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正光寺が「1000年続くお寺」と理念を据え、

地域に求められる寺院になるまで

〇浄土真宗本願寺派慧證山正光寺の概要

創建は1920年。ご葬儀やご法事などの細かな対応の見直しや地域におけるニーズに応える寺院

経営を進めた結果、吉井直道氏が住職就任後、檀家数を6年間維持し、収入増も実現。

「1000年続くお寺を創る」という理念と掛け合わさった寺院の護持発展を体現している住職として、

業界でも話題となっている。

6年間檀家数を維持、永代納骨堂の生前契約数は2年で600件を達成、

と聞いて、驚かれるご住職様も多いのではないでしょうか？

今回の寺院の持続経営レポート2021では、寺院の持続経営を考える上でも重要な

法務や日常の寺務の見直しと地域に求められる寺院創りを通して、

寺院の活性化並びに収入増につなげた取り組みをご紹介いたします。

【寺院概要】

◆エリア

北海道苫小牧市（2020年12月時点で人口17万人）

◆宗派

浄土真宗本願寺派（お西）

◆僧侶数

住職含め4名

門徒数・収入減が続いた状態から「地域に求められる」寺院になった正光寺とは？

1

正光寺のすごいポイント！

Point

1 住職がいなくてもお寺が回る体制を完成

Point

2 ご葬儀・ご法事の細かな対応で檀家数を6年間維持

Point

3 永代納骨堂は2年で600件の生前契約を獲得
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人口減少が続く苫小牧市にある正光寺。

突然住職を継ぐことになって考えたこと

2

はい。私のお寺は、北海道の札幌市から南に約80キロほど

離れた人口約17万人の苫小牧市にあります。昔から、工業

や水産業で賑わっている街でもありますが、近年は少しずつ

人口が減少しております。

私は住職を継ぎ、早7年目を迎えました。多くの門徒さん

（筆者注：一般にいう檀家。以下門徒で表記）や地域の

方に支えられていることを実感する日々を過ごしています。

ーありがとうございます。早速ですが、吉井様が住職を継ぐこと

になった経緯をお話しいただけますでしょうか？

はい。実は、私が住職を継いだ時点では、私はまだ学生で京都におりました。先代の住職である

私の父が、ある日突然倒れて亡くなり、跡取りであった私が住職を継ぐこととなりました。

お寺を継ぐとなると、副住職となって経験を積み、その時に寺務や細かな雑務などを学び、

いわゆる下積みをしていくという流れが一般的ですが、私の場合はそれらをすっ飛ばして、

いきなり住職になりました。当時は、京都で大学院生として修了を目指しながら、北海道のお寺の住

職を勤める二足の草鞋でした。

ーそうだったのですね。突然継ぐことになって、大変だったかと思います。

住職になってから感じた、寺院経営の具体的な課題点として、何があったのでしょうか？

課題は沢山ありましたが、大きく分けて２点ですね。

まず1つは、【お寺の状況を知る情報があまりにも少ない】ことでした。

例えば、門徒さんの数や家族構成を正確に把握できていなかったり、お寺の古くからある取り決めが口

頭の確認だけで行われており、それによって多くの問題が起きていました。

問題の一例を取り上げると、とある門徒さんに毎年の門徒会費をお預かりに伺ったところ、「私はお寺と

付き合いがあるが、お金を納めなくてもいいと先代住職に約束されていた」と言って、断られたことがあり

ました。その約束は、書面で交わしたものではなく、お寺に記録もありません。そうしたやり取りの情報は

亡くなった住職の頭の中だけにありました。

また2つ目に、【時代の変化に対応できていない現状】という課題も見えてきました。

例えば、当時、終活ブームが火付け役となり、苫小牧市でも、永代納骨やその生前契約などの関心

が高まっていた時期でした。当寺には、永代納骨に対応する施設がなく「永代納骨ができないなら門

徒をやめる」ということが度々あり、地域のニーズに応えることができず檀家離れが加速していました。

まずこの２点の課題を早急に解決していかないと「お寺はすぐに潰れてしまう！」と思いました。

ーよろしくお願いいたします。まず正光寺様がどのような地域にある、

どのようなお寺なのかお伺いしてもよろしいでしょうか？

慧證山正光寺住職 吉井直道氏
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吉井直道氏が「1000年続く寺院」創りを目指し、

