
「トークイベント「ＭＩＮＡＭＡＴＡはたのしいな」」 

【日時】 2015 年 10 月 25 日（日） 2 時 30 分開始～4 時 30 分終了(2 時開場) 

【会場】 熊本県環境センター環境シアター 

【主催】 水俣フォーラム、水俣病資料館語り部の会 

【費用等】 参加費 500 円、申込不要 

http://www.minamata-f.com/evt_151025.html 

 

日本女性会議２０１５倉敷記念講演 

「パッとしない私が、「これじゃ終われない」と思ったときのこと」 

【日時】 平成 25 年 10 月 9 日（金） 14:40～16:10 

【会場】 倉敷市民会館 

【主催】 日本女性会議 

【費用等】 要申し込み 

http://www2.city.kurashiki.okayama.jp/jwc2015/program.html 

 

よこはまチャイルドライン講演会 2015 

「ひとは何のために生きるのか−おとなとして子どもに伝えたいこと−」 

【日時】 2015 年 9 月 29 日(火) 13：30～14：45 

【会場】 横浜市開港記念会館 

【主催】 横浜チャイルドライン 

https://www.yokohama-childline.com/取り組み/学びあう-社会向け-講演会/上田紀

行氏講演会/ 

 

 



日本カトリック教育学会 第 39 回全国大会 

基調講演「現代の精神的危機を宗教は救えるのか？」 

【日時】 2015 年 9 月 5 日（土）10：20～11：50 (9:15-10:00 受付) 

【会場】 聖心女子大学 

https://www.u-sacred-heart.ac.jp/topics/2015/150906.pdf 

 

近畿地区大学教育研究会 

基調講演「新時代のリベラルアーツ教育を目指して」 

【日時】 平成 27 年 8 月 29 日（土） 11:00～16:30 

【会場】 京都外国語大学 1 号館小ホール 

【お問い合わせ】 京都大学国際高等教育院企画調整係 075-753-6513 

 

https://hosti329.solidsystem.net/~3univ/kyoto3univ.jp/wp-

content/uploads/2015/07/3c66932ef00f2c00aac44a64567e2471.pdf 

 

わたぼうし音楽祭 40 周年記念フォーラム 

基調講演「人間・心・音楽」 

【日時】 2015 年 7 月 7 日（火）18:30-21:00 (開場 18:00〜 
【会場】 学園前ホール 西部会館３F 
【主催】 たんぽぽの家 

【費用等】 入場無料、要申込 

http://tanpoponoye.org/news/news-wataboshi/2015/06/14522737/ 

 



浅草寺 第 713 回仏教文化講座 

「生きる意味」を探して～激動の時代を何をよりどころにして生きるか～ 

【日時】 平成 27 年 4 月 24 日（金） 14:00～（開場 13:00） 

【会場】 新宿明治安田生命ホール（新宿駅西口） 

【主催】 浅草寺 

【費用等】 入場無料、要申込 

 

第 15 回 水俣病記念講演会 

【日時】 平成 27 年 5 月 9 日(土) 午後 1 時～4 時 30 分（12 時 30 分開場） 

【会場】 有楽町マリオン朝日ホール 

【主催】 認定 NPO 法人 水俣フォーラム・朝日新聞社 

【費用等】 一般＝当日 2200 円 前売 1600 円 

        学生＝当日 1500 円 前売 1000 円 

       全席自由 

 

深谷仏教青年会 第 32 回仏教講演会 

「生きる意味」を探して～激動の時代を何をよりどころにして生きるか～ 

【日時】 平成 27 年 3 月 7 日(土) 午後 14 時～（開場 13 時） 

【会場】 深谷市民文化会館大ホール 

【主催】 深谷仏教青年会 

【費用等】  整理券 1000 円（小、中、高生は無料）

http://www.fobs.jp/0211frame01.htm 

 



東海学園大学 20 周年記念 共生フォーラム 

「共生（ともいき）～命を生かしあう～」  

【日時】 平成 27 年 2 月 26 日(木) 18：30～20：30（18：00 開場） 

【会場】 デザインホール 名古屋市中区栄 3-18-1 ナディアパーク 3F 

【主催】 東海学園大学 

【費用等】  要事前申し込み 

https://www.tokaigakuen-

u.ac.jp/20th_anniversary/commemorate_project/forum/index.html 

 

東工大理工系学生能力発見開発プロジェクト第９回シンポジウム 

「進化する教養教育」 

【日時】 平成 27 年 1 月 29 日（木）17:30～19:30（予定） 開場 17:00 

【会場】 大岡山キャンパス 大岡山西 9 号館 2 階コラボレーションルーム 

【費用等】  要事前申し込み 

https://www.titech.ac.jp/news/2015/030015.html 

 

東工大魅力発見・攻略ガイダンス 

【日時】 平成 26 年 12 月 25 日(木) 10：00～13：00 

【会場】 河合塾横浜校 

【対象】 中学生、高校生、保護者 

 



日本トルコ文化交流会第４３回セミナー 

「幸せ下手な日本人を超えて」 

【日時】 平成 26 年 10 月 30 日 19 時〜 

http://www.nittokai.org/report/detail99.html 

 

第３４回世界連邦岡山県宗教者大会 

「現代における宗教者の役割」 

【日時】 2014 年 10 月 23 日（木）13:00～15:30 

【会場】 立正佼成会 岡山教会 

【対象】 世界連邦岡山県宗教者の会 

 

EBA シンポジウム 2014 「輝く"いのち”講演、シンポジウム」 

【日時】 2014 年 9 月 14 日（日） 開場 9:30 開演 10:00 終演 16:00 

【会場】 東別院ホール 名古屋市中区橘二丁目 8 番 45 号 

【主催】 株式会社エバ 

【費用等】  参加費：3,000 円 ※中学生以下無料 

http://www.mctv.ne.jp/~goh/eba201402.pdf 

 

 



第 6 回岡田式健康法研究会シンポジウム 

「健康を支える医療と都市作り構想」 

【日時】 平成 26 年 9 月 13 日(土) 13：00～16:00 

【会場】 福岡国際会議場多目的ホール 

【主催】 一般財団法人 MOA 健康科学センター 

【費用等】 1000 円、要申し込み 

 

大分県立看護科学大学 公開講義「総合人間学」 

「癒しと生きる意味ー人を活かす医療と看護が世界を変える」 

【日時】 平成 26 年 9 月 12 日(金) 14：40～16：10 

【主催】 大分県立看護科学大学 

http://www.oita-

nhs.ac.jp/files/SpcDocument/2/gid1/files/social/public_lecture/SpcDocument117_k

oukaikougi2014.pdf 

 

第４７回 高瀬組仏教婦人会連盟公開法座 

「がんばれ仏教！」 

【日時】 平成 26 年 9 月 11 日(木) 10:00～ 

【主催】 浄土真宗本願寺派高瀬組仏教婦人連盟 

 



夢マネー部・第一回地域講座 

「生きる意味」の探し方～子供も大人も輝いて生きるために 

【日時】 平成 26 年 9 月 6 日(土) 13：30～ 

【会場】 嶺町小学校 3 階 4 年生教室前オープンスペース 

【主催】 大田区立嶺町小学校 PTO 夢マネー部 

 

揚風会 第 27 回仏教講演会 

「未来を開く仏教の使命」～本当の豊かさを求めて～ 

【日時】 平成 26 年 6 月 14 日(土) 13：30～15：30（12：45 開場） 

【会場】 高槻現代劇場 文化ホール３階 レセプションルーム 

【主催】 揚風会 

 

