
S070801  K067424寺院経営研究会説明会 3月度

TEL：03-6212-2931 Fax：03-6212-2204

●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）

オンライン開催3月26日(金)

全国の寺院様が参加する3月度例会に無料ご招待！

詳しい
取り組み
内容は
中面へ！

“樹木葬”導入で
人が集まるお寺に

新規の契約で、法務の件数・収入も増加！1.

”樹木葬”が今注目されている５つの理由

開発時にかけた費用は約半年で回収可能！2.

人口10万人以下でも十分投資対効果が見込める！3.

開発開始から最短3か月で開園、契約が可能！4.

墓地内の小さな空き地に設置することも可能！5.

1月好評につき

20か寺限定

永代供養の導入事例大公開

地域の「ご供養」のニーズに応える

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。

〒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
船井総研オフィシャルサイト：https://www.funaisoken.co.jp/

㈱船井総合研究所主
催

平日9：30
～17：30

24時間
対応

問い合わせNo. S070801 K067424



寺院の持続発展に欠かせない「永代供養」

なぜ今、永代供養・樹木葬なのか

左記の図（出典：総務省、当社が独自に作

成）で見たときに、出生数は下がり、離婚率は伸

びています。つまり後継者のいない家庭、そしておひ

とりの高齢者が増えている傾向があるといえます。

加えて、左下の図（出典：厚労省、当社が独自

に作成）は、全国の「改葬」の件数、つまり「墓じま

い」の件数をまとめたものですが、年々増加傾向に

あります。

これらの現状やニーズの高まりに、寺院ができる対

応として、「永代供養の導入」が挙げられます。

永代供養墓地、特に樹木葬墓地の導入により、

今までとは異なる、地域の「おひとりの高齢者」や

「既存の墓地の改葬」のニーズにお応えできるように

なり、地域社会貢献につながります。

また、このようなニーズにお応えできるようになることで、

ご自坊の護持・持続経営につなげることができ、お

檀家様にも喜ばれます。

永代供養の導入事例

今回の研究会では、取り組み事例をお伝えするだけでなく、情報交換会では永代供養の導入

などの寺院経営のお悩みの相談や取り組みの共有ができます。

導入事例 A寺院 B寺院 C寺院 D寺院

行政人口 25万人 17万人 38万人 2.7万人

宗派 臨済宗 浄土宗 浄土真宗 臨済宗

オープン時期 2019年6月 2019年10月 2020年3月 2019年6月

開発費 180万円 30万円 300万円 220万円

成約済み数/全区画数 48／50 25／32 24／56 40／59

上記は、弊社にて開発のお手伝いをさせていただいた、永代供養（樹木葬）の導入寺院様の状況と、

実際の導入にあたっての費用、成約数をまとめております。

これまで「永代供養の導入をしてみたいが、どのくらい収入増加につながるのか」「地域のニーズに応えた

いが、どのくらいの費用が掛かるのか」気になっていた方も、また「開発したはよいが成約できるのだろうか」

とご不安の方も、本研究会講座にて上記の成果の秘訣を余すことなくお伝えさせていただきます。



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。

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これまでご自坊で取り組まれたこととその理由

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。

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、寺院の持続発展を目指す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。加えて、

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？

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。

☑収入源をしっかり確保しないと持続経営が難しい。

☑他寺院の取り組みを学び、自坊に活かしたい。

寺院経営研究会の講座内容は裏面をご覧ください！

“研究会”の主役はご参加いただく皆様です！

“研究会”のメイン「参加寺院同士の情報交換会」

1月度開催の研究会にご参加いただいた寺院様の声

ゲスト講師の方のお話や船井総研の講座

も勉強になりましたが、それ以上に情報交

換会で自坊ではできないと思いこんでいた

ことができる！と気づかされました。

「勉強になった」だけで終わらず、「自坊で取

り組むために必要なこと」をその場で質問し

解決できたので、早速取り組んでみたところ、

檀家さんに喜ばれました！



寺院経営研究会 3月例会お試し参加のご案内

昼食休憩

「供養」の時流と「永代供養」導入の必要性

第1講座

（10:30～11:00）

第2講座

（11:10～12:10）

今後の寺院の持続可能な経営を実現するために

不可欠な「永代供養」。

現状の「供養」の時流をお伝えするとともに、

納骨堂や樹木葬などの永代供養を導入する

メリットと気を付ける点をお伝えいたします。

株式会社船井総合研究所

シニア・アソシエイト

新井達也

実際に樹木葬を導入し、寺院の活性化ができた

事例をご紹介いたします。

また、樹木葬を導入するまでの流れから、実際の

契約促進のための認知活動の手法まで、余すこと

なく事例とノウハウをお伝えいたします。

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）

「永代供養」を通して、寺院の活性化につなげるた

めにはどうすればよいのか、本日のまとめをしながら

提言をさせていただきます。

※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。

失敗しない永代供養のはじめ方

株式会社船井総合研究所

シニア・アソシエイト

嶋田尚教第3講座

（13:00～13:40）

「永代供養（永代供養墓、納骨堂、樹木葬など）

を導入したが、生前に契約してもらってからお寺にお

越しいただいたことがない」ということはありませんか？

永代供養の生前契約をいただいた方に向けた、寺

院のコミュニティづくりの最新事例をお伝えいたします。

永代供養と寺院のコミュニティづくり最前線

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。今回はテーマに沿って「永代供養」についても情報交換が

できます。

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3月26日（金）

10:30～16:30（予定）

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必須としております。

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。

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3月26日（金）

会場：オンライン開催

10:30～16:30

お申込期限：3月19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：3月19日(金)
（23時59分まで）

日
時

場
所

または「寺院経営研究会」で検索！

寺院経営研究会 3月例会

（23時59分まで）

S070801  K067424

寺院経営研究会研究会説明会

株式会社船井総合研究所

※ログイン開始時間 10:00～

本講座はオンラインでの受講となっております。

諸事情により受講いただけない場合がございます。ご了承ください。

受付時間：平日9：30～17：30

※ログイン開始時間 10:00～



開

催

要

項

日時・会場

受講料

お申込方法

お問合せ

会
場

2021年3月26日（金）

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。

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 3月度 FAX：03-6212-2204
お問い合わせNo. S070801 K067424 担当：亀里 麻璃亜（カメサト マリア）

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 3月26日（金）

※FAXお申込み締め切り 3/19（金）23:59まで

開催

時間
10：30～16：30
（ログイン開始 10：00～）
本講座はオンラインでの受講となっております。

諸事情により受講いただけない場合がございます。ご了承ください。

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 3月19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

＠＠

F2699
検