実践してきた施策とは？

3

-そのような理想形を掲げていたのですね。では、その「1000年続くお寺」創りのために

まず何をされたのでしょうか？

ーなるほど。多くのお寺が「より多くの人にお寺に来てほしい」といって、

何かしらイベントをやる、ということが多いと思うのですが、吉井様はそうはされなかったのですね。

ーなかなか興味深い指摘だと思います。その優先順位から考えて、最初に見直したこととしては、「日

常の寺務」とのことですが、具体的には何をしたのでしょうか？

最初の取組みは、「日常の寺務の見直し」でした。

先ほども少し触れましたが、持続可能なお寺の経営は、住職の死が問

題とならないことが大前提です。

特に私は【先代住職の頭の中にしかない情報】に悩まされましたので、住

職の頭の中やその場の考えだけで成り立つ寺務を真っ先に改善したいと

考えました。

それは、「住職しかできない」を無くすことで、住職のカリスマ性や能力に

依存しないお寺を創ることにつながります。

そうですね。私はまず、住職の仕事自体を見直すことにしました。

日常の寺務といえば、電話対応や来客対応などがありますが、その中で「住職しかできない」ように見

えて、「住職でなくてもできること」が沢山ありました。一方で、お葬儀やご法事を勤めることやお寺の経

営を考えることなどは、他の人に任せられない「住職にしかできないこと」です。

寺務を見直すことで、私の時間が増えました。住職の時間は、持続可能なお寺の経営を実現するた

めに最も必要な時間です。その時間は、他のさらなる業務改善にも、収入増加にもつながります。

そして「お寺に縁のある人を増やす」ための行事や新しいことへのチャレンジも、住職の時間に余裕がある

からこそより良い形で実現できます。つまり、改善には優先順位があるということです。

「日常の寺務の見直し」は、先ほど申し上げた通り「住職しかできない」をなくしていきました。具体的に

は、寺務のマニュアル化（電話応対のやり方や報告共有方法を作成）、法事や納骨堂などのパンフ

レット作り、門徒登録用紙の作成、門徒さんとのやりとりの記録を残すカルテ作りなどがあります。

これらにより、伝え間違いや記憶違いのようなヒューマンエラーは減少し、門徒さんの立場から見て「直接

住職に聞かなくても色々とわかりやすいお寺」になってきました。

ーそうだったのですね。

住職の意識として、お寺をどのように変えたい、という理想形はあったのでしょうか？

まず、住職として「1000年続くお寺を創る」という理念を掲げました。どうして「1000年続く」なのかとい

うと、人間の寿命は長くても100年程度でしょう。でもお寺なら100年、200年、1000年続いていくこと

も不可能ではありません。お寺は、「仏縁にあう場」です。私は、これがお寺の最も大切な役割だと考え

ています。そのお寺を1000年続かせることができれば、仏縁にあう数を最大化することができます。住職

が命終えたのちもお寺はその役割を全うできる。それが私の考える理想形です。

ゆえに、それを果たす上で、お寺の持続可能な経営は非常に重要であり、外すことのできない基本戦

略です。そして、それを実現するために必要となるのは「寺務のマニュアル化」と「収入面の改善」だと

考えております。また「お寺にご縁ある人をどう増やすか」を考えることも大切ですね。

日常の寺務の見直しの一環

でパンフレットを作成
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住職継職後6年間檀家数維持、永代供養納骨堂

