って？

2017年から開催されています。ちなみに「ごえんさん」とは「ご院家（いんげ）さん」が変化した
僧侶の呼び名のこと。きっと「ごえんさんエキスポ」に参加したみなさんは、お寺や僧侶のイメージが
ちょっぴり変わるはず。今回で3回目の開催ですが、初めてオンラインでの実施となります。
※今回の
「ごえんさんエキスポ」
は、浄土真宗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実施します

問い合わせいただければと思っています。
こ

詳細は
WEBサイトへ

れからの「ごえんさんエキスポ」
を考えてくださ
る有 志 、大 募 集しています。
もちろん、僧 侶
の方でもそうでない方でも歓迎です。

ごえんさんエキスポ

当日の内容や感想は

い！関心がある！という方は、ぜひお気軽にお

M A I L：5en3expo@gmail.com

﹁#ごえんさんエキスポ﹂

後の「ごえんさんエキスポ」に関わってみた

﹁#オンラインごえんさんエキスポ﹂

今 回のイベントに参 加いただいた方で、今

お問い合わせ

でどしどし発信ください︒

運営メンバー募集！

11月 7日

めくるめく

「おまつり」です。次世代を担う若者と浄土真宗や親鸞聖人のご縁がつながる機会をつくることを目的に、

仏 教の世 界に︑

いざいかん！

「ごえんさんエキスポ」は、全国で様々な活動に取り組んでいるお寺や僧侶、団体が一堂に会する

SAT

10 : 00 ~ 22 : 00
無料

※ネット回線の使用料は各自でご負担ください
※一部有料コンテンツあり

わたしたちは、見たこともないことや新しい価値観に触れることで、
※当日はインタラクティブなやりとりも発生します
（もちろん、
すべてのコンテンツではありませんが）
。
ぜひ、
参加型で楽しんでいただければと思います。
コメントやハッシュタグツイートなど、
大歓迎！
※当日は
「Zoom」
と
「YouTube」
を使用します。
ツールの使用方法等については、
事前にご確認をお願いいたします。

詳細・ご視聴は
WEBサイトで

心がふるえたり、なにかに想いを馳せたりすることがあります。
「ごえんさんエキスポ」がそんなきっかけになれば。
今回の「ごえんさんエキスポ」は、全国各地で新しい取り組みに

主催：真宗教団連合（浄土真宗本願寺派・真宗大谷派・真宗高田派・真宗佛光寺派・真宗興正派・真宗木辺派・真宗出雲路派・真宗誠照寺派・真宗三門徒派・真宗山元派）
企画運営：ごえんさんエキスポ実行委員会

挑戦しているお寺・僧侶・団体がオンラインで集結します。
ぜひ、同時代のリアルな仏教に触れて、感じてみてください。

https://5en3expo.studio.site/

10 : 30~10 : 55

数珠つなぎ読経

ショーユー・メグルの
仏ぶつラジオ

YouTube

地域、宗派を問わず、一日中僧侶が入れ
替わりで読経しつづける「数珠つなぎ読
経」。香川と名古屋より素敵なお勤めをお
つなぎいたします。

浄土真宗の僧侶ショーユーと仏教ラブの
メグルがお送りするネットラジオ「仏ぶつ
ラジオ」です。仲間ができることが仏教の
ご利益？二人が熱く「仏ぶつ」語ります。
今回初めての生配信！ドキドキ！！

三原貴嗣
（香川・真宗興正派 善照寺）
フットバッグ日
本一、
布教使.com代表
三宅教道・千空
（愛知・浄土真宗本願寺派 教西寺）

12 : 40~12 : 55

13: 05~13: 35

YouTube

法話：犬が西向きゃ尾は東
人間の努力では、どうにもならないこと
があります。自分の都合で未来を変える
ことも、過去を消すこともできません。や
むにやまれぬ今ここで、待ったなしの人
生を生かされる私にとって、仏教の御利
益とは一体何でしょう？

松田亜世
（淡路島・真宗大谷派 浄泉寺）

YouTube

漫才形式の説法という斬新なスタイルで北
海道からシミーズ、熊本からSeppo-CCQが
登場！浄土真宗本願寺派の僧侶2人組で活
動中。今回は完全リモートでお届けします！
顔の見えないリモートって実はとっても不安
…コメントなどお待ちしています
（笑）

19: 05~19: 55

永田弘彰（北海道・真浄寺）
増山直樹（北海道・寿光寺）

那須弘昭（熊本・慈願寺）
藤岡教顕（熊本・明導寺）

特別対談！
「向源」の10年に迫る、
友光雅臣の「源」
とは！？

10: 00
刻を知らせる鐘
オープニング

10 : 00~10 :10

YouTube
無料配信

数珠つなぎ読経
三原貴嗣
「和訳正信偈」

10 :10~10 : 30
ショーユー・メグルの
仏ぶつラジオ

10 : 30~10 : 55

Zoom
参加型

11: 00

YouTubeで僧侶が何をする？！仏教と心
理学の視点から現代社会の様々なテー
マについて解説するYouTube番組「武田
正文の仏心チャンネル」より、武田さんが
ホストとなり僧侶YouTuberが語り合う。

