
みんな集
まれー!!

2019年11月10日（日）
雨天決行9：00～16：00

in築地本願寺
入場無料

会　場
浄土真宗本願寺派
築地本願寺
〒104-8435 
東京都中央区築地
3-15-1

活動紹介
ブース

●ハーバリウム作り
●消しゴムはんこ作り
●仏像づくり体験
　　　　　　など

ワークショップ
ブース

●はなまつりサイダー
●念珠
●バッグ　など

販売ブース

さまざまな楽しいブース盛りだ
くさん

♫

お坊さん
DJブース

東京メトロ 日比谷線「築　地」駅　出口1 より 直結
東京メトロ 有楽町線「新富町」駅　出口4 より 徒歩約５分
都営地下鉄 浅 草 線「東銀座」駅　出口5 より 徒歩約５分
都営地下鉄 大江戸線「築地市場」駅　出口A1 より 徒歩約５分

■地下鉄をご利用の場合

京橋築地小学校

5 つの DJ チームが
登場 !

お坊さんと
おしゃべり
ブース

●お坊さんテント聞々庵
●OIKAZE香りの相談室
　　　　　　　など

真宗教団連合事務総局
〒600-8358 京都市下京区堀川通花屋町下ル 浄土真宗本願寺派宗務所
　　　　　　（所務部＜文書担当＞内）
TEL：075-371-5181（代表）　FAX：075-351-1372 http://www.shin.gr.jp/

問合せ先

浄土真宗本願寺派 (西本願寺)　真宗大谷派 (東本願寺)　真宗高田派 (専修寺)
真宗佛光寺派 (佛光寺)　真宗興正派 (興正寺)　真宗木辺派 (錦織寺)　真宗出雲路派 (毫摂寺)
真宗誠照寺派 (誠照寺)　真宗三門徒派 (専照寺)　真宗山元派 (證誠寺)

主催／真宗教団連合
真宗10派 浄土真宗の宗祖 親鸞聖人の教えを受け継ぐ10派。昭和44（1969）年に、真宗教団連合を組織。



お坊さんDJブース♫♫ ♪♪

「ごえんさんエキスポ in築地本願寺」出展者紹介（全31団体出展）
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仏教・浄土真宗の書籍、児童書や精進料理のレシピ本まで。書籍をお
買い上げいただいた先着30名様に東本願寺の月刊誌『同朋』最新号を
プレゼント！

東本願寺出版27

生き方やいのちを考えている、そんなあなたに読んでほしい本がいっぱ
い！京都の西本願寺で発行している本・グッズを販売いたします。お買
い上げ先着30名様にエコバックをプレゼント！！

本願寺出版社26

真宗大谷派の青少幼年教化を推進する部署。 青少幼年が抱える悩みや問題を
受け止め、親鸞聖人の教えに尋ね、共に考えていくことを大切に「共に悩み、共に
生きる」をスローガンに活動。当日は教材の紹介、カルト相談窓口を設置します。

大谷派青少幼年センター19

「ふたりからはじめる仏青」をスローガンに座談会を中心にして、立場や
役職を超えて語り合う場を作る「仏青づくり」を柱に活動。どくろ念珠や
トートバッグの販売等。

大谷派仏青同盟20

仏教文化の宣揚と世界平和を推進する。①SDGｓへの取り組みの発
信②花まつりの発信。花まつりドロップ無料配布、花御堂の設置、お香
の無料配布、機関紙、書籍等頒布。

全日本仏教会28

東京教区青年僧侶協議会は、本願寺派を主に、教区内の40才以下の僧侶を中心
に構成される任意団体。発足から50年余りの歴史を持ち、各種研修会や社会活
動等を行い、｢法友｣と名づけた対外的イベント実施。当日は冊子「寺マナ」を配布。

東京教区青年僧侶協議会18

毎月、本願寺名古屋別院で開催される縁市に不定期で出展の「お坊さ
んテント聞々庵」が出張出展。テント内で世間話から仏事・人生相談ま
で「お坊さんと話せる空間」を提供。

お坊さんテント聞々庵6

様々なひとの出遇いの場になってほしいという願いのもと、雲國寺（茨城県
牛久市）にて活動。門徒さんと朋に「報恩市」を開催。世代を超えた交流を
行う。古布をリメイクした小物販売。ローソク絵付けのワークショップ開催。

ウンコックジーと朋に生きるなかまたち23

消しゴムはんこの展示と作り方ワークショップ。所要時間は30分程度。
Myハンコを作ってみませんか？

ハンコでブッダ13

いのち×音楽 「いのち」「人生」をテーマに、アコースティックギターによ
る弾き語りライブを開催するプロジェクト。活動紹介のブース出展とミ
ニライブを予定。

LIFE SONGS21

浄土真宗のみ教えを伝えることを目的としたフリーペーパー。若手僧侶
の活動や仏教系団体の情報などを掲載。子ども向けワークショップ(の
のくん塗り絵、ののくんお絵かき、プラ版、写真スポット)開催予定。