の生前契約600件を実現した取り組み

4

ーそうなのですね。収入面の改善を第一に考え、法務（お葬儀・ご法事）の見直しを

最優先したのですね。具体的に何を見なおされたのでしょうか？

ーなるほど。正光寺様では、「法務の見直し」が有効だったのですね。

他にも、お寺であれば「ご供養」が重要な役割であり、収入源ともいえると思いますが、

こちらの取り組みも伺ってよろしいでしょうか？

具体的には、「葬儀におけるご遺族様への対応」と「パンフレットを活用した

ご法事・仏事の案内」でしょうか。

例えばお葬儀では、地域の他寺院がやっていないことを積極的に取り組みま

した。「棺への供花の立ち会い」や「式場を出られる遺族を最後まで見送る」

といった丁寧な対応を心がけています。この取り組みは、お葬儀でのお寺や

僧侶に対する満足度が向上し、参列したご親戚やご友人が「私もこのお寺

にお葬儀をお願いしたい！」と新規門徒獲得につながりました。加えて、葬

儀中に、初七日や四十九日、回忌法要について、パンフレットを使用し丁

寧にお伝えすることで、ご法事をお勤めされる方が増えました。

はい。正光寺では昔から、門徒さん向けの納骨堂がありました。北

海道は雪も多く、非常に寒いので、お墓より納骨堂があるお寺が

多いのです。

住職を継いですぐの頃、苫小牧市で「宗旨宗派不問の墓地」の

ニーズが高まっていることを知りました。

そこで、早速「宗旨宗派不問の永代納骨堂」の建立を計画し、門

徒さんを中心にご寄付をいただく形で実現しました。これを聞いて、

「ご寄付？今の時代に？」と感じた方もいらっしゃるかもしれません。

むろん、私も同じことを思いましたので、ご寄付くださった方には建立

後に永代納骨が可能な「利用許可証」を発行しました。そうです、

実質生前契約をいただく形を取りました。これにより、ご寄付が殺

到し、なんと建立前に600件のご契約をいただきました。

ーなるほど。確かにお寺の中では、住職に判断を仰いだり、質問したりすることが多いと思います。

住職がいなくてもまわる体制をつくるということは考えたことがなかったので、目から鱗でした。

では、その次にしたことは何でしょうか？

次に進めたことは、「法務（ご葬儀・ご法事）の見直し」でした。

持続可能なお寺の経営を実現するには、きれい事を抜きにして 「収入面の改善」が必要です。

最優先に見直すべきと判断したのが、自分のお寺で一番収入に対する割合が大きい葬儀やご法事と

いった法務でした。

正光寺でのご法務

正光寺の永代供養納骨堂

「壽縁」
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地域のライフラインになった正光寺。

今後の展望は…

ーニーズがあるものをいち早く、というアンテナの高さもすごいですね。

一方で、ここまで地域に認知されるのは、ただ門徒さんの満足度を高めるだけでは

限界があると思うのですが、そちらについてはどうお考えでしょうか？

ーなるほど。そのような取り組みが、今の正光寺が「地域のライフライン」になっているということだったの

ですね。最後に、今後取り組みをしていきたいことをお伺いしてもよろしいでしょうか？

ー今後の展望も非常に楽しみですね。本日はお時間をいただき、ありがとうございました。

おっしゃる通り、どんなに収入があって、どんなにお寺に優れたマニュアルがあっても、結局「仏縁にあう」

ためには「お寺の利用者」がいないといけないと思います。

そのためにも私はお寺を「地域のライフライン」にする必要があると考えております。水道や電気のよう

に「地域のライフライン」となると、お寺が地域にとって不可欠なものになりますので、必然的にお寺が生

