
持続可能な寺院経営を目指す住職・寺族の方へ

寺院経営研究会からの特別なご案内

1/27 水

開催日時

10:30~16:30

オンライン開催

新型コロナウィルス感染症に
罹患された皆さま、
および関係者の皆さまに

心よりお見舞い申し上げます。

ゲ

ス

ト

講

座

地域で「1,000年続く」お寺を目指す

浄土真宗本願寺派 慧證山正光寺住職 吉井直道 氏ゲスト講師

船井総研の寺院経営研究会に参加する3つのメリット

1
全国の寺院情報が集結！

2
定例会で持続経営に向け

たPDCAサイクルを加速！

3
本音で語り合える住職

仲間と日々の課題を解決。

他寺院の

取り組みがわかる
持続経営を

目指せる

情報交換会で

日々の課題を解決

北海道・苫小牧で

地域コミュニティを形成し、

6年間檀家数維持を実現

寺院経営研究会研究会説明会

S068822  K067424

地域で1,000年続く寺院を目指す

“寺院経営研究会”

03-6212-2931
（平日9：30～17：30）

03-6212-2204
（24時間対応）

㈱船井総合研究所
〒100-0005 東京都千代田区丸の内１−６−６

日本生命丸の内ビル 21階 担当：亀里麻璃亜（カメサト マリア）
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②会員様同士の共有による落とし込み
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通常のセミナーと研究会の違いは？
通常のセミナーはコンサルタントが一方的にお話しますが、研究会の主役はご参加いただく皆様です。

