
コース 日程

2年 第1回   論文講座 伝統

第1回   概論講座

第2回   論文講座 慈悲

第2回   概論講座

第3回   論文講座 自我

第3回   概論講座

第4回   論文講座 義務

第4回   概論講座

第5回   論文講座 人心(後)

第5回   概論講座

第6回   論文講座 因果律

第6回   概論講座

第7回   論文講座 慈悲

第7回   概論講座

10月 18日 (日) 1日

10月 25日 (日) 北海道 1日

11月 21日 (土) ～ 11月 23日 (月) 2泊3日

第8回   論文講座 人心(前)

第9回   概論講座

第9回   論文講座 伝統

第10回   概論講座

3年 第10回   論文講座 自我

第11回   概論講座

第11回   論文講座 人心(後)

第12回   概論講座

第12回   論文講座 因果律

第13回   概論講座

コース 日程 講 師Ａ 講 師Ｂ 講 師Ｃ 講 師Ｄ 講 師Ｅ 講 師F 講 師G

田原道夫 佐藤 進 田中秀文 原 孝司 永冶達彦 藤井大拙

A：山田 修 B：奥 光明 C：落合英隆 D：斎藤一雄 E：細野 眞 F：島田潤一郎
G：能勢千晴
　 富田裕之

田原道夫 佐藤孝幸 林 章浩 細野　眞 永冶達彦 藤井大拙

A：横沢 正 B：高橋良昌 C：落合英隆 D：斎藤一雄 E：原 孝司 F：島田潤一郎
G：永冶真樹
　 能勢千晴
　 富田裕之

田原博子 北山正弘

久野信夫 小林安子 鈴木晴美 藤井敬三
5月 2日 (土) ～ 5月 5日 (火) 3泊4日

山田　順

杉角光枝 田中源四郎

奥山恵俊 藤井孝子 堀　英子

 令和２年度講座 出講講師一覧表
2020/3/1

■　柏センター　出講講師

期      間 講座名 講師Ａ 講師Ｂ 講師Ｃ 講師Ｄ

後藤正憲
6月 18日 (木) ～ 6月 21日

横山守男

7月 23日 (木) ～ 7月 26日

(日) 3泊4日
服部道雄

(日) 3泊4日
黒田　光 高木壽夫

久野信夫

矢口志津江 小山高正

浅野金郎 平尾賢弘 和田圭子 結城　保

大野正英 沼野文子 北原伸泰

福田靖久 宮下和大 中山佳英子
8月 11日 (火) ～ 8月 14日

9月 3日 (木) ～ 9月 6日

(金) 3泊4日
片山道則

(日) 3泊4日
田中総司

吉田憲史

井上源一 髙坂恭子 濱井利一

大垣光宏 栗本貞子 大賀達夫 青柳利夫

宗　中正 熊沢淑枝 石崎一馬

田中秀文 和田圭子 高橋久子
9月 19日 (土) ～ 9月 22日

10月 8日 (木) ～ 10月 11日

杉山直子

滝本千鶴子

(火) 3泊4日
玉井　哲

(日) 3泊4日
服部道雄

藤井大拙

田中源四郎

永冶真樹 廣瀬由起子 田辺 勉 藤井敬三

第8回   概論講座（分割）

久野信夫

三浦洋嗣

久野信夫 杉角光枝

久野信夫 杉山直子 後藤正憲

12月 3日 (木) ～ 12月 6日

浅野金郎 玉井順子 村田靖之

沼野文子 田中秀文 辻 博雄 末光英一

横山守男 田原博子 北山正弘

10月 31日 (土) ～ 11月 3日

(日) 3泊4日
山田　順

(火) 3泊4日
片山道則

(日) 3泊4日
黒田　光

土谷和光 細野眞紀 鈴木晴美

末光英一

田中総司

青柳利夫

2月 20日 (土) ～ 2月 23日

高木壽夫 矢口志津江 小山高正

玉井順子 平尾賢弘 大賀達夫 高橋久子

井上源一 髙坂恭子 濱井利一

1月 14日 (木) ～ 1月 17日

(火) 3泊4日

3泊4日
玉井　哲

大垣光宏 小林安子 富田裕之

宗　中正 熊沢淑枝 前田道弘

田中正人 栗本貞子 江島顕一 結城　保

期      間 講座名

3月 11日 (木) ～ 3月 14日

道経一体経営講座

(日)