第４４回 一隅を照らす運動 東京大会 

「よき種をまく仏教」 

【日時】 平成２６年６月１１日（水）正午開場・午後１時開会 

【会場】 浅草公会堂 

【主催】  天台宗一隅を照らす運動東京本部

http://www.tendaitokyo.jp/news/%E3%80%8C%E7%AC%AC44%E5%9B%9E%E3%80%80%E

4%B8%80%E9%9A%85%E3%82%92%E7%85%A7%E3%82%89%E3%81%99%E9%81%8B%E5%8B%

95%E3%80%80%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E5%A4%A7%E4%BC%9A%E3%80%8D%E3%82%92%

E9%96%8B%E5%82%AC%E8%87%B4/ 

 



東京自由大学 世直し講座 鳥の目コース 

「21 世紀の覚醒ネットワーク」 

【日時】 平成 26 年 5 月 24 日(土) 14:00～17:00 講演及び質疑応答 

【会場】 東京自由大学 

【費用等】 一般 2500 円、会員 2000 円、学生 1000 円 要申込 

 

日本スポーツ人類学会第 15 回大会 

特別講演「スポーツ文化人類学研究がひらく『生きる力』の可能性」 

【日時】 平成 26 年 3 月 27 日(木) 16：00～17：30 

【会場】 東京学芸大学 

【主催】 日本スポーツ人類学会 

【費用等】  一般 4,000 円 ／ 学 生 2,000 円 （会員・非会員とも） 

 

アイハウス・ランチタイム・レクチャー 

「『生き心地のよい社会』を目指して―若者の不安を読み解く」 

【日時】 平成 26 年 2 月 20 日(木) 12:15～13:30（開場 11:45） 

【会場】 国際文化会館 樺山・松本ルーム 

【主催】 公益財団法人 国際文化会館 

【費用等】 1000 円（学生:500 円、国際文化会館会員:無料） 

 



築地本願寺 仏教文化講座 2270 回 

「未来をひらく仏教の使命」 

【日時】 平成 25 年 12 月 21 日(土) 15:00～16:30 

【会場】 築地本願寺 

【費用等】 無料 要申込 

 

西田幾多郎記念哲学館 2013 特別企画『いやしのちから』 

「癒しから創造へ―慈悲による怒り―」 

【日時】 平成 25 年 11 月 3 日(日) 14：00～ 

【会場】  石川県西田幾多郎記念哲学館 

【費用等】 無料 

 

平成 25 年度大分高専テクノフォーラム総会 第 18 回技術講演会 

「生きる意味を問い直す -新たな 50 年への第１歩-」 

【日時】 平成 25 年 6 月 25 日(火) 16:20～17:50 

【会場】  大分工業高等専門学校 

【費用等】 無料 要申込 

 



平成 25 年度東北大学艮陵同窓会特別講演 

「生を癒す、死を癒す、かけがえのない人生を見つめて」 

【日時】 平成 25 年 5 月 18 日(土) 16：00～ 

【会場】 勝山館(仙台市青葉区上杉 2 丁目 1-50) 

【主催】 東北大学艮陵同窓会 

【費用等】 無料  

 

第 7 回 連続対談「メメント・モリ」 

「幸せになるための方程式」 

【日時】 平成 25 年 2 月 9 日(土) 13:30～17:00(13:00 開場) 

【会場】 十字屋ホール(東京・銀座) 

【主催】 NPO 法人 自殺対策支援センター ライフリンク 

【ゲスト】 清水ハン栄治(メディアプロデューサー) 

      清水康之(ライフリンク代表) 

      上田紀行 

【費用等】1000 円、要申込 

 

筑駒アカデメイア 

「生きる意味」を取り戻す～フクシマ後の日本をいかに変革するか～ 

【日時】 平成 25 年 1 月 26 日(土) 14：00～15:30 

【会場】 筑波大付属駒場中学校・高等学校 

【主催】 筑波大付属駒場中学校・高等学校 

【費用等】無料 



第 32 回日本看護科学学会学術集会 

【日時】 平成 24 年 11 月 30 日(金) 9:25～ 

【会場】 東京国際フォーラム 

【主催】 公益社団法人日本看護科学学会 

【費用等】 会員:12000 円 非会員:14000 円 学生(院生を除く):3000 円   

 

日本精神衛生学会第 28 回大会 

「ゆれる日本を生きる－つながりのしくみと科学－」 

【日時】 平成 24 年 11 月 24 日(土) 9：30～17:45 

【会場】 東京農工大学小金井キャンパス 

【主催】 日本精神衛生学会第 28 回大会事務局 

【費用等】  学生:3000 円 会員:5000 円 非会員:6000 円 

 

連続講座「『いのち』を考える」 

【日時】 平成 24 年 10 月 31 日(水) 18:30～20:00 

【会場】 関西国際大学尼崎キャンパス大講義室 

【主催】 公益財団法人 JR 西日本あんしん社会財団 

【費用等】  無料 要予約 

 

 



東京都「いのち支える」シンポジウム 

「若者の自殺対策を考える」 

【日時】 平成 24 年 9 月 10 日(月) 13：30～15:30(開場 13:00) 

【会場】 東京都庁都民ホール（東京都庁 都議会議事堂 1 階） 

【ゲスト】 星野智幸(小説家)／橘ジュン(NPO 法人 BOND プロジェクト代表)／清水康之

(NPO 法人自殺対策支援センター ライフリンク代表)／ワカバ(ミュージシャン)／上田紀行 

【主催】 NPO 法人自殺対策支援センター ライフリンク 

【費用等】  無料 要予約 

 

EBA シンポジウム 2012  

「“いのち”の治癒力 ～病む、治る、蘇る“いのち”」 

【日時】 平成 24 年 9 月 9 日(日) 9:50 開演 (9:15 受付開始) 

【会場】  愛知たいようの杜「ゴジカラ村」 

【費用等】  シンポジウム 3,000 円 懇親会 2,000 円 

 

水俣フォーラム 

「人は何のために生きるか－水俣・福島の現代に」 

【日時】 平成 24 年 8 月 24 日(金) 19：00～21:00 

【会場】 エコギャラリー新宿(都営地下鉄大江戸線都庁前駅徒歩 5 分) 

【主催】 認定 NPO 法人 水俣フォーラム 

【費用等】  1,000 円 



東京画廊 × ART FOR THOUGHT 座談会  

「警告・アートの役割」 

【日時】 平成 24 年 5 月 18 日(金) 19:00～21:30 

【会場】  ART FOR THOUGHT ギャラリー＋カフェ 

【メインスピーカー】 山本豊津、上田紀行 

【費用等】  ワンオーダー 

 

高山一組同朋会運動 50 周年記念大会 

「記念講演＆パネルディスカッション」 

【日時】 平成 24 年 5 月 13 日(日) 13：00～16:30(受付 12:00 から) 

【会場】 高山別院庫裡ホール 

【登壇者】 中薮正明、三島大遵、上田紀行、(コーディネーター：四衢亮) 

【費用等】  無料 

 

東京工業大学リベラルアーツセンター設置記念講演 

「現代における“教養”とは」 

【日時】 平成 24 年 5 月 10 日(木) 16:00～17:55 

【会場】  東京工業大学 大岡山キャンパス 西 9 号館 2 階デジタル多目的ホール 

【登壇者】  桑子敏雄、池上彰、上田紀行 

 



「今、仏教に生きることの意味」 

【日時】 平成 24 年 5 月 11 日(金) 19：00～ 

【会場】  新宿 常円寺 

【登壇者】  信楽峻麿、上田紀行、(コーディネーター：本多静芳 司会：赤川浄友) 

【費用等】  1,000 円 

 

対談「大学院で何を学ぶか」 

【日時】 平成 24 年 4 月 25 日(水) 17:00～18:20 

【会場】  東京工業大学 大岡山キャンパス 西 9 号館 2 階デジタル多目的ホール 

【対談者】  橋爪大三郎×上田紀行 

【費用等】  無料 

 