き残れるようになります。これは何も新しい考え方ではありません。昔から言われる「葬式仏教」や「境内

墓地」なんかは、まさに「地域ライフライン」と言えるでしょう。

はい。目下は、地域の寺院にはまだない「ペット墓地」の導入を検討しております。地域のニーズに応え

ることで、正光寺は、ますます「地域から必要とされるお寺」となり、持続可能な寺院経営の実現に近

づくと思います。そのためにこれからも地域のニーズに応え続け、人々の生活になくてはならない寺院と

なることを目指していきます。

ーいわれてみれば、それらは「地域のライフライン」といえるものになっていたと思います。

では、お寺の利用者を増やすために、どのような取り組みをされたのでしょうか？

私は正光寺を「現代における地域のライフライン」とするために、公

民館のような場として提供することを始めました。正光寺を「地域

の方が挑戦する場」にしました。例えば、地域住民で「終活セミナー

をやりたい」「写真教室をやりたい」という人がいても、それが実現で

きる場所が市内になかったので、正光寺をその場所にしたのです。

企画を持ち込む人がお寺を知り、さらに企画に参加した人がお寺を知り、「次はお寺の法要に来てみよ

う」とか「今度お墓について相談したい」とかお声がけされるようになりました。認知を広げる活動としては

これが一番反響があったと思います。

ー生前契約だけで600件！驚異的な数字だと思います。弊社でも樹木葬の開発をお手伝い

することがありますが、その中でも見たことがない数字です。

そうですね。私も正直ここまでとは思わなかったのですが、それだけ皆さんが「永代供養に悩まれていた」

ということだと考えています。地域のニーズを考えることは、地域の悩みに応えることにつながります。

この視点はとっても大切です。
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紙上セミナー

正光寺はなぜ人口減少地域で
5年以上も檀家数を維持、新たなご縁を結び続けられるのか？

こんにちは、株式会社船井総合研究所の嶋田と申します。

吉井様のインタビュー記事はいかがだったでしょうか？

人口減少地域でも、様々な取り組みを通して、寺院の持続発展を実現されている正光寺様の取り組

み事例や取り組まれている意図を聞いて、感心された方も多いのではないでしょうか？

たとえば、

●日常の寺務の見直しを通して、住職がいなくてもまわる体制を確立

●ご葬儀やご法事の対応見直しで檀家数を6年間維持

●オープン前の時点で永代納骨堂の生前契約数600件達成

と、この３つを実現している寺院は、全国を見回してもそうはないのではないでしょうか？

実は正光寺様の取り組みと実績はもっと細部まで取り上げればきりがありません。

私も実家が寺院で、その状況や取り組みと比べても、学ぶところが多くあり、反省とともに次はこういう

取り組みをしようと思うばかりです。

しかし、これらのインタビュー記事を読んで「うちのお寺ではできない」と感じられたご住職様もいらっしゃる

かと思います。実際、全て再現しきることは難しい部分もおありかと思います。

一方で、それぞれの取り組みも、ポイントをつかみさえすれば、十分再現することが可能です。

次のページより、現状から檀家離れを防ぎ、お寺との新たなご縁をつなぎ、結果的に収入増加・持続

発展につなげるためのポイントを解説いたします。
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ポイント① ご自坊で「住職だけができること」を無くす

