

大　分 23 正覺寺 齊藤　慈光 873-0002 杵築市大字南杵築371番地 0978-62-3063 0978-68-8301

大　分 23 正覺寺 齊藤美都子 873-0002 杵築市大字南杵築371番地 0978-62-3063 0978-68-8301

顧問 大　阪 122 長安寺 佐藤　昌宏 543-0017 大阪市天王寺区城南寺町5番13号 06-6761-4022 06-6761-8739

神奈川 101 宗仲寺 平野　仁司 252-0027 座間市座間1-3300 046-254-9700 046-252-9685

長　崎 34 善隣寺 辻本　良明 857-0851 佐世保市稲荷町19番10号 0956-33-3334 0956-33-3338

福　岡 224 林鐘院 三宅　明信 833-0013 筑後市北長田706-2 0942-52-5524 0942-54-1189

宗務役員 宮林　雄彦 105-0011 港区芝公園四丁目7番4号　明照会館内 03-3436-3351 03-3434-0744

部長 小村　正孝 105-0011 港区芝公園四丁目7番4号　明照会館内 03-3436-3351 03-3434-0744

課長 古矢めぐみ 105-0011 港区芝公園四丁目7番4号　明照会館内 03-3436-3351 03-3434-0744

担当 川岸沙綾夏 105-0011 港区芝公園四丁目7番6号　明照会館内 03-3436-3351 03-3434-0744

23 正覺寺 873-0002 杵築市大字南杵築371番地 0978-62-3063 0978-68-8301

浄土宗児童教化連盟役員名簿
任　期　　自：令和３年４月１日　　至：令和７年３月３１日

浄土宗社会部

浄土宗児童教化連盟事務局