「生き心地の良い社会へ」～かけがえのないあなたに～ 

【日時】 平成 24 年 3 月 7 日(水) 18：30～20：30(18:00 開場) 

【会場】 ホクト 文化ホール(長野県県民文化会館) 2 階小ホール 

【主催】 長野精神保健福祉協議会・長野保険福祉事務所 

【費用等】  無料 要申込 

 

 

 

 



日本仏教心理学会第 3 回学術大会 

「混迷する現代社会―学会・学会員には何ができるか」 

講題:「慈悲の怒り―仏教と心理学の役目」 

【日時】 平成 23 年 12 月 10 日(土) 10:00～20:00 

【会場】 立正大学 11 号館（総合学術情報センター） 

 

 

鎌倉女子大学学園祭 第 17 回みどり祭特別企画シンポジウム

「震災、原発、そして倫理」 

【日時】 平成 23 年 11 月 12 日(土) 13：00～15：00(12:30 開場) 

【会場】 鎌倉女子大学 大船キャンパス 教室棟 3・4 階大講義室 

【登壇者】 田口ランディ、竹内整一、上田紀行、(コーディネーター：飯田篤司) 

【費用等】 無料 

 

〜お互いを支え合うために〜 これからの社会と仏教の役割 

【日時】 平成 23 年 11 月 5 日(土) 13:30～15:00 

【会場】 荻窪タウンセブン 8 階 

【費用等】 よみうりカルチャーセンター会員:2520 円 一般:2835 円 

 



龍谷大学 第 28 回顕真週間 第 44 回宗教文化講演会 

「生きる意味」を取り戻す―震災をきっかけに日本を変えよう！ 

【日時】 平成 23 年 10 月 20 日(木) 15：00～17：00(14:45 開場) 

【会場】 顕真館(龍谷大学 深草キャンパス内) 

【費用等】 一般来聴歓迎(無料、申し込み不要) 

 

浄土真宗本願寺派 世のなか安穏なれ 仏法ひろまれ 2011 

【日時】 平成 23 年 10 月 10 日(月) 13:30 開演  

  第 1 部 講演 上田紀行〜「生きる意味」を問いながら「肩の荷」をおろして生きる 

  第 2 部 落語 六代目 笑福亭松喬（落語家）〜落語 「お文さん」〜 

【会場】  ヨコスカ・ベイサイド・ポケット 

【費用等】 2000 円(全席指定) 

 

EBA シンポジウム 「"いのち"の選択 覚悟する生き方」 

【日時】 平成 23 年 9 月 11 日(日) 9：50～17：00(9:15 受付) 

【会場】 愛知たいようの杜「ゴジカラ村」 

【費用等】 シンポジウム 3000 円 懇親会 2000 円 

 

 



「こどもの本音 大人の言い分」 

   ～みんなで福島の今 そして未来を考えよう～ 

【日時】 平成 23 年 9 月 10 日(土) 13:30～17:00(13:00 開場) 

【会場】 東京ウイメンズプラザ プラザホール 

【費用等】 1000 円(チャリティ BOX にお入れください) 

 

親鸞展特別講演会「今、親鸞聖人おわしますれば」 

【日時】 平成 23 年 8 月 13 日(土) 14：00～15：30 

【会場】 阪神百貨店梅田本店 11F グリーンルーム 

【費用等】  一般 800 円 学生 500 円 (小学生以下無料) 

 

「この危機を契機として，機械に支えられた現代文明のこれから

を考える」 

【日時】 平成 23 年 8 月 6 日(土) 12:40～17:05 

【会場】 大阪科学技術センター 8 階大ホール 

【費用等】  無料 

 

「今を生きる力の回復～日本人が失ってきたもの～」 

【日時】 平成 23 年 7 月 31 日(日) 13：30～16：30(12:30 開場) 

【会場】 札幌市民ホール 

【費用等】  1,000 円 ※申し込み終了、当日券 100 枚配布(先着順) 



「個人と組織･社会－支え支えあう、助け助けあう絆の再生」 

【日時】  平成 23 年 7 月 30 日(土) 10:00～17:30(9:30 開場) 

【会場】  東京大学本郷キャンパス法学部 25 番教室 

【費用等】  一般 5000 円 学生 2000 円 

 

「貢献する心の生物・文化的起源と将来」 

【日時】 平成 23 年 7 月 16 日(土) 13：00～17：30(12:30 開場) 

【会場】 国際文化会館・講堂  東京都港区六本木 5‐11‐16 

【費用等】  無料・要予約 

 

『生きる力、活かす力』の伝統と現代 

【日時】  平成 23 年 6 月 18 日(土) 13:00～14:00 

【会場】 日本教育会館 東京都千代田区一ツ橋 2-6-2 

【費用等】   一般 5000 円 学生 2500 円 

 

「生き残れるか仏教？―ご門主との対談を受けて」 

【日時】 平成 23 年 6 月 4 日(土) 13：30～15：00 

【会場】 武蔵野大学 5 号館グリーンホール 

【費用等】  無料・予約不要 

【主催】  武蔵野大学 



「自殺防止シンポジウム―目指せ自殺減少日本一の県石川 Part2」 

【日時】 平成 23 年 2 月 26 日(土) 13:00～17:00 

【会場】 石川県社会福祉会館 3 階 

【費用等】  無料 

【主催】 NPO 法人金沢あすなろ会 

 

「生きる意味は本当にあるのか？」 

【日時】 平成 22 年 12 月 18 日(土) 13：30～17：00 

【会場】 ほびっと村（東京都杉並区西荻南 3-15-3） 

【費用等】  3,000 円 

【主催】  ほびっと村 

 

連続対談『メメント・モリ (死を憶え) 』 

【日時】 平成 22 年 12 月 17 日(金) 19 時開演(18 時 30 分開場) 

【会場】 SUPER DELUXE(東京都港区 西麻布) 

【費用等】 学生 500 円 社会人 1,000 円(ワンドリンク付) 

 

「生きる意味」を問いながら「肩の荷」をおろして生きる 

【日時】 平成 22 年 10 月 30 日(土) 18：00～20：00 

【会場】 田町キャンパス イノベーションセンター4 階 405 教室 

【主催】 医療サービスイノベーション研究フォーラム 

【費用等】 無料 



第 22 回中原寺文化講演会『なにゆえ いま 仏教』 

【日時】 平成 22 年 10 月 23 日(土)  13：30～15：30 (開場 13:00 より) 

【会場】 山崎製パン企業年金基金会館 SUNCITY 3F 

【費用等】 無料 

【主催】  中原寺 

 

EBA シンポジウム『地球交響曲 第七番』 

【日時】 平成 22 年 9 月 5 日(日)  12：30～18：30(受付は 12:00 より) 

【会場】 しらかわホール（名古屋市中区栄 2-9-15 三井住友海上 名

古屋しらかわビル） 

【費用等】  一般 2,000 円 ※中学生以下無料 

 

「ダライ・ラマが教えてくれたこと～慈悲とは何か～」 

【日時】 平成 22 年 7 月 31 日(土) 13：00～15：00 

【会場】 NHK 文化センター町田教室 

【費用等】 会員 2,940 円 一般 3,150 円 学生割 1,890 円 

 

 

 



「仏教ルネッサンス塾」 

神と仏は共存しつつ平和を目指す  

 

【日時】2005 年 1 月 22 日（土）14:00～18:00   

【講師】鎌田東二氏  

    上田紀行塾長  

【会場】青松寺・観音聖堂  

【参加費】500 円（一般）・無料（青松寺護持会会員・学生）  

 

第一部 14:00～「神と仏は共存しつつ平和を目指す」  

     鎌田氏と上田塾長による対談  

第二部 16：00～「新道ソングライター」  

     鎌田氏によるライブ 

 