ポイント② 既存の法務でのお客様対応を見直す

正光寺様では、「住職だけができること」を極力なくす取り組みを最初に進めておりました。

その取り組みとは、「徹底的なマニュアル化」と「住職に判断を仰ぐことをなくすこと」です。

より具体的に言えば、「住職にしかできないこと」のように見えて、実際は「誰にでもできること」、例えば

「法事の流れについて教えること」や「お寺に納骨したい人への対応」などを明文化し、誰もが説明でき

るようにすることです。正光寺様では「法事のことが知りたい」と言われたら、パンフレットを用いて

誰もが説明できるように明文化されております。

これにより、本来住職がすべき「法務」や「寺院の経営」に多くの時間を割けるようになります。

正光寺様では、上記によってできた時間で既存の業務の見直しを図りました。

その一手目として「法務（ご葬儀・ご法事）」を見直しました。最初に法務に取り組んだ理由として

1、一般には「お寺は法務を依頼するところ」の認識が強く、収入に占める割合も大きい

2、既存の檀家・新規の方のいずれの場合も、お寺との接点を最も意識・見直す場である

3、人口減少の中でも収入増につなげられる

がありました。

正光寺様は具体的に「普段のご葬儀・ご法事で挨拶に伺うなど、遺族に丁寧に接する」

「法事の流れを【法務の専門家】という立場から提案する」などの取り組みをされております。

これらの取り組みが、結果的に檀家数維持、収入増につながっております。

持続可能な経営の実現に不可欠な「お寺の見直し」ポイント

ポイント① ご自坊で「住職だけができること」を無くす

ポイント② 既存の法務でのお客様対応を見直す

ポイント③ 地域で求められることに応える

ポイント④ 寺院のコンセプトを創り、発信する

これらのポイントを抑えていけば、「寺院の持続発展」の実現が可能といえるでしょう。

少し解説していきましょう。

寺院の持続可能な経営に不可欠な「見直し」ポイントとは
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寺院の持続可能な経営に不可欠な「見直し」ポイントとは

寺院の持続経営を実現するためには、「地域で求められることに応える」寺院になることも必要となり

ます。ポイント①・②だけでは、新規の方と寺院の間で新たなご縁を作ることは難しいと考えられます。

正光寺様の場合は、「地域で宗旨宗派不問の墓地」が求められるようになり、これまでの墓地ではそ

のニーズにお応えすることができなかったため、新たに「永代供養納骨堂」の建立を決定しました。

このニーズは檀家を含む地域住民の方からお話を伺って知ったとのことでした。ご自坊に求めていること

に応えるためには、檀家や地域住民に求めていることをきくことが一番手っ取り早い方法と言えるのです。

ポイント③ 地域で求められることに応える

加えて、「寺院のコンセプトを創り、発信する」ことも、「新たなご縁づくり」に必要です。

正光寺様の場合は、「苫小牧市で挑戦する場といえば正光寺」でした。「この地域にないもの」や「ご

自坊にあってほかにないもの」」を探してコンセプト設計し、それを発信する、具体的には、SNSやウェブサ

イト、お寺の掲示板、知り合いに広めるなどをすることで、地域に認知してもらい、行動につなげることで、

新たなご縁につなげるのです。寺院と関われる入口作りともいえるポイントです。

これら4つのポイントをおさえて取り組んだことで、正光寺様は住職交代後6年間檀家数を維持し、

新たなご縁を結び続ける寺院になれたのです。寺院の持続可能な経営につなげることはポイントをおさ

えて取り組みをすれば、そこまで難しくありません。ぜひ、初めの第一歩を踏み出してみてください。

最後に、「寺院の持続経営の可能性がわかるチェックリスト」をまとめましたのでぜひご活用ください。

ポイント④ 寺院のコンセプトを創り、発信する

□ 住職が来客や電話も含め、何もかも対応している

□ ご葬儀・ご法事のご依頼が以前より減ってきている

□ 檀家数が減ってきており、収入もそれに伴って減少している

□ 墓じまいの相談が以前より増えてきた

□ 自坊の護持発展のために何をすればよいのかわからない

□ 地域住民の中で自坊とご縁ができる人をもっと増やしたい

□ 地域社会に貢献できる寺院を創っていきたい

ひとつでも当てはまる方は、寺院の経営を見直すことで、

今まで以上に寺院を活性化・持続可能なものにできるチャンスがあります！

▶▶▶次のページにどうぞお進みください。

寺院の持続経営の可能性がわかるチェックリスト
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寺院の持続経営レポート2021をご拝読いただいた