ののさま10

“エネルギー事業を通じてとことん社会貢献する”ことを目指し、僧侶が
設立した新電力会社。ワークショップ(レインボーかざぐるま作成)開催
予定。

TERA Energy16

死にたい思いを抱える方の電話相談やメール相談、居場所づくりなどを
している、来年10周年を迎えるNPO法人。ワークショップ(聴き方のお
けいこ)開催。

NPO法人 京都自死・自殺相談センター17

世界から様々な伝統的宗教の指導者、平和活動家、文化人、アーティス
トを招待し、世界の平和と2020東京オリンピック・パラリンピック大会
の成功を願うイベント「世界平和願いの祭典」のイベントPRを行います。

世界平和願いの祭典15

お寺側にとっても、参加者にとっても敷居の低い取り組み、お寺で朝掃
除の会「テンプルモーニング」の紹介。チラシと冊子の配布。動画視聴。
お参りの記録共有サイト「ホトカミ」の紹介！

テンプルモーニング14

お寺・仏像・仏教のファンである芸人みほとけが仏像・お坊さんとの新
しい角度での触れ合いかたを提供。仏ものまね体験、仏像フォトブー
ス、仏像づくり体験等。

仏像に一番近い芸人みほとけ12

お寺で謎解き脱出ゲームを開催。仏教の思想、世界観を背景とした「脱
出ゲーム」を通して、「人生の問いに向き合う」体験を創出することを目
指しています。実際に謎解き脱出ゲームを体験していただけます！

Toy x ボーズ11

話題のハーバリウムペンのワークショップ。ペン部分はさまざまな色を
ご用意。お好きな色とお花でお作りいただけます。自分用やプレゼント
にも最適です♩

BELCEA ・ハーバリウムペン25

ブースに立ち寄った方にお気に入りの曲を「写経」してもらい、歌詞にち
なんで僧侶が仏教的見地からコメント！写経体験の入り口として身近
な場所に仏教があることを体験してください。

フリースタイルな僧侶たち9

「お寺とカレーって相性良さそう」から始まった「カリー寺」。その派生企
画として、現在実行予定の「レトルトカリー寺」をパネルなどで紹介。12月
8日に全国のお寺でカレーパーティーを同時多発で開催予定している。

レトルトカリー寺24

お釈迦様の誕生日を皆でお祝いしましょう！という思いから「はなまつりサ
イダー」を制作し全国に販売。また「法名のある生活」として、法名を額に入
れ日常に掲げ生活することを推奨。「はなまつりサイダー」「法名額」の販売。

はなまつりサイダー・法名額22

お香の専門家とブロガー住職がお香の調合体験やオリジナルグッズ作
成の相談、お寺のブログ開設や情報発信について相談にのります。あな
たのOIKAZE（追い風）になれば！

OIKAZE香りの相談室7

お菓子を食べたりお茶を飲んだりしながら「死」について気軽に語るこ
とのできる空間を演出。普段は触れづらい「死」に思いを馳せてみる
ワークショップ「ミニミニデスカフェ」も開催！

ワカゾー8

築地本願寺は、京都・西本願寺を本山とする浄土真宗本願寺派の直轄
寺院で、関東・首都圏において、み教えをひろめ、また様々な新たな取
り組みを進めるお寺です。

築地本願寺30

宗祖親鸞聖人ご誕生850年・立教開宗800年・真宗教団連合結成50周年
記念事業として、次代を担う若い世代に対し、真宗、親鸞聖人についてご縁
をもってもらうため、全国で様 な々活動をしている団体を一堂に集め紹介！

真宗教団連合31

古来から伝わる精進料理や、市場より仕入れた新鮮な素材を使った
御膳、お寺の名物である門前そばなどを築地本願寺伝道会館にてご
提供しています。この度、ブース出展にともない軽食、ドリンク等販売。

日本料理 紫水29

サイバー南無南無
「現実世界とネット世界の垣
根を超える」ことを目的に結
成されたグループ。ニコニコ
超会議2019「超テクノ法要」
参加。

1 誰そ彼
昼と夜のあいだ、モノ・コト・ヒ
トの境界が曖昧になるひとと
きにお寺の本堂で開かれる風
変りな音楽会。

2 向源
今に伝わる多様な文化の根底
に触れ、自分の源と向き合い、
普段忘れがちな自分の本当の
思いに気付いてもらうことを
願って。

3 テクノ法要
「極楽浄土は光の世界」という
認識を基に、現代の光（プロ
ジェクタ投影・舞台照明）で装
飾した寺の内陣で勤めるテク
ノ法要。

4 お寺座LIVE
お寺は文化の発信地をキーワー
ドに、法話や読経をとり入れた音
楽イベント。2006年よりスタート
して、一線で活躍するミュージ
シャンを招きご縁を結ぶ。

5

※当日、映像演出はありません。

※下記ブースは予定ですので、変更になる場合があります。