「対論・仏教は爆発だ！」 

 

【日時】 2005 年１月 19 日，2 月 2 日 全二回 水曜日 18:30～20:3 

【講師】 東京工業大学助教授 上田紀行  

      東京外国語大学教授 町田宗鳳  

【会場】 東京工業大学大岡山キャンパス 西９号館３階 W９３５講義室  

【受講料】（税込み)会員・一般とも ５，０００円（入会金不要）  

 

「葬式仏教」と揶揄される日本仏教、しかしそこに時代を憂え、変革の志に満ちた革命

的な動きが起こりつつある。 『がんばれ仏教！』（ＮＨＫブックス）で、目覚めた僧侶と

寺のエネルギッシュな姿を描き出し現代の〈ホトケ〉像を提示した、癒しの文化人類学

者上田紀行と、 『前衛仏教論』（ちくま新書）で死の宗教から〈いのち〉の宗教へと、今

や日本仏教が大転換を遂げることを声高に唱えた、元禅僧にして比較宗教学者の町

田宗鳳が、 ぶつかり合い、熱く語り合う。仏教の未来とは？生きるべきか消え去るべき

か？ 

 



龍谷大学深草学舎顕真館建立２０周年記念  

「いま、仏教徒は何ができるか」  

 

【日時】2004 年 12 月 2 日(木） 14:00～   

【コーディネーター】 阿満利麿氏（明治学院大学教授）  

【パネリスト】 上田 紀行氏（東京工業大学助教授） 、故選 一法氏（NPO 法人アミダの

森 理事長） 、高遠菜穂子氏（ボランティア） 、宮崎 幸枝氏（医療法人精光会 みやざ

きホスピタル理事長・副院長）  

【会場】 龍谷大学 深草学舎 顕真館  

【参加費】 無料 

 

 

「ボーズ・ビー・アンビシャス」  『がんばれ仏教！』の捌き方 

【日程】 2004 年 11 月 18 日（木）10:00～17:00     

【会場】 青松寺  

【参加費】500 円  

 

 寺檀関係が希薄になりつつある今、お寺に、僧侶に、人々の安心（あんじん）はある

だろうか？ あるなら良い。 もしなければどうすれば良いのか。『がんばれ仏教！』とい

う材料をそれぞれの方法で“捌（さば）く”ことを通し、 皆で考えます。 

 

 

 



「癒しの原点に出会う」 

参加型シンポジウム（本質が微笑むということ）  

 

【日時】 2004 年 11 月 13 日(土) 

【会場】 東京ウィメンズプラザ ＢＦホール  

     （渋谷駅 徒歩１２分・表参道駅 徒歩７分  

【講師】 上田紀行氏  

     平本相武氏  

     諸富祥彦氏 

参加者同士がそれぞれ「癒し」の原点に出会うことを体験し、  

そして、ご参加していただいた方々の新たなつながり回復の場を創ってみました。  

「癒し」にご興味がある方でしたら、どなたでもご参加できます。 

 

「仏教ルネッサンス塾」   

行動する仏教 エンゲイジド・ブディズム  

 

【日時】 2004 年 11 月 6 日（土）14:00～18:00   

【講師】  阿満利麿氏・三部義道師（ＳＶＡ専務理事）  

      酒井義一師(真宗大谷派存明寺住職）  

        上田紀行塾長（仏教ルネッサンス塾塾長）  

【会場】 青松寺・観音聖堂  

【参加費】 500 円（一般）・無料（青松寺護持会会員・学生）  

 

社会の構造に発する「苦」に正面から取り組む。  

ときには、社会を作り変えることもためらわない「行動する仏教」。  

それがエンゲイジド・ブッディズム。 

 

 



「仏教ルネッサンス塾」 

現代の僧医をめざして  

 

【日時】 2004 年 10 月 2 日（土)14:00～18:00   

【講師】 対本宗訓師（禅僧・現在帝京大学医学部在学中）  

上田紀行塾長（仏教ルネッサンス塾塾長）  

【会場】 青松寺・観音聖堂  

【参加費】500 円（一般）・無料（青松寺護持会会員・学生）  

 

僧医:それは、現代医学を修めた僧侶の意。  

対本宗訓師の行動理念です。 

 

 

 

40 周年記念シンポジウム“いのち”   

…サムシング・グレート、その巨大なる存在…  

 

【日時】 2004 年 9 月 10 日（金）開場 10:00 開演 10:30  

【会場】 テレピアホール名古屋市東区東桜 1-14-27  

【参加費】3000 円  

 

遺伝子工学の村上和雄さんをお招きし、完成したばかりの映画「地球 交響曲第五

番」とともに、龍村仁監督にも駆けつけていただきます。 そして、EBA シンポジウムに

は欠かせない文化人類学者の上田紀 行さんにもコーディネートをお願いいたしま

す。 もうこれ以上の贅沢はない、素晴らしい内容です。 

 

 

 

 

 

 



「仏教ルネッサンス塾」 

自律する個人が宗教化する時代  

 

【日時】 2004 年 8 月 7 日（土）15:00～18:00  

【講師】 島薗進先生（日本宗教学会会長）  

      上田紀行塾長（仏教ルネッサンス塾塾長）  

【会場】 青松寺・観音聖堂  

【参加費】500 円（一般）・無料（青松寺護持会会員・学生）  

 

＊豊かな時代、多様化する社会―個人の自由を賛美してきました。その「自律」は確

かなものなのでしょうか？  

宗教は私達のこころに癒しを与えてくれるのか,仏教は時代のニーズに応えられるのか

―現代における宗教性の核心に迫ります。 

 

平成 16 年度 第五十回正眼夏期講座 

【日時】 2004 年 7 月 25 日（日）  

【会場】 正眼短期大学講堂、正眼寺大方丈  

【参加費】（A）宿 泊 聴 講 （四食付き）    １５，０００円  

      （B）通い聴講７月２４日（昼食付き）   ７，０００円  

      （C）通い聴講７月２５日（昼食付き）   ７，０００円  

 

「禅による人づくり」を提唱し、毎年続けてまいりました夏期講も、お陰様で第

５０回を迎えることができました。 激動と変革の時代といわれる今日だからこ

そ、この正眼夏期講座が、日頃の喧噪を離れ、緑陰に坐し、内なる心の平和

と本来の自分を見めて頂く好機となれば幸いに存じます。 皆様のご参加を

心よりお待ちしております。       合掌 

 

 



ブリーフサイコセラピー学会 第 14 回東京大会 

呪術 陰陽師 あるいは心理療法 

【日時】 2004 年 7 月 24 日(土)１５：１５～１７：４５   

【講師】 青木 健次氏 （京都大学カウンセリングセンター）  

     上田 紀行氏 （東京工業大学）  

     菅野 泰蔵氏 （東京カウンセリングセンター） 

 

第 41 回寺小屋トーク 

2004 年 7 月 10 日（土）   

 

【講師】 秋田光彦、上田紀行  

【会場】 應典院本堂ホール  

【参加費】1500 円（一般）・1000 円（寺町倶楽部会員・学生）  

 

「仏教ルネッサンス塾」 

がんばれ仏教！～お寺ルネサンスの時代～  

【日時】 2004 年 7 月 3 日（土）14:00～18:00  

【講師】 上田紀行氏（仏教ルネッサンス塾塾長）  

【会場】 青松寺・観音聖堂  

【参加費】500 円（一般）・無料（青松寺護持会会員・学生） 

 

