
本塾 ミニ塾 月例・奈良塾 定例・東京塾

第1回 2004年06月20日（日） 奈良・薬師寺　写経道場 塩川正十郎、村松英子、安田暎胤

第2回 2004年06月26日（土） 東京・よみうりホール 千　玄室、安田暎胤

第3回 2004年11月30日（火） 広島・広島国際会議場 河合隼雄、安田暎胤

第1回 2004年12月09日（木） 北九州・リーガロイヤルホテル小倉 塩川正十郎、安田暎胤

第4回 2005年02月28日（月） 福岡・電気ホール 水谷八重子、竹本住大夫、安田暎胤

第2回 2005年03月11日（金） 岐阜・岐阜グランドホテル 安田暎胤

第3回 2005年05月21日（土） 高松・全日空ホテルクレメント高松 塩川正十郎、安田暎胤

第5回 2005年06月19日（日） 奈良・薬師寺 遠藤　実、池坊由紀、安田暎胤

第6回 2005年06月25日（土） 名古屋・名古屋市民会館 塩川正十郎、安田暎胤

第4回 2005年06月26日（日） 金沢・石川県立音楽堂 塩川正十郎、安田暎胤

第7回 2005年10月15日（土） 千葉・千葉市民会館 細川佳代子、安田暎胤、山田法胤

第5回 2005年11月26日（土） 広島・福山ニューキャッスルホテル 村松英子、安田暎胤

第6回 2005年11月27日（日） 福岡・飯塚高校講堂 安田暎胤

第7回 2005年11月29日（火） 岐阜・岐阜グランドホテル 安田暎胤、山田法胤、村上太胤

第8回 2005年12月04日（日） 広島・日吉台小学校体育館 安田暎胤

第9回 2006年02月09日（木） 岐阜・岐阜都ホテル 安田暎胤

第8回 2006年02月18日（土） 大阪・よみうり文化ホール 青山　茂、安田暎胤

第10回 2006年02月26日（日） 滋賀・栗東芸術文化会館さきら 塩川正十郎、安田暎胤

第11回 2006年02月27日（月） 北九州・北九州芸術劇場 塩川正十郎、安田暎胤

第12回 2006年03月11日（土） 岐阜・岐阜グランドホテル 山田法胤

第13回 2006年03月14日（火） 愛知・岡崎市民会館 竹本住大夫、山田法胤

第14回 2006年03月24日（金） 長野・長野県県民文化会館 加藤タキ、細川佳代子、山田法胤

第15回 2006年04月10日（月） 岐阜・岐阜都ホテル 村上太胤

第16回 2006年05月10日（水） 岐阜・岐阜グランドホテル 安田暎胤

第17回 2006年06月09日（金） 岐阜・岐阜都ホテル 山田法胤

第9回 2006年06月18日（日） 奈良・薬師寺 千田　稔、上原まり、安田暎胤

第18回 2006年07月10日（月） 岐阜・岐阜グランドホテル 村上太胤

第19回 2006年09月09日（土） 岐阜・岐阜都ホテル 安田暎胤

第20回 2006年10月01日（日） 奈良・なら100年会館 山田法胤