武田正文（島根・浄土真宗本願寺
派 高善寺）臨床心理士、公認心
理師・大慈
（曹洞宗）
・加藤圓清
（大
分・日蓮宗 法音寺）
・小林恵俊
（兵庫・天台宗正明寺）
・河村英昌
（京都・浄土宗）
・桜庭尚吾（北海
道・法城寺）
・枝廣慶樹（広島・崇
興寺）
・舟川智也
（福岡・両徳寺）

井上陽
（浄土真宗本願寺派 教学寺）
大塚知明
（真言
宗 妙法寺）光誉祐華（浄土宗 西迎院）村上浩継
（霊明神社）
吉岡恵生
（高槻日吉台教会）

13: 00

出張！あかねまるの
知らない世界

〜福祉とまちと僧侶の世界？！〜

14 : 05~14 : 55

15 : 05~15 : 35

YouTube

仏教学校に通う学生×現役僧侶のトークセッション！将来へのお悩
みから最近気になっていることなど、リアルな苦悩をぶっちゃけ！

佐藤慶樹
（福岡・浄土真宗本願寺派
万徳寺）

18 : 20~19: 00

国連のＳＤＧｓ「誰一人取り残さない」持
続可能な社会の実現に向けて、子どもた
ちが心豊かに暮らせることができるよう
な、取り組みを紹介。

20 : 45~21: 00

YouTube

赤坂陽月ライブ
19 0 万 再生を記 録した 話 題
の 僧 侶ミュージシャン 登 場！
ビートボックスとお経を組み
合わせて音 の 曼 荼 羅 世界を
描く曹 洞 宗 の 僧 侶 赤 坂 陽月
さんのスペシャルライブ。

YouTube

〜Dāna for World Peace〜
‑子どもたちを育むために‑

YouTube

YouTube

仏教学校生からお便りです！

貧困の克服に向けて

尼崎でよくわからない人をゲストに招いてMCあかねまるが深〜くお話を
聞いていくあかねまるの知らない世界がごえんさんエキスポに登場！障が
い者支援とコミュニティスペースhinataの運営スタッフであるあかねまる
が、福祉と僧侶の世界に入り込みます。

YouTube

御幸断（ブラジル・浄土真宗本願寺派ツパン本願寺）
YouTubeブラジル坊主

18 : 05~18 : 20

日高明
（NPO法人リライフ、
浄土真宗本願寺派）

宇野哲哉(浄土真宗本願寺派・
重点プロジェクト推進室部長)

赤坂陽月
（曹洞宗 平成院）

21:15~21: 50

YouTube

YouTube

バーチャルお寺ツアー！

法話：愚者になりて往生す

テクノ法要

バーチャル空間（VR）にお寺を建立！会
えない中でどうわたしたちはつながりを感
じていけるのか。バーチャル空間でお寺
をめぐりながら一緒に考えてみませんか。

宗祖親鸞聖人は、師である法然上人から
お聞きしたこの言葉を、8 8歳の時のお
手紙に記されています。50年経っても忘
れられない師の言葉。そのことから、私
は、親鸞聖人の歩んでこられた仏道を想
うのです。

今、伝統として受け継いでいるものも、歴
史を辿れば新作だった時代があります。
極楽浄土をイメージする想いは、今も昔
も変わりません。テクノ法要は、この想い
をベースに勤行や荘厳を現代的にアレ
ンジする試みです。