6 月 23 日（水）にＮＨＫ出版より上田紀行塾長著『ＮＨＫブックス がんばれ仏教！～

お寺ルネサンスの時代～』を上梓します。これを記念して自著を大いに語ります。どう

ぞお楽しみに。本に登場する僧侶も当日応援に駆けつけます！どなたかは当日参加

してのお楽しみ！ 



「地球人シンポジウム」 

【日時】2004 年 6 月 12 日（土）13:00～16:30 

【テーマ＆スピーカー】  

「ホリスティック医学と霊性」  

  帯津良一（日本ホリスティック医学協会会長・人体科学会理事）  

「病と内的成長」  

  上田紀行（東京工業大学助教授）  

「スピリチュアルケア──医療現場の現状と展望」  

  浦尾弥須子（済生会神奈川県病院・医師）  

「スピリチュアリティを語る姿勢」  

  辻内琢也（早稲田大学助教授）  

【コメンテータ】 湯浅泰雄（哲学者・人体科学会副会長）  

【司会】 上野圭一（日本ホリスティック医学協会副会長） 

 

"いのちを考えるヒーリング・マガジン"『地球人』（帯津良一責任編集／湯浅泰雄・上野

圭一・太田富雄・井村宏次企画編集顧問）の創刊を記念して開催します。  

科学技術の目覚ましい進展は、医療の分野においても様々な問題を生じさせ、人間

の生命観、死生観は大きく揺らいでいます。  

家族が、自分自身が、生命にかかわる病に陥ったとき、家族をどのようにケアし、自分

自身をどのように支えていけばよいのでしょうか。  

宗教が医療現場の中で無力と言っても過言ではない日本の現状の中で、スピリチュア

リティはどうあるべきかを、医療者の立場、患者の立場から共に考えていきたいと思い

ます。 

 

 

 

 



仏教ルネッサンス塾第七回目 

「現代仏教徒はどこまで前衛であり得るか」 

2004 年 4 月 24 日（土）14:00～    

講演者：町田宗鳳氏（比較宗教学者） 

皆さん、町田宗鳳という人物をご存じですか？  

１4 歳で発心し、親の承諾も得ずに大徳寺に駆け込み、それから１９年は修行僧一

筋。 ３４歳にして、京都に来た世界的数学者に見いだされ、日本の大学にも行ってい

ないのに、大学分を飛び級して、 突然ハーバード大学の大学院に入学！その後は

名門プリンストン大学の比較宗教学助教授、シンガポール大学の教授、 そして十数

年の外国生活の後に日本に帰国。 こんな人生なかなかない！  

仏の世界に深く沈潜しつつ、東西の文明論的視点から見たとき、日本仏教とはいかな

るものと映じるのか。どこに変革の糸口を見いだし得るのか。 仏教の内と外を熟知した

町田氏の、ユーモアに溢れつつも超辛口の提言を、あなたはどう受けとめるでしょう

か。 仏教徒よ、目覚めよ！ぜひ青松寺に足をお運びください。 

 

仏教ルネッサンス塾第六回目 

「大洋的感情」ということ ～親子関係と宗教感情の源泉～ 

2004 年 2 月 15 日（日）14:00～   

講演者：芹沢俊介氏（評論家） 

子どもの危機」が言われはじめてからもうどのくらいの時が経つのでしょうか。キレる子

ども、無気力な子ども、簡単に殺人を犯す子ども・・・。しかし、私たちはその深い原因

のありかが分からず、頭を抱えています。  

芹沢さんはその中にあって、常に子どもを内側から見つめ、共感しつつ発言を続けて



きました。それは、高い目線から子どもを見て声高に「子どもはこう導け」的に安易な解

決策を提示する教育家や教育学者と一線を画すものであり、この社会全体に対する

大きな問いかけでもあります。  

先頃、芹沢さんと私は、作家の高史明さんとともに『親鸞と暗闇をやぶる力―宗教とい

う生きる知恵』（講談社＋α新書）を出版しましたが、今回はそこからも一歩進んだお

話がうかがえることと思います。  

当日は活発な討論も行いたいと思います。ご参加お待ちしています。 

 

アメリカ的「強さ」を超える智 

―「弱きもの」の復権― 

日時： 2004 年 1 月 31 日（土） 13:30～17:30 

現在の「弱肉強食」的な世界観は至るところで大きな問題を起こしている。ある一つの

価値観で「強さ」を定義し、強きものが弱きものを征服する道理があるという世界観に

未来はない。この講座では、「弱きもの」の持つ力に着目し、文化人類学的見地から

「弱者」の発生を辿るとともに、私自身の調査したスリランカの「悪魔祓い」の癒しや、現

代における「弱者」論にも触れながら、「弱きもの」の持つ力こそが文化の創造性をもた

らし、危機の時代をきりひらくものであることを明らかにしたい。 

*この講座は、東工大社会理工学研究科価値システム専攻の教員が、企画・

プロデュースするものです。 

場所：東京工業大学大岡山キャンパス 西９号館７０７号室 

参加費：会員・一般とも ５０００円（入会金不要） 

 

 



第５回学術大会 

日本トランスパーソナル心理学/精神医学会～人間社会と霊性（スピリチュアリティ）～ 

特別講演会：「内的成長社会への道－霊性と人生－」 

日時： 2003 年 11 月 28 日（金） 14:30～15:30 

講師： 上田紀行（東京工業大学） 

会場： 相模女子大学（神奈川県相模原市） 

 

 

ＮＨＫボランティアフォーラム   「地域で“いのち”に寄り添う」 

日時 ：11 月 1 日（土）開場：13:30 

講演者：高橋卓志（臨済宗神宮寺住職･長野県） 

鼎談 ：上田 紀行〔文化人類学者、鎌田 實 〔諏訪中央病院前院長〕、高橋 卓志 

ＮＨＫ厚生文化事業団、松山市社会福祉協議会との共催で、「ＮＨＫボランティアフォ

ーラム」を開催いたします。 

このフォーラムでは、人々が共に支えあい、心豊かに生きることのできる社会を実現す

るために、“いのち”をキーワードとして今後のボランティア活動や地域での実践のあり

方について学ぶこととします。 

場所：松山市総合福祉センター・大会議室 （松山市若草町８番地２） 

参加申込：（入場無料） （定員）４００名 

 



ワークショップ 生命科学とスピリチュアリティ 

――生命倫理への新しいアプローチ―― 

日時： 2003 年 10 月 18 日（土）14:00～ 

基調講演： ウィリアム・ハールバット(William Hurlbut)（スタンフォード大学教授、アメリ

カ大統領生命倫理諮問委員会委員） 

コメント： 島薗進（東京大学文学部）、加藤眞三（慶応大学医学部） 

討論： 上田紀行（東京工業大学）、樋野興夫（国立癌研究所） 

鎌田東二（京都造形芸術大学） 

司会： 町田宗鳳（東京外国語大学） 

詳細： 東京大学２１世紀 COE プログラム「死生学の構築」まで 

場所： 神田学士会館 本館 202 号室 

共同主催： 東京大学２１世紀 COE プログラム「死生学の構築」／東京外国語大学総

合文化研究所 

 

仏教ルネッサンス塾第四回目 

お寺はこんなにおもしろい！～２１世紀の寺の可能性をひらく！～ 

 