第21回 2006年10月17日（火） 岐阜・岐阜グランドホテル 山田法胤

第22回 2006年11月09日（木） 岐阜・岐阜都ホテル 村上太胤

第10回 2006年11月23日（祝） 横浜・新都市ホール 立松和平、渡部和子、安田暎胤

第23回 2007年02月09日（金） 岐阜・岐阜グランドホテル 安田暎胤

第24回 2007年02月25日（日） 千葉・松戸市民劇場 安田暎胤

第11回 2007年03月03日（土） 神戸・新神戸オリエンタル劇場 陳　舜臣、安田暎胤、山田法胤

第25回 2007年03月17日（土） 香川・サンポート高松 竹本住大夫、安田暎胤

第26回 2007年04月25日（水） 岐阜・岐阜都ホテル 山田法胤

第27回 2007年06月04日（月） 岐阜・岐阜グランドホテル 村上太胤

第12回 2007年06月17日（日） 奈良・薬師寺 小堀宗慶、瀧浪貞子、安田暎胤

第28回 2007年07月29日（日） 徳島・一宇中学校体育館 安田暎胤

第29回 2007年09月11日（火） 岐阜・岐阜都ホテル 安田暎胤

第30回 2007年10月12日（金） 茨城・潮来/潮音寺 朝廣佳子、大谷徹奘

第31回 2007年10月23日（火） 品川・薬師寺東京別院 中谷明、戸川宗彬、加藤朝胤

第32回 2007年10月24日（水） 品川・薬師寺東京別院 中谷明、戸川宗彬、加藤朝胤

第33回 2007年11月10日（土） 帯広・帯広経済センタービル 山田法胤、生駒基達

第34回 2007年11月11日（日） 旭川・雪の美術館音楽堂 山田法胤、生駒基達

第35回 2007年11月12日（月） 札幌・道民活動センター 山田法胤、生駒基達

第13回 2007年11月19日（月） 埼玉・埼玉会館大ホール 曽野綾子、絹谷幸二、安田暎胤

第36回 2007年11月19日（月） 岐阜・岐阜グランドホテル 山田法胤

第37回 2007年11月25日（日） 高崎・高崎市総合福祉センター 滝田　栄、村上太胤

第38回 2007年12月02日（日） 茨城・潮来/潮音寺 安奈　淳、大谷徹奘

第39回 2008年02月09日（土） 岐阜・岐阜グランドホテル 安田暎胤

第14回 2008年02月11日（祝） 岡山・岡山衛生会館 里中満智子、ペギー葉山、安田暎胤

第40回 2008年03月01日（土） 土浦・つくば国際大学大講堂 安田暎胤

第41回 2008年03月02日（日） 茨城・潮来/潮音寺 林　博章、大谷徹奘

２００４
(平成１６）

２００５
(平成１７）

日　　時 会　　場 講　　師（敬称略）
塾開催状況

年度

２００６
(平成１８）

２００７
(平成１９）
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本塾 ミニ塾 月例・奈良塾 定例・東京塾
日　　時 会　　場 講　　師（敬称略）