冨金原真慈
（島根・浄土真宗本願寺派 蓮敬寺）

14 : 00

15: 00

16: 00

17: 00

小林尚樹
（東京・真宗大谷派 光明寺）

18: 00

19: 00

20: 00

刻を知らせる鐘

刻を知らせる鐘

刻を知らせる鐘

刻を知らせる鐘

刻を知らせる鐘

刻を知らせる鐘

刻を知らせる鐘

刻を知らせる鐘

バーチャルお寺ツアー！

11: 00~11: 05

12 : 00~12 : 05

13 : 00~13 : 05

14 : 00~14 : 05

15 : 00~15 : 05

16 : 00~16 : 05

17: 00~17: 05

18 : 00~18 : 05

19: 00~19: 05

20 : 00~20 : 30

ひねくれ精進料理
喫茶喫飯

Toy×ボーズのオンライン
謎解きゲーム！

仏教学校生から
お便りです！

お坊さんユーチューバー
大集合！

出張！あかねまるの
知らない世界

貧困の克服に向けて

13 : 05~13 : 35

14 : 05~14 : 55

15 : 05~15 : 35

16 : 05~16 : 55

17: 05~18 : 00

11: 05~11: 20
「リアル仏教
ラブストーリー」

11: 20~11: 45
死生観光トランプ

11: 45~12 : 40

法話：犬が西向きゃ尾は東

12 : 40~12 : 55

赤坂陽月ライブ

リモート漫才説法！
「シミーズ」

はじめまして仏教：
煩悩まみれ な話

18 : 05~18 : 20

特別対談！
「向源」の10年に迫る、
友光雅臣の「源」とは！？

19:05~19:55

18 : 20~19: 00

朝倉行宣
（福井・浄土真宗本願寺派 照恩寺）

21: 00

刻を知らせる鐘

法話：今こそお念仏

前口あかね

（NPO法人サニーサイド／
コミュニティスペースhinata）

気軽に死を語り合うコミュニケー
有志若手僧侶団体
「ワカゾー」
ションツールとしてうまれた「 死
生観光トランプ」。特別なトランプをとおして多様で不可解な死につ
いて深めていきましょう！死生観光トランプができるまで…のトーク
もお見逃しなく！

謎解き僧侶がオンラインで謎解きゲーム
をお届けします！ どなたでも気軽に参加
できる「初級編」
（無料・予約不要）、驚き
の仕掛けの「上級編」
（有料・事前予約が
必要）から選んでお楽しみください。

YouTube

唐溪悦子

（島根・浄土真宗本願寺派
西光寺）

死生観光トランプを
使って死を語ろう！

Toy×ボーズの
オンライン謎解きゲーム！

若林唯人
（大阪・浄土真宗本願寺派 光照寺）
、
佐竹大智
（大阪・浄土真宗本願寺派 順教寺）

20 : 00~20 : 30

Zoom（有料）100円〜

世界一の仏教職人コミュニティ「直七大学」
オールスターの 特別座 談 会！みんなで
「愛生死」
を語りませんか？！

12: 00

YouTube

17: 05~18 : 00

僧侶 神主 牧師と語る
「愛・生・死」※要申込み
友光 雅臣（東京・天台宗 常
行寺）、日下賢裕（石川・本願
寺派 恩栄寺）、雪山俊隆（富
山・本願寺派 善巧寺）

千葉憲文
（香川・真宗興正派 善性寺）

煩悩に振り回されて思い悩む、
私たち――お経には、
その姿が
「これでもか！」
というくらいに説かれていま
す。
やさしい法話を聞くイべント
「はじめまして仏教」
の
運営メンバーの僧侶（←煩悩まみれ）が、仏教の鋭い
人間洞察について、
まったりと語り合います。

YouTube

11: 45~12 : 40

YouTube

ブラジルに開教へ渡った僧侶が現地の人
と恋に落ちて愛の苦しみを味わうドキュ
メンタリー。

はじめまして仏教：“煩悩まみれ”な話

折橋大貴
（神奈川・曹洞宗 常泉寺）

人生の先輩方からいただいた
「仏教」
のバトン
を、
今度は同世代や次の世代へとつないでい
きたいと模索中。
ワカゾー／ののさま／ルピシ
アお茶マイスター／チェアヨガ研修修了／日
本思春期学会性教育認定講師／MOS

「リアル
仏教ラブストーリー」

私たちは日々色んなものを量りながら生
きています。しかし、世の中には量りきれ
ないものもあるのではないでしょうか。
阿
弥陀さまはそのお名前に「量り無し」のお
こころを込められました。今こそそのおこ
ころと共に歩みたいものです。

13: 35~14 : 00

お坊さん
ユーチューバー大集合！

19: 05~20 : 30

YouTube

2011年にスタートした寺社フェス「向源」は、
最大1万5千人を集客し破竹の勢いで突き進ん
でいたが、裏では様々な紆余曲折が渦巻いて
いた。
10年を振り返りながら、
その
「源」
に迫る。

藤澤彰祐
（滋賀・本願寺派 浄光寺）

YouTube

「フレンチ精進料理」や「朝粥の会」を手
がける折橋大貴さんに、自宅でできる精
進料理を紹介していただきながら、食を
テーマにトークセッションしていきます！

16: 05~16: 55

11: 20~11: 45

YouTube

法話：今こそお念仏

ひねくれ精進料理
喫茶喫飯

15 : 35~15 : 55／21: 00~21:15

リモート漫才説法！

11: 05~11: 20

YouTube

サブMC

10 :10~10 : 30／20 : 30~20 : 45

メインMC

タイムスケジュール

藤田圭子

（神奈川・浄土真宗本願寺派 寳光寺）

数珠つなぎ
三宅教道・地空
「十二礼」

リモート漫才説法！
「Seppo-CCQ」

21: 00~21:15
テクノ法要

21:15~21: 50

20 : 30~20 : 45

15 : 35~15 : 55

13 : 35~14 : 00

MC

MC

MC

MC

MC

法話：愚者になりて往生す

クローズ

12 : 55~13 : 00

14 : 55~15 : 00

15 : 55~16 : 00

16 : 55~17: 00

19: 55~20 : 00

20 : 45~21: 00

21: 50~22 : 00

僧侶 神主 牧師と語る
「愛・生・死」

19: 05~20 : 30

有料

22: 00