Ⅰ．ボーズ･ビー･アンビシャス 

2003 年 10 月 17 日（土） 

講演者：高橋卓志師 （臨済宗神宮寺住職・長野県）、 秋田光彦師（浄土宗応典院住

職・大阪） ほか 

未来に向けて志を抱く若手僧侶よ、宗派を越えてここに集い、仏教の新たな可能性を

論じ合おう。活気のある寺を生み出すエネルギーと秘訣を分かち合おう。それが「ボー

ズ・ビー・アンビシャス塾」の目的である。  



自分にどんなに意欲があっても、新しいことをはじめようとすれば「出る杭」と叩かれ、

ならば穏便に済ませていれば、世間からは厳しい目が注がれる。 しかしそんなジレン

マから脱皮しないことには、仏教の未来はないのではないか。  

私の尊敬するとびきり魅力的なお二人、高橋卓志師と秋田光彦師をお迎えし、なぜ二

つの寺が全国に名をとどろかす活気のある寺となったのかの秘訣をうかがいたい。こ

んなやり方もあったのかと、 目から鱗の落ちる話になることだろう。「ありがたい話」で

はなく、本音で語り合い、未来へとつながる会にしたい。2 日目には、参加者の中から

「寺をこのように活性化する」プレゼンテーションを募り、 お二人から厳しくも励ましに

満ちたコメントをいただく機会も設ける予定である。 意欲ある若手僧侶。意欲はあるが

現実にどう行動していいか悩んでいる若手僧侶。僧侶を一生の勤めとするか考えてい

る若者。ボーズ・ビー・アンビシャス塾に皆さんを心より歓迎したい。 

Ⅱ．お寺はこんなにおもしろい～21 世紀のお寺の可能性をひらく～ 

2003 年 10 月 18 日（土）14:00～ 

お寺と聞いて、「面白いところ！」と答える人はまずいないでしょう。  

「社会の活力が生まれる場所」と答える人もほとんどいないに違いありません。  

しかし無茶苦茶面白く、活気に溢れているお寺は現実に存在しています。それが高卓

志師の神宮寺であり、秋田光彦師の應典院です。 とにかく参加なさって、仏教界の革

命寺のお二人のお話を聞いてみてください。あなたの、寺に対する既成観念は打ち破

られ、「お寺こそ何かがうまれ出る場なのだ！」と確信できるはずです。意欲ある住職と

仲間たちがいれば、お寺は生まれ変われる。時代を切り開く場となる。 活気ある寺の

秘訣は何か。魅力ある住職の条件は何か。21 世紀の寺の可能性はどこにあるのか。 

 

 

 

仏教ルネッサンス塾第三回目 

日時： 2003 年 8 月 24 日（日） 

場所： 青松寺 観音聖堂 

参加費：学生 無料 一般 500 円 

 

「癒し」から「仏教ルネッサンス」へ －私はなぜここにいるのか？ 

公演者：上田紀行氏 

 



５月からスタートした、仏教ルネッサンス塾。第三回目は「塾長」である私自身がお話し

させていただきます。 

 

私はなぜ、いまこの青松寺で仏教ルネッサンス塾の「塾長」をやっているのでしょう

か？ 青松寺のご住職が、まったく初対面の私に「塾長をやってくれ」と声をかけたから

だ。ならば、なぜそのご縁は生まれたのだろう。それは青松寺には、「ここを仏教天国

にする」と宣言された先代のご住職がおられたからだ。 また、私が「癒し」というテーマ

で様々な活動をしてきたからだ。 しかし何故、私はそれまで使われてこなかった「癒

し」などという言葉を唱道するに至ったのだろうか。それは私が若者時代に「生きる意

味」から見放され、悩みと葛藤の時期を送ってきたからだ。ならば、私はどうして悩み、

葛藤したのか？ それは・・・・ 

今回は「ご縁」の話、「私自身」の話をさせていただきます。私はどこから来て、どうして

ここにいるのか。そこには、家族の葛藤や、自我の戦いや、お恥ずかしい話がたくさん

出てきそうですが、お許しください。 「ご縁」に結ばれた方々・・・、若い方々も、昔若か

った方々も・・・、真夏の青松寺に、ぜひご参集ください！ 

 

 

「ポスト９.１１社会と癒しのありか」 

日時： 2003 年 6 月 11 日（水）・18 日（水）18:30～20:30（全二回） 

場所： 東京工業大学大岡山キャンパス 西９号館Ｗ９３４教室 

参加費：会員・一般とも ５０００円（入会金不要） 

 

現代の世界状況の異常さの根源はどこにあるのでしょうか。９.１１のニューヨーク・テロ

とその後のイラク戦争は、何によってもたらされ、２１世紀社会のいかなる行方を指し示

しているものなのでしょうか。 

一方で家族内・共同体内で進行する、虐待や共依存といったミクロな暴力も見えない

ところで深く進行しています。しかし、国際的な「大きな」暴力と、内なる「小さな」暴力

は無関係とは言えないのではないでしょうか。 

今世紀の暴力の根源を探求するとともに、それが対症療法的な手段では解決できず、

根底からのいかなる深い「癒し」が求められているのかを論じます。 

 

*この講座は、東工大社会理工学研究科価値システム専攻の教員が、企画・プロデュ

ースするものです。 

 

 



仏教ルネッサンス塾第二回目 

日時： 2003 年 6 月 28 日（土） 

場所： 青松寺 観音聖堂 

参加費：学生 無料 一般 500 円 

 

「がんばらない」けどあきらめない 

―命を支えるということ― 

公演者：鎌田實氏、上田紀行氏 

 

鎌田實氏は、長野県の諏訪中央病院の院長をお勤めにになっており、地域に密着し

た手作りの医療を行なっていらっしゃいます。いのちに即した、やさしい、思いやりにあ

ふれた医療にはどこか仏教に通じるものが感じられます。著書のひとつである『がんば

らない』（集英社）はベストセラーとなりました。 

 

 

仏教ルネッサンス塾第一回目 

日時： 2003 年 5 月 17 日（土） 15:00～18:00 

場所： 青松寺 観音聖堂 

参加費：学生 無料 一般 500 円 

 

目指せ！元気な仏教 

公演者：上田紀行、南直哉師 

 

記念すべき第一回目は、仏教ルネッサンス塾の塾長である上田紀行氏と、4 月より活

動を開始した青松寺獅子吼林サンガの主幹をつとめる南直哉師のお二人による「同

い歳」対談。仏教の可能性について熱く語ります。強烈な個性をお持ちのお二人のこ

とです、ここから何かが始まります、生まれでます。わくわくさせられる仏教ルネサンス

塾の開講です。 

 

 

 

 



第５回「無限の清風」公開講座 

日時： 2003 年 4 月 12 日（土）12:00～16:00 

 

講演： 上田紀行「傷ついた世界をいかに癒すか」 

琵琶演奏: 関川鶴祐 「平家物語・壇ノ浦」「宮本武蔵・巌流島」 

場所： 鎌倉・建長寺（竜王殿） 

参加費：会員・一般とも 5000 円（入会金不要） 

 

 

 

常福寺ライブ 

日時：2003 年 4 月 5 日（土） 

第一部特別講演＋パネルディスカッション 「死を想え」 

 

山野井泰史（登山家） 上田紀行（文化人類学者） 

白石かずこ（詩人） 

 

第二部 ライブ 

姜泰換（サックス）  換艮一（ヘグム） 

場所：常福寺（小田急線・相武台駅下車） 

参加費：会員・一般とも ５０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



若者論の現在 〈リアル〉の在りか 

対談： 東京工業大学助教授 上田紀行 

      哲学者           東 浩紀 

 

日時： 2003 年 1 月 25 日（土） 13:30～16:00（休憩あり） 

場所： 東京工業大学大岡山キャンパス 西９号館Ｗ934 教室 

参加費：会員・一般とも 2500 円（入会金不要） 

 

若者が何を考えているのか分からない、ちょっとしたことですぐにキレる・・・、 こうした

若者世代の「わからなさ」は、単なる世代ギャップで片づけられるものなの でしょうか。  

「癒し」の視点から、トラウマ、ＡＣ、「いい子」達の悲劇といった日本社会論を 展開して

きた、文化人類学者上田紀行氏と、ポストモダン的視点から「動物化」する 若者に新

しい可能性を見る、気鋭の哲学者東浩紀氏が語り合います。 

 

*この講座は、東工大社会理工学研究科価値システム専攻の教員が、企画・プロデュ

ー スするものです。 

 

 

 