熱心なご住職様へオンラインセミナーのお知らせです。

お忙しい中、お読みいただき、ありがとうございました。

ここまで拝読されたご住職様は、「正光寺の住職はどのような方なのか？」「正光寺ってどんな寺院なの

だろうか？」とご興味をお持ちいただけたのではないかと思います。

今回、正光寺の住職の吉井様をお迎えし、寺院の持続経営をテーマとしたセミナーを開催いたします。

内容としては、「正光寺の住職の吉井様が考えている寺院経営の理想形」や「正光寺が持続経営を

実現するために取り組んでいること」を中心に普段絶対に聞くことのできない正光寺様の地域のかけが

えのない寺院創りの秘訣をお話いただく予定です。

私たち船井総研では、【全ての人の「幸せ」を創る「まちのお寺」を日本中に作り上げ、関わる人を最

大化する】をミッションに掲げ、寺院の持続経営を支援するコンサルティング事業を始めました。

本セミナーを通じて、全国の寺院様の持続経営につながるよう、全力で取り組ませていただきます。

今回は、新型コロナウイルスの感染防止対策のため、オンラインの開催になります。リアルのセミナーだと

なかなか参加できない方も、この機会にぜひご参加ください。

収入の減少、檀家制度の崩壊など、明るくないニュースが増えてきた現代ではありますが、地域になくて

はならない寺院様を全力で応援していきたいと思っております。自分も寺族ということもあり、本気で寺

院の業界をアップデートしていきたいと思っております。長時間お読みいただき、ありがとうございました。

本セミナー、持続可能な寺院経営フォーラム2021は

正光寺の住職である吉井直道氏がご登壇されます！

持続可能な寺院経営について、たっぷりとお話しいただきます！

株式会社船井総合研究所

ライフスタイル＆エンターテインメント支援部

エンディンググループ寺院チーム
嶋田 尚教

オンラインセミナーの

詳細は次ページへ！
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一般：11,000円／一名様

会員： 8,800円／一名様

右記のQRコードよりお申し込みください。

※お申し込み後、事前に弊社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。

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

第１

講座

第２

講座

(株)船井総合研究所

ライフイベント＆エンターテインメント支援部

マネージング・ディレクター 光田卓司講師

持続可能な寺院経営を行うために必要なこと

法務の見直しと地域のニーズに応える寺院の創り方

持続可能な寺院運営を行うために必要な考え方、手法のフレームワークを

公開いたします。

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、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。

4月24日(土),26日(月),27日(火),29日(木・祝)

5月6日(木),14日(金),15日(土),19日(水),21日(金),22日(土)

2021年
お申込期限

開催日の4日前

開催概要

講座内容

セミナー開催日程

受講料・申し込み方法

※会員とは社長online、各業種別

研究会にご入会中のお客様です。

受講料（税込） お申し込み方法

オンライン開催 各日程10：00～12：00 および 13：00～15：00

10



人口減少地域でも

新型コロナでご葬儀・ご法事を控える人が増え、収入が減った
永代供養の導入をどう進めればよいのか分からない
檀家離れが止まらないが、何をすればよいかわからない
新しいご縁を作る方法が分からない、うまくいかず、悩んでいる

巻頭インタビ
ュー

上記のお悩みを解決し、
持続可能な寺院経営を実現しませんか？

日常寺務の標準化と情報共有の明文化

持続可能な寺院経営とは？

正光寺が「1000 年続くお寺」と理念を据え、
地域に求められる寺院になるまで

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

このようなお悩みはございませんか？

1Point

法務（ご葬儀・ご法事）の満足度向上2Point

地域のニーズに応える仏事・永代供養の導入3Point

詳しい取り組みについては表面をご覧ください

持続可能な寺院経営を実現する３つのポイント



日時

受講料

お申込方法

お問合せ

一般価格 税抜 10,000円（税込11,000円）／一名様
会員価格 税抜 8,000円（税込8,800円）／一名様

●お支払いが、クレジットの場合はお申込み手続き完了後の案内（メール）をもって、セミナー受付とさせていただきます。銀行振込の場合はご入金確認後、お送りする案

内（メール）をもってセミナー受付とさせていただきます。●銀行振込の方は、税込金額でのお振込みをお願いいたします。お振込みいただいたにも関わらずメールがお手

元に届かない場合や、セミナー開催４営業日前までにお振込みできない場合は、下記お申込み担当者へご連絡ください。なお、ご入金が確認できない場合は、お申込みを

取消させていただく場合がございます。●ご参加を取り消される場合は、開催3営業日（土・日・祝除く）前まではマイページよりキャンセルをお願い致します。それ以降は下

記事務局宛にメールまたはお電話にてご連絡ください。尚、ご参加料金の50％を、当日の欠席は100％をキャンセル料として申し受けますのでご注意ください。

●会員価格は、各種経営研究会・経営フォーラム、および社長onlineプレミアムプラン（旧：FUNAIメンバーズPlus）へ ご入会中のお客様のお申込に適用となります。