A
3泊4日 経営実務選択ゼミ

3年 2月 4日 (木) ～ 3泊4日
経営実務選択ゼミ

2年 7月 9日 (木) ～ 7月 12日 (日) 第1回

2月 7日 (日) 第2回 道経一体経営講座
C



日程 責任講師 講 師① 講 師② センター長

2年 6月 25日 (木) ～ 6月 28日 (日) 第1回 3泊4日 濱井利一 秋葉尚正 行方みどり 小松遊平

7月 16日 (木) ～ 7月 19日 (日) 第2回 3泊4日 北山正弘 藤井敬三 小室良子 小松遊平

9月 10日 (木) ～ 9月 13日 (日) 第3回 3泊4日 横尾昭男 富田裕之 定方真記 小松遊平

11月 19日 (木) ～ 11月 22日 (日) 第4回 3泊4日 寺坂富俊 永井弘純 山田玲子 小松遊平

3年 3月 4日 (木) ～ 3月 7日 (日) 第5回 3泊4日 横尾昭男 鍵山安男 藤井孝子 小松遊平

日程 講 師① 講 師② 講 師③ 講 師④ 講師⑤

2年 5月 1日 (金) ～ 5月 4日 (月) 第1回 3泊4日 鬼頭まり子 琴谷達郎 藤岡知恵子 山田耕三 三宅敏行

5月 28日 (木) ～ 5月 31日 (日) 第2回 3泊4日 宮田敏子 青山寿行 古田紀美子 河村 満 鬼頭まり子

6月 25日 (木) ～ 6月 28日 (日) 第3回 3泊4日 鬼頭まり子 野本廣之 三品きぬ江 辻　博雄 三宅敏行

7月 16日 (木) ～ 7月 19日 (日) 第4回 3泊4日 伊藤彰彦 田口英樹 馬野豊子 葛岡睦雄 鬼頭まり子

8月 27日 (木) ～ 8月 30日 (日) 第5回 3泊4日 髙木秀諭 兎洞正和 辻　かね 神野武男 鬼頭まり子

9月 10日 (木) ～ 9月 13日 (日) 第6回 3泊4日 鬼頭まり子 安藤正浩 古味美千子 矢野壽郎 宮田敏子

10月 21日 (水) ～ 10月 24日 (土) 第7回 3泊4日 伊藤彰彦 福田靖久 河村真利子 本園秀三 鬼頭まり子

11月 20日 (木) ～ 11月 23日 (日) 第8回 3泊4日 鬼頭まり子 清田  勝 茂木陽子 稲垣光朗 三宅敏行

12月 10日 (木) ～ 12月 13日 (日) 第9回 3泊4日 宮田敏子 森田 智 辻　秋江 結城 保 鬼頭まり子

3年 1月 14日 (木) ～ 1月 17日 (日) 第10回 3泊4日 鬼頭まり子 松本 弘 前田康子 山路和良 伊藤彰彦

1月 17日 (日) 第11回 1日 三品きぬ江 眞柄俊夫

1月 17日 (日) 第11回 1日 伊藤正明 山田耕三

1月 24日 (日) 第11回 1日 辻 秋江 清水幸雄

2月 11日 (木) ～ 2月 14日 (日) 第11回 3泊4日 若林浩司 鎌田昌司 勝田壽子 福田義男 三宅敏行

3月 4日 (木) ～ 3月 7日 (日) 第12回 3泊4日 宮田敏子 楠 大史 稲垣ひとみ 栗本新也 都竹高一

■東日本センター 出講講師

期      間 講座名

期      間 講座名

中日本センター講座

中日本センター講座

中日本センター講座

中日本センター講座

東日本センター講座

東日本センター講座

東日本センター講座

東日本センター講座

東日本センター講座

■中日本センター 出講講師

中日本センター講座（京都北）

中日本センター講座（京都南）

中日本センター講座（京都中）

中日本センター講座（京滋北陸）

中日本センター講座

中日本センター講座

中日本センター講座

中日本センター講座

中日本センター講座

中日本センター講座

中日本センター講座



コース 日程 講師Ａ 講師Ｂ 講師Ｃ 講師Ｄ 講師E 講師F

コース 日程 講師Ａ 講師Ｂ 講師Ｃ 講師Ｄ 館長講話

2年 11月 13日 (金) ～ 11月 15日 (日) 第1回 道経一体経営講座 B 2泊3日 田原道夫 原 孝司 永冶達彦 藤井大拙 西田　誠

コース 日程 講師Ａ 講師Ｂ 講師Ｃ 講師Ｄ 博士の事跡

2年 11月 10日 (火) ～ 11月 13日 (金) 第1回 畑毛論文講座 義務 3泊4日 山田　順 片山道則 濱井利一 服部道雄 山本栄道

日程 講 師Ａ 講 師Ｂ 講師C

2年 9月 11日 (金) ～ 9月 13日 (日) 第1回 2泊3日 石川欽一 横山守男 山本栄道

3年 3月 3日 (水) ～ 3月 5日 (金) 第2回 2泊3日 髙坂恭子 服部道雄 山本栄道