参加しているご住職様同士で成功事例を共有したり、現状抱えている悩みを相談したりと、

双方向の情報交換を行うことが出来ます。

また、2か月に一度の定例会に参加することで、定例会での情報交換会を区切りとして、

業績アップのPDCAサイクルを回しやすくなります。

①双方向の情報提供

👪
研究会会員様

🏢
船井総研

③会員様同士の実践経験の情報交換

🏢
船井総研

👪
実践経験の情報交換

解説

実践

実践

研究会 継続的な実践🏃
🏃研究会

セ

ミ

ナ

ー

①船井総研からの情報提供

🏢
船井総研

👪
ご参加者

浄土真宗本願寺派

慧證山正光寺住職 吉井直道 氏
ゲスト

講師

よしい じきどう

ゲスト講師のご紹介

〇ゲスト講師プロフィール

龍谷大学大学院実践真宗学研究科卒業。浄土真宗本願寺派布教使。23歳で住職を継職。寺院

をイベント会場として地域住民へ提供するなど、多様なコミュニティ作りに取組み、地域ではだれもが知

る寺院に作り上げる。2年前に完成した永代合同納骨堂は、建造前に600件以上の事前申し込みを

集めることに成功。 「1000年続くお寺を作る」を理念に、寺院の永続経営を目指している。

「1000年続くお寺を作る」ために

慧證山正光寺の取組み

父である先代住職が急去し、私は23歳で住職を継職しました。その時に深く考えたのは【住職の死後も残るお寺】というテーマです。

それは、持続可能性のある寺院運営を行うということであり、「1000年続くお寺を作る」という壮大な理念を掲げることにつながりま

した。そのためにまず始めたのが「本業である法務の見直し」と「お寺を中心とした地域コミュニティの形成」でした。

「本業である法務の見直し」は、葬儀や法事をはじめ日常法務の【満足度を上げること】を第一に取り組んでいます。例えば葬儀

の際には、ご遺族様との面談機会を増やし、ご家族からみた故人のお人柄や思い出を伺い、関連するお言葉を法名に取り入れた

り、葬儀後に迎える法事や納骨の流れまでパンフレットを使用しご説明しています。また、お布施についても聞かれた場合に限りお伝

えをするなど、寺院は「法務の専門家」であるという立場を取り、自信を持ってご遺族の不安と向き合っています。

「お寺を中心とした地域コミュニティの形成」としては、数年前から「お寺で初めてを始めてみる」と銘打ち、地域住民が自身で企画

したイベントを実現する場として、公民館のように寺院を開放しています。この活動をはじめてから、ヨガ教室・そば打ち教室・美術

展・ピザ窯作り・コスプレフェスなど多種多様なイベントが【お寺に持ち込まれる】ようになりました。イベントへの参加者は、寺院に対

するイメージがガラッと変わり、今度はその方が企画者となって寺院でイベントを開催するようになります。また、地域の方の認知が高

まることで、イベントをきっかけにお焚き上げや先祖供養など仏事の悩みをご相談される方も少なくありません。中には門徒となる

方もあり、イベントから仏事へ、仏事からイベントへと、おかげさまで収入面も増加傾向にあり、まさに好循環です。

住職を継いで6年を迎えました。やれることはまだまだあります。今回の講座では、これまでの取組みと成果、そしてこれからやってい

きたい取組みについて、たっぷりとお伝えしたいと思います。



情報交換会とは会員様同士でグループに分かれて行うディスカッションです。

事前にご提出いただく事例シート等に基づき、

①過去2か月の成功事例とその理由

②皆様にご質問・ご相談したいこと

③皆様からご質問・ご相談したいこと

の三項目でディスカッションをして頂きます。

日々の寺院経営において悩んでいることや、

成功している寺院様に聞きたいことなどをこの機会に聞くことが出来ます。

研究会で最も盛り上がり、参加されている寺院さんの満足度も高いのがこの情報交換会です。

各寺院の生の声から、これからで取り組むべき内容を落とし込み、共有して共に成長していく場です。

情報交換会って何？

船井総研の寺院経営研究会は「持続可能な寺院経営」を実現するために、

師と友を作り、学び、実行の成果を共有し、地域に貢献し続けるお寺づくりにコミットするご住職様のための経

営勉強会です。

寺院経営研究会では、全国の寺院のご住職様が2ヶ月に一度集まり、ご自坊での取り組みを共有したり、仲

間である他寺院のご住職様や専門のコンサルタントに本音の悩みを相談できる機会を設けております。コンサ

ルタントの時流講座や最新事例講座など、盛りだくさんの内容で生きた経営を学ぶ勉強会です。

船井総研の寺院経営研究会とは？

会員様の特徴

寺院規模に関わらず、全国各地の寺院のご

住職様にご参加いただけます。

研究会の使い方

「話を聞いて終わり」にならないよう、その場でア

クションプランを策定、実行、報告をしていただ

きます。お互いを高めあいながら、寺院の持続

経営を目指していきましょう。

このようなお悩みはございませんか？

☑檀家さんが年々減少して収入が減ってきた。

☑地域でもっと存在感のあるお寺になっていきたい。

☑このままでは地域もお寺も生き残れないと思う。

☑収入源をしっかり確保しないと持続経営が難しい。

☑他寺院の取り組みが知りたい。

寺院経営研究会の講座内容は裏面をご覧ください！



寺院経営研究会 1月例会 1日の流れ

昼食

持続可能な寺院経営を実現するために

第1講座

（10:30～11:00）

第2講座

（11:10～12:10）

地方都市においては『廃寺』が社会問題になりつつ

あります。そのような時代でも、寺院の本質的な

存在意義を見つめなおし、持続可能な寺院経営を

行っていく必要があります。

どのような寺院を目指していくべきかを社会情勢等

を踏まえながらお伝えいたします。

浄土真宗本願寺派

慧證山正光寺住職

吉井直道氏

寺院の本業である「葬儀」をはじめとした法務を徹底

的に見直し、改善につなげた考え方と実際の動き方

について、詳しくお伝えいただきます。

また、地域住民の誰もが知る寺院になるために進め

てきた取組みとこれからやっていこうとしている取組み

について、ご住職よりお話いただきます。

株式会社船井総合研究所

マネージング・ディレクター

光田卓司

まとめ講座

（16:10～16:30）

持続可能な寺院経営を実現し、「より多くの人を幸

せにする」寺院を作っていくにはどうすればよいのか、

当日1日の講座をまとめながら、お伝えいたします。

※講座時間は変更となる場合がございます。

寺院経営研究会ご参加に関する注意事項
弊社としては、江戸時代以前に既に存在した十三宗派（華厳宗、法相宗、律宗、真言宗、天台宗、日蓮宗、浄