株式会社 船井総合研究所

TEL：0120-964-000 （平日9:30～17:30)

●申込みに関するお問合せ：星野（ホシノ） ●内容に関するお問合せ：光田（ミツダ）、嶋田（シマダ）

ご入金確認後、マイページの案内をもってセミナー受付とさせていただきます。

持続可能な寺院フォーラム2021 お問い合わせNo. S071734

下記QRコードよりお申込みください。クレジット決済が可能です。受講票はＷＥＢ上でご確認いただけます。

または、船井総研ホームページ（www.funaisoken.co.jp）、右上検索窓にお問い合わせNo. 071734を入力、検索ください。

開催要項

オンラインにてご参加 ※各回、同じ内容です。ご都合のよい日時をお選びください。

お申込みはこちらからお願いいたします

2021年4月24日（土） 2021年5月14日（金）

本講座はオンライン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。

オンラインミーティングツール「Zoom」を使用いたします。
Zoomご参加方法の詳細は「船井総研web参加」で検索🔍

お申込期限：4月20日（火）

2021年4月26日（月）

2021年4月27日（火）

2021年4月29日（木・祝）

2021年5月6日（木）

2021年5月15日（土）

2021年5月19日（水）

2021年5月21日（金）

2021年5月22日（土）

各日程下記の時間帯からお選びいただけます。

10:00-12:00（ログイン開始9:30～）

13:00-15:00（ログイン開始12:30～）

お申込期限：5月10日（月）

お申込期限：4月22日（木） お申込期限：5月11日（火）

お申込期限：4月23日（金） お申込期限：5月15日（土）

お申込期限：4月25日（日） お申込期限：5月17日（月）

お申込期限：5月2日（日） お申込期限：5月18日（火）

2021年4月24日（土） 2021年5月14日（金）
お申込期限：4月20日（火）

2021年4月26日（月）

2021年4月27日（火）

2021年4月29日（木・祝）

2021年5月6日（木）

2021年5月15日（土）

2021年5月19日（水）

2021年5月21日（金）

2021年5月22日（土）

各日程下記の時間帯からお選びいただけます。

10:00-12:00（ログイン開始9:30～）

13:00-15:00（ログイン開始12:30～）

お申込期限：5月10日（月）

お申込期限：4月22日（木） お申込期限：5月11日（火）

お申込期限：4月23日（金） お申込期限：5月15日（土）

お申込期限：4月25日（日） お申込期限：5月17日（月）

お申込期限：5月2日（日） お申込期限：5月18日（火）

▽下記QRコードを読み取っていただき、お申し込みください！ ▽



お問合せ ： TEL：0120-958-270（平日9:45～17:30対応） 川崎（啓）

寺院様の持続経営につながるノウハウを
定期的に配信！年会費・登録料無料！

毎週
配信中

1分で
登録完了

1分で登録完了！今すぐご登録ください

①お手持ちのスマートフォンでバーコードを読み取る

★スマホをカメラモードにして、QRにかざすだけ！★

②HPにアクセスし、メールアドレスを登録

登録はこちら(無料)

コンサルティング現場における成功事例や
寺院周辺の最新情報をメールで配信
現場で実践している持続的発展ノウハウを
大公開！
寺院専門のコンサルタントによるコラムを
毎週配信、新鮮な情報収集が可能！

ここがポイント！

無料メールマガジン
購読者募集!

〇お問合せ先：03-6212-2931（平日 9:30~17:30）担当：嶋田

運営
（株）船井総合研究所
ライフイベント＆
エンターテインメント支援部
エンディンググループ寺院チーム

寺院経営研究会公式Facebook
にいいね！をお願いします！

船井総研寺院経営研究会Facebook内で を検索