日程 講 師Ａ 講 師Ｂ 講 師C

2年 7月 3日 (金) ～ 7月 5日 (日) 第1回 2泊3日 黒田　光 宮下和大 山本栄道

10月 16日 (金) ～ 10月 18日 (日) 第2回 2泊3日 石川恭治 橋本富太郎 山本栄道

日程 講 師Ａ 講 師Ｂ

2年 11月 13日 (金) ～ 11月 15日 (日) 第1回 2泊3日 江島顕一 橋本富太郎

■谷川講堂　出講講師

期      間 講座名

2年 6月 9日 (火) ～ 6月 14日 宮田敏子 牧島光彦 西田　誠

9月 15日 (火) ～

(日) 第1回 谷川慈悲の泉講座 栃尾又 5泊6日 黒田　光

5泊6日 中村修一 加島志把子 定方雅彦 西田　誠9月 20日 (日) 第2回 谷川慈悲の泉講座 霧積

丹治英晴 西田　誠

期      間 講座名

7月 22日 (水) ～ 7月 26日 (日) 第1回 谷川慈悲の泉講座

■畑毛記念館 出講講師

期      間 講座名

近畿 4泊5日 前田道弘 福本はつ 定方雅彦 牧島光彦

畑毛廣池千九郎研究講座

畑毛廣池千九郎研究講座

■中津記念館 出講講師

期      間 講座名

中津廣池千九郎研究講座

期      間 講座名

論文（原典）修了者対象講座

論文（原典）修了者対象講座

期      間 講座名



日程 講 師Ａ 講 師B 講 師C

3年 2月 1日 (月) ～ 2月 4日 (木) 第1回 3泊4日 小松遊平 小室良子 田辺 勉

日程 講 師Ａ 講 師B

2年 5月 17日 (日) 1日 定方真記 山下恵司

6月 21日 (日) 1日 山下恵司 高田哲郎

7月 5日 (日) 1日 高田哲郎 行方誠

日程 講 師Ａ 講 師B 講 師C 講 師D

2年 7月 18日 (金) ～ 7月 19日 (日) 1泊2日 大森 博 宮田国子 稲葉秀行 清田 勝

8月 23日 (土) 1日 大森 博 宮田国子 稲葉秀行 清田 勝

日程 講 師Ａ 講 師B

2年 8月 29日 (土) 1日 青柳利夫 北山正弘

9月 13日 (日) 1日 北山正弘 田中秀文

10月 11日 (日) 1日 田中秀文 濱井利一

11月 7日 (土) 1日 濱井利一 青柳利夫

日程 講 師Ａ 講 師B

2年 6月 21日 (日) 1日 設楽和男 山沢順子

7月 12日 (日) 1日 山沢順子 鍵山安男

8月 23日 (日) 1日 鍵山安男 木村良平

日程 講 師Ａ 講 師B

2年 6月 28日 (日) 1日 古田紀美子 大久保章

7月 23日 (木) 1日 大久保章 河村 満

8月 30日 (日) 1日 河村 満 小澤正明

日程 講 師Ａ 講 師B

2年 7月 19日 (日) 1日 山中智恵 辻 博雄

8月 23日 (日) 1日 辻 博雄 中川斎

9月 13日 (日) 1日 中川斎

日程 講 師Ａ 講 師B 講 師C 講 師D

2年 6月 12日 (金) ～ 6月 14日 (日) 第1回 2泊3日 照下あけみ 山元勇治 馬場照子 福田靖久

日程 講 師Ａ 講 師B 講 師C 講 師D

2年 11月 21日 (土) ～ 11月 23日 (月) 第1回 2泊3日 内山慶子 柴田美智子 山口 明 橋本修二

日程 講 師Ａ 講 師B

3年 1月 30日 (土) ～ 1月 31日 (日) 1日 西村順子 本園秀三

2月 27日 (土) ～ 2月 28日 (日) 1日 勝田壽子 神野武男

期      間 講座名

第1回 九州ブロック講座（熊本）

第1回 関東ブロック講座（埼玉）

■東京ブロック講座 出講講師

期      間 講座名

第1回 東京ブロック講座（新人対象）

■北海道ブロック講座 出講講師

期      間 講座名

北海道ブロック講座

■関東ブロック講座 出講講師

期      間 講座名

第1回 南関東ブロック講座（茅ヶ崎）

期      間 講座名

第1回 南関東ブロック講座（静岡）

期      間 講座名

第1回 東京ブロック講座（維持員対象）

■南関東ブロック講座 出講講師

期      間 講座名

期      間 講座名

九州ブロック講座（福岡・大分）

期      間 講座名

九州ブロック講座（佐賀）

■四国ブロック講座 出講講師

期      間 講座名

第1回 四国ブロック講座（徳島）

■九州ブロック講座 出講講師