土宗、浄土真宗、融通念仏宗、時宗、曹洞宗、臨済宗、黄檗宗）に属している法人のことを「伝統仏教宗派」とし

て定義づけさせていただき、上記の宗派に属している寺院様のみを入会・コンサルティングの契約対象とさせていただい

ております。また、弊社では研究会へのご入会、コンサルティングのご契約をいただく際に、貴寺院が上記宗派に属して

いることを証明できるもの（寺院の宗旨などが記載された書類）のご提出を義務付けさせていただきます。

「1000年続くお寺を作る」ための考え方と動き方

株式会社船井総合研究所

エンディンググループ寺院チーム

チーフ・アソシエイト

嶋田尚教

第3講座

（13:00～13:40）

持続的な寺院経営を目指すために、あなたの寺院

を必要なポイントをお伝えします。

寺院にとって必要な「商品」「価格」「販促」「接客」

「価格」「固定客化」とは一体何を指し示すのか寺

院専門のコンサルタントより詳細に解説し、ご自坊で

活かせる形でご提供いたします。

持続可能な寺院経営を行うために必要な5つのポイント

本日のまとめ

情報交換会

（13:50～16:00）

ご参加者による情報交換

ご自坊の持続可能な経営を目指すために、取り組まれていること、

5年後どのような寺院になっていたいか、などをコンサルタントがファシリ

テータとなり、ご参加様同士でシェアをしてまいります。

全国の寺院の取り組みを知ることができる船井総研の経営研究会

ならではの、特別な時間となります。

株式会社船井総合研究所

マネージング・ディレクター

光田卓司



開催要項

日時

会場

2021年1月27日（水）

10:30～16:30

オンライン（Zoomを使用）

今回ご招待のため無料
※ご参加は1か寺2名まで、無料招待は1回のみとなります。

※経営に根差した継続的な勉強会の為、ご住職及び法人理事のご参加をお願いしております。

お申し込みはこちらからお願いいたします

下記のQRコードよりお申し込みください。または、同封の申し込み用紙に記載の

上、記載のFax番号にお送りください。

※お申し込み後、事前に弊社コンサルタントよりご参加方法のご案内のご連絡をさせていただきます。

株式会社船井総合研究所

TEL

●お申込みに関するお問い合わせ：亀里麻璃亜（カメサト マリア）

●内容に関するお問い合わせ：光田卓司（ミツダ タクジ）、嶋田尚教（シマダ ヒサノリ）

2021年1月27日（水）

会場：オンライン開催

10:30～16:30

お申込期限：1月22日(金)

※ご参加される皆様には是非最後まで会を体験して頂きたいという思いから、

途中でのご退出はお断りさせて頂いております。何卒ご了承くださいませ。

03-6212-2931

受講料

お申込み

方法

お問合せ

お申込期限：1月22日(金)
（23時59分まで）

日
時

場
所

https://forms.gle/3cFWCoodtzbv2kfG7

寺院経営研究会 1月例会

（23時59分まで）

S068822  K067424

寺院経営研究会研究会説明会
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要

項

日時・会場

受講料

お申込方法

お問合せ

会
場

2021年1月27日（水）

一般・会員 初回参加無料
●ご参加を取り消される場合は、開催日より3営業日（土・日・祝除く）前の17時迄にお電話にて下記申し込み担当者までご連絡くださいますよ

うお願いいたします。

●会員企業様とは社長online、各業種別研究会にご入会中の企業様です。

株式会社 船井総合研究所

TEL：03-6212-2931 （平日9:30～17:30) FAX：03-6212-2204 （24時間対応)

●申込みに関するお問合せ：亀里麻璃亜（カメサト マリア） ●内容に関するお問合せ：光田卓司（ミツダ タクジ）・嶋田尚教（シマダ ヒサノリ）

寺院経営研究会説明会 FAX：03-6212-2204
お問い合わせNo. S068822 K067424 担当：亀里

フリガナ

寺院名

フリガナ

代表者名

宗 派 年齢

寺院住所 ご連絡
担当者

フリガナ

役職

役職

TEL E-mail

〒

＠

ご参加者
氏名 1

フリガナ 役 職 年 齢

2

フリガナ 役 職 年 齢

今、このお申し込み用紙を手にされている方は、今後の持続的な寺院経営について真剣に取り組んでいる数少ない方々の1人だと思います。
そんな勉強熱心なあなた様は今現在、経営状況等にどのようなお悩みをお持ちでしょうか？ 【現状の課題をできるだけ具体的に整理して下さい。】

上記の課題解決に向け、ご参加される方に限り、無料個別経営相談を行います。（どちらかにチェックをつけてください）

□ 研究会後日、無料個別経営相談を希望する。（希望日 月 日頃）
※ ご参加いただいたのちに、日程の調整をさせていただきます。

ご入会中の弊社研究会があればチェックをお付けください。

□ 社長online □ その他各種研究会（ 研究会）

お申込みはこちらから

WEB・FAXから

のお申込み

WEB経由でのお申込みの場合、裏面のQRコードより申込みフォームからお申込みください。

FAXからお申込みの場合、本申込用紙にご記入の上、下記FAX番号にお送りください。

後日、弊社よりご参加方法に関して、ご連絡をさせていただきます。

ご希望の会場にチェックをお付けください。 □ 【オンライン会場】 2021年 1月27日（水）

※FAXお申込み締め切り 1/22（金）23:59まで

開催

時間
10：30～16：30
（ログイン開始 10：00～）
諸事情により、やむを得ず会場を変更する場合が

ございますので、会場は事前のご案内メールにてご確認下さい。

オンライン開催

Zoomミーティングを使用いたします。

事前に受講用URLを送付させていただきます

お申し込み期限 １月２2日（金）２３：５９まで

入会に係る

注意事項

弊社としては、江戸時代以前に既に存在した十三宗派（華厳宗、法相宗、律宗、真言宗、天台宗、日蓮宗、浄土宗、浄土

真宗、融通念仏宗、時宗、曹洞宗、臨済宗、黄檗宗）に属している法人のことを「伝統仏教宗派」として定義づけさせていただ

き、上記の宗派に属している寺院様のみを入会・コンサルティングの契約対象とさせていただいております。

また、弊社では研究会へのご入会、コンサルティングのご契約をいただく際に、貴寺院が上記宗派に属していることを証明できるも

の（寺院の宗旨などが記載された書類）のご提出を義務付けさせていただきます。

E-mail E-mail

＠＠

F2268
検