武蔵野女子大学日曜講座 

 「癒しと宗教」 

日時： 2003 年１月２６日（日）10：00～11：30 

場所： 武蔵野女子大学グリーンホール 

参加費：無料 

武蔵野女子大エクステンションセンター TEL 0424-68-3181 （講演会当日は 090-

2428-7477 まで）（吉祥寺駅、三鷹駅よりバス） 

 

 

 

 



安記念企画委員会、ひょうご・こころのネットワーク 

第三回 つどい in 六甲 

「ともに生きる」こと 

日時： 2002 年 11 月 24 日 9:00～12:00 

場所： 神戸市水道局たちばな職員研修センター（ＪＲ神戸、高速神戸駅） 

 

講演: 上田紀行 

講演: 川本隆史（東北大学教授・社会倫理学） 

鼎談: 上田紀行 

川本隆史 

中井久夫（神戸大学教授・精神医学） 

 

 

 

 

NPO 法人ライフデザインセンター総会記念鼎談  

生きていく事が楽しくなる・死ぬことが恐ろしくなくなる講演会  

「生老病死を考える」 

日時： 2002 年 11 月 17 日（日）13:30～15:30 

場所： 神宮寺アバロホール（松本市浅間温泉） 

 

上田紀行  

鎌田實 （諏訪中央病院前院長、「がんばらない」著者）  

高橋卓志（神宮寺住職、ライフデザインセンター代表） 

 

 

 

 

 

 

 



文京宗教者懇談会主催 平成１４年度区民のための公開講座 

〈心の痛み〉と〈心の癒し〉 

日時： 2002 年 10 月 27 日（日） 19:00～ 

場所： 文京シビックセンター ２階小ホール 

 

 

 

上田紀行講演会 

「人間の心とシステム社会」 

日時： 2002 年 10 月 22 日（土） 16:30～18:30 

場所： 東京都立大学 教養棟 205 教室 

 

 

 

 

社会福祉法人「仙台いのちの電話」開局２０周年記念上田紀行講演会 

「癒しの時代をひらく」 

日時： 2002 年 8 月 3 日（土） 18:30 

場所： 仙台太白区文化センター 楽楽楽ホール 

 

 

 

 

上田紀行講演会「いのち・手と手・祈り」 

日時： 2002 年 8 月 31 日（土）・9 月 1 日（日） 

場所： 熱田神宮文化殿（名古屋市熱田区） 

ピアノコンサート： ウォン・ウィンツァン  

講 演  ：龍村仁「地球交響曲」監督）、上田紀行  

パネルディスカッション：名嘉睦稔（版画家）、ウォン・ウィンツァン、龍村仁、上田紀行 

 



在家佛教協会５０周年記念シンポジウム  

メイン「２１世紀における佛教の役割」 

日時： 平成 14 年 6 月 1 日（土） 13:00～16:30 

場所： ＪＡホール（東京・大手町） 

「佛教と家庭教育」「いじめと癒し」 

基調講演：上田紀行 「いじめと癒し」 

コーディネーター：奈良康明（駒澤大学前総長・曹洞宗総合研究センター所長） 

パネリスト：上田紀行 

      香山リカ（精神科医・神戸芸術工科大学助教授） 

      他・仏教界より一名 

 

 

（財）全国青少年教化協議会４０周年記念式典記念講演 

「システム化された教育を超えてーお寺が開く可能性」 

日時： 平成 14 年 5 月 29 日（水） 

場所： 東京プリンスホテル鳳凰の間 

 

 

国際佛光会世界総会第９回会員代表大会 記念特別シンポジウム  

「釈尊の教えから心癒しへの提言」 

日時： 平成 14 年 4 月 29 日（月・祝） 9:30～12:30 

場所： サンシャイン劇場（池袋） 

 

あいさつ：星雲大師（国際佛光会代表） 

総合司会：水谷幸正（浄土宗宗務総長・仏教大学前学長） 

基調講演：上田紀行 「『癒し』―心のセーフティーネット」 

コーディネーター：石上善應（浄土宗総合研究所長） 

パネリスト：上田紀行 

      奈良康明（駒澤大学前総長・曹洞宗総合研究センター所長） 

      天谷忠央（立正佼成会教学委員長） 

      釈 依晃（台湾国立成功大学助教授） 



氏家市公民館スクール うのはな町民カレッジ  

「ＩＴ時代の『心の闇』」  

日時： 平成 14 年 2 月 5 日（土）19:30～20:30 

 

 

 

明るい社会づくり運動 静岡フォーラム in 三保  

「覚醒のネットワークー私と世界を変革する運動」 

日時： 平成 14 年 2 月 2 日（土） 15:40～17:10 

場所： 東海大学社会教育センター 三保研修館 

 

 

 

つながるいのち 環境と健康 2002 in ナゴヤドーム  

対談: カール・ベッカー（京都大学教授） 上田紀行 

日時： 平成 14 年 1 月 19 日（土） 13:00～ 

場所： ナゴヤドーム（名古屋市） 

 

 

 

KYOTO 寺子屋フォーラム 2001  

基調講演：上田紀行「いのちー人と場の再構築」 

日時： 平成 13 年 12 月 9 日（日） 13:30～15:00 

場所： キャンパスプラザ京都 

コーディネーター：中村正（立命館大学助教授） 

パネリスト ：高橋卓志（臨済宗神宮寺住職・長野県ＮＰＯセンター代表） 

        佐野充照（法華宗妙蓮寺塔頭円常院住職・ネットワーク西陣代表） 

        辻本好子（支え合い医療人権センターCOML 代表） 

 

 



明るい社会作り運動 「設立記念シンポジウム」 

基調講演：上田紀行 

「これからの人作りー求められる人間像」 

日時： 平成年 10 月 21 日（日） 13:30～16:30 

場所： 千葉市生涯学習センターホール 

 

コーディネーター：上田紀行（東京工業大学大学院助教授） 

パネリスト ：岩瀬雄三（千葉県教育長生涯学習部社会教育課副主査） 

        赤田靖英（千葉日報社取締役業務局長） 

        松本和那（衆議院議員・マツモトキヨシ取締役会長） 

        池田敏男（元千葉市中学校校長会会長） 

 

 

 

 

 

明るい社会作り運動 「法人設立記念シンポジウム」 

基調講演：上田紀行 

「今、魂の教育―築こう心の新時代」 

日時： 平成 13 年 9 月 16 日（日） 13:00～16:00 

場所： アクロス福岡シンフォニーホール（福岡市） 

 

コーディネーター：野上芳彦（明るい社会作り運動理事長） 

パネリスト ：上田紀行（東京工業大学大学院助教授） 

        石井和枝（北九州あいの会代表理事） 

        平田悌子（県民ボランティア早々善たー運営協議会委員） 

 

 

 

 

 

 

 

 



ＮＰＯ法人設立 祝賀特別講演会  

「魂の教育ー２１世紀の人材開発」 

日時： 平成 13 年 6 月 22 日（金） 18:30～20:30 

場所： 安田生命ホール（新宿区西新宿１－９－１） 

 

基調講演：石原慎太郎（東京都知事） 

パネルディスカッション 

パネリスト：石原慎太郎（東京都知事） 

      上田紀行（東京工業大学大学院助教授） 

      高瀬義昌（日米医学医療交流財団常務理事） 

      福澤郁文（シャプラニール=市民による海外協力の会前代表） 

司 会 ：槇ひさ恵（国際障害者年記念ナイスハート基金事務局長） 

 

 

 

真宗教団連合鹿児島支部講演会  

「透明な存在―現代の青少年と向きあうために」 

日時： 平成 13 年 6 月 16 日（土） 15:00～ 

場所： 大谷会館（鹿児島市 東本願寺別院内） 

 

 

 

2001 親鸞聖人につどう同朋大会  

「家族ー人と人がつながるとは？」 

日時： 平成 13 年 6 月 2 日（土） 13:00～15:30 

場所： 日比谷公会堂（千代田区日比谷公園） 

講演： 上田紀行（東京工業大学大学院助教授） 

パネルトーク 

パネリスト：上田紀行（東京工業大学大学院助教授） 

       芹沢俊介（社会評論家） 

       二階堂行邦（専福寺前住職） 

司 会 ： 花園彰（円照寺住職） 



建築再生デザイン会議 第三回福岡会議 

日時： 平成 13 年 5 月 13 日（日） 10:00～17:00 

場所： 旧冷泉小学校講堂（福岡市博多区上川端町） 

 

第 1 部「正しく。再生建築」 

第 2 部「楽しく！再生建築」 

第 3 部「再生建築はもうかる！！」 

パネリスト：上田紀行 青木繁 岡田昌治 森山輝男 若林広幸 

 

 

 

大正大学オープンカレッジ「創造する文化」講座開講記念セミナー第２回  

「現代人の救いと癒し」 

日時： 平成 13 年 5 月 11 日（金） 18:00～20:30 

場所： 大正大学アカデミーヒルズ教室（赤坂アーク森ビル 36Ｆ） 

 

トーク＆ディスカッション 

パネリスト：上田紀行（東京工業大学大学院助教授） 

       島薗進（東京大学大学院宗教学宗教私学講座教授） 

       弓山達也（大正大学人間学部助教授） 

 

 

 

レスリー・グレイ博士講演会 

「先住民の癒しと臨床心理学の統合」 

司会： 上田紀行（東京工業大学大学院助教授） 

日時： 平成 13 年 4 月 22 日（土） 13:30～ 

場所：ヤクルトホール（港区西新橋） 

 

 

 

 

 



クローズアップ現代 『インターネットで恋人探し』 

※コメンテーター出演 

日時：  平成 12 年 11 月 14 日（火） 19:30～19:55（ＮＨＫ総合） 

 

 

 

 

真宗教団連合結成 30 周年記念パネルディスカッション 

 『「いのち」を見つめる ― ２１世紀「人間であり続けること」を求めて』 

日時：  平成 12 年 9 月 30 日（土） 13:30～16:30 

場所：シアター1200 （ＪＲ京都駅ビル内） 

 

パネリスト：五木寛之（作家） 

上田紀行（東京工業大学大学院助教授） 

徳永道雄（京都女子大学教授） 

延塚知道（大谷大学教授） 

田代俊孝（同朋大学教授） 司会 

 

 

 

 

 

日本トランスパーソナル心理学/精神医学会 第２回大会 

大会記念シンポジウム 

 「心理療法と霊性」 

日時： 平成 12 年 9 月 2 日（土） 13:00～16:30 

場所： 国立婦人教育会館（埼玉県嵐山町 東武東上線武蔵嵐山駅） 

 

司会：森岡正芳（奈良女子大学助教授） 

パネリスト：上田紀行（東京工業大学大学院助教授） 

       町沢静夫（立教大学教授） 

       山中康裕（京都大学大学院教授） 

       實川幹朗（姫路獨協大学教授） 



足利市民大学講座「『癒し』の時代に生きる」 

（公開講演） 

「『癒し』の時代に生きるとは」 

日時： 平成 12 年 7 月 27 日（木） 18:30～20:30 

場所： 足利市織姫公民館 

 

 

 

高祖道元禅師七五〇回大遠忌記念 夏期大学講座「禅と今」 

「宗教と癒し」 

日時： 平成 12 年 7 月 27 日（木） 13:00～14:30 

場所： 曹洞宗壇信徒会館 東京グランドホテル 

 

 

 

豊かな心を育てる人間教育研究会 2000  

「子どもの心に灯をともす教師をめざして」 

（記念公演） 

「転換期の日本型教育システム その心の風景」 

日時： 平成 12 年 7 月 8 日（日） 9:30～12:30 

場所： 仙台市シルバーセンター（仙台駅から徒歩 5 分） 

 

 

 

 



『心の傷と癒し』 上田紀行（東京自由大学理事） 

東京自由大学「社会を知るコース」 

主催： 東京自由大学（03-5287-3533） 

日時： 平成 12 年 7 月 1 日 14:00～17:00 講義 

                   17:30～19:00 懇親会 

場所： 東京自由大学事務所 

   （新宿区西早稲田 2-4-19 郡慶ビル早稲田３Ｆ） 

受講料：会員・学生 2000 円 一般 2500 円 

※以下の 4 回の講義との通し会員受講料 8500 円 

5 月 27 日「いのちの教育を求めて」大田堯（東京大学名誉教授） 

９月２日 「『学校の森』づくりは教育を変えられるか」山之内義一郎（新潟県内小学校

元校長・日本ホリスティック協会代表） 

１１月３日「事件という学校・少年事件に学ぶもの」神谷信行（弁護士） 

１月２８日「反射鏡としてのシュタイナー教育」西平直（東京大学助教授） 

 

 

 

 

ETV2000 

『日本人はケジメをつけなくなった？～2000 年の冠婚葬祭』 

第４夜「祭・亡き人をしのぶことはありますか」 

※香山リカ氏（精神科医）との対談 

日時：平成 12 年 5 月 4 日（木） 22:00～22:45（ＮＨＫ教育） 

《香山リカ氏と 4 人のゲストの連続対談シリーズ》 

5 月 1 日（月） 「冠・オトナにならない若者たち」＋永六輔 

5 月 2 日（火） 「婚・結婚はしたいけれど」＋秋元康 

5 月 3 日（水） 「葬・自分のための葬式をしたい」＋井上治代 

 

 

 



建築再生デザイン会議 

第一回長崎会議 ――建築の臨終と再生を考える―― 

主催：建築再生デザイン会議 

 

日時：平成 12 年 5 月 3 日 10:00～16:30（インターミッション 12:00～13:30） 

場所： NIB 長崎国際テレビ出島ホール（長崎市出島町 11-1） 

客席定員：200 名・入場無料 

※参加申し込み・お問い合わせ等、詳しくはこちらのＨＰを参照してください 

（建築再生デザイン会議） 

 

【プログラム】 

<第一部>  10:00～12:00  

基調報告  池田武邦 「21 世紀の建築（技術文明から文化の建築へ）」 

淺川敏   「長崎水族館スライドプレゼンテーション」 

青木茂   「リファイン建築の手法」 

古谷誠章 「建築はどのように生まれ、どのように使命を終えるのか」 

ジョージ国広 「海・夢・力・日本（かたちの成立ち）」 

<第二部>  13:30～16:30  

公開セッション 

「建物の生と寿命」 

ゲスト 上田紀行（文化人類学者）、小山法龍（寺住職）、 川良真理（編集者）、竹田

仰（立体映像研究者） 

セッション参加者      建築再生デザイン会議メンバー 

コーディネーター      古谷誠章 ＆ 林一馬 

司会                    得丸織里江 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



『人はいかに癒されるか～自分のなかの「青い鳥」を見つける智慧～』 

出版記念講演会＆パーティー 

主催：マハサマーディ研究会（03-3269-1760） 

日時：平成 12 年 4 月 2 日 午後１時開演  正午会場 

場所：新宿区牛込箪笥区民ホール 

（地下鉄東西線・神楽坂駅徒歩１０分） 

参加費用：講演会 1000 円、パーティー3000 円 

＜プログラム＞ 

13:00～ 講演 天外伺朗（マハーサマーディ研究会代表）／ 上田紀行 

15:30～ ゲストによるトークコーナー 

青木宏之、大野明子、桐島洋子、ティム・マクリーン、中森じゅあん、成瀬雅春、森津

純子、矢山利彦、湯浅泰雄、湯川れい子、他 

 