塾開催状況
年度

第15回 2008年04月26日（土） 上野・東京藝術大学奏楽堂 小堀宗慶、宮田亮平、安田暎胤、山田法胤

第16回 2008年04月27日（日） 上野・東京藝術大学奏楽堂 塩川正十郎、高橋大海、松下功、山田法胤

第42回 2008年06月16日（月） 岐阜・岐阜都ホテル 山田法胤

第17回 2008年06月22日（日） 奈良・薬師寺 浜村淳、加藤隆久、安田暎胤

第43回 2008年07月04日（金） 札幌・道民活動センター 安田暎胤

第44回 2008年09月09日（火） 岐阜・岐阜グランドホテル 村上太胤

第45回 2008年10月10日（金） 岐阜・岐阜都ホテル 山田法胤

第46回 2008年10月11日（土） 品川・薬師寺東京別院 戸川宗彬、倉田澄子、加藤朝胤

第47回 2008年10月12日（日） 品川・薬師寺東京別院 戸川宗彬、倉田澄子、加藤朝胤

第48回 2008年10月28日（火） 大阪・島本町ふれあいセンター 大谷徹奘

第49回 2008年11月02日（日） 茨城・潮来/潮音寺 伊藤栄治、大谷徹奘

第50回 2008年11月10日（月） 岐阜・岐阜グランドホテル 安田暎胤

第18回 2008年11月24日（月） 熊本・崇城大学市民ホール 吉村作治、石井竜也、安田暎胤

第51回 2009年01月17日（土） 浜松・グランドホテル浜松 大谷徹奘

第52回 2009年01月21日（水） 広島・広島市西区民文化センター 生駒基達、大谷徹奘

第53回 2009年02月09日（月） 岐阜・岐阜グランドホテル 安田暎胤、山田法胤、村上太胤

第19回 2009年02月21日（土） 松山・総合コミュニティセンター 平岩弓枝、滝田栄、安田暎胤

第54回 2009年03月01日（日） 茨城・潮来/潮音寺 松久保秀胤、大谷徹奘

第55回 2009年03月02日（月） 仙台・エル・パーク仙台 岡部　健、大谷徹奘

第56回 2009年03月03日（火） 静岡・浜松プレスタワー 瀧川鯉昇、大谷徹奘

第57回 2009年03月26日（木） 広島・広島市西区民文化センター 生駒基達

第58回 2009年04月09日（木） 岐阜・岐阜グランドホテル 山田法胤

第59回 2009年04月22日（水） 広島・広島市西区民文化センター 吉崎仁枝子、大谷徹奘

第60回 2009年06月02日（火） 広島・広島市西区民文化センター 藤野能子、生駒基達

第61回 2009年06月02日（火） 仙台・エル・パーク仙台 岡部　健、大谷徹奘

第62回 2009年06月09日（火） 岐阜・岐阜都ホテル 岡部　健、大谷徹奘

第63回 2009年06月11日（木） 浜松・浜松プレスタワー 笛岡賢司、大谷徹奘

第20回 2009年06月21日（日） 奈良・薬師寺 小菅正夫、上甲　晃、安田暎胤

第64回 2009年08月26日（水） 広島・広島市西区民文化センター 神邊洋吾、大谷徹奘

第65回 2009年09月03日（木） 仙台・エル・パーク仙台 岡部健、大谷徹奘

第66回 2009年09月09日（水） 岐阜・岐阜都ホテル 安田暎胤

第67回 2009年09月13日（日） 浜松・浜松プレスタワー 打田文博、大谷徹奘

第1回 2009年09月20日（日） 奈良・薬師寺/まほろば会館 森本公誠、安田暎胤

第68回 2009年10月04日（日） 品川・薬師寺東京別院 山本真山、舛田純子、逢沢路山

第69回 2009年10月05日（月） 品川・薬師寺東京別院 戸川宗彬、村上太胤

第2回 2009年10月18日（日） 奈良・薬師寺/まほろば会館 青山茂、安田暎胤

第3回 2009年11月15日（日） 奈良・薬師寺/まほろば会館 江口克彦氏、山田法胤

第21回 2009年11月22日（日） 仙台・仙台市青年文化センター ペマ・ギャルポ氏、岡部健、安田暎胤、山田法胤

第70回 2009年12月02日（水） 仙台・エル・パーク仙台 大谷徹奘

第71回 2009年12月04日（金） 広島・広島市西区民文化センター 松場登美、生駒基達

第72回 2009年12月06日（日） 茨城・潮来/潮音寺 松井誠、大谷徹奘

第73回 2009年12月11日（金） 浜松・浜松プレスタワー 久保明彦、大谷徹奘

第4回 2009年12月20日（日） 奈良・薬師寺/まほろば会館 大野玄妙、松久保秀胤

第5回 2010年01月17日（日） 奈良・薬師寺/まほろば会館 花山院弘匡、安田暎胤

第74回 2010年01月24日（日） 岐阜・岐阜グランドホテル 山田法胤

第75回 2010年02月19日（金） 広島・広島市西区民文化センター 小川ロン、生駒基達、大谷徹奘

第6回 2010年02月21日（日） 奈良・薬師寺/まほろば会館 佐伯快勝、安田暎胤

第76回 2010年03月16日（火） 仙台・エル・パーク仙台 大谷徹奘

第77回 2010年03月18日（木） 浜松・浜松プレスタワー 金両基、大谷徹奘

第22回 2010年03月20日（土） 大分・平和市民公園能楽堂
茂山忠三郎氏、茂山良暢氏、福原百桂、安田暎胤、山田
法胤

第7回 2010年03月21日（祝） 奈良・薬師寺/まほろば会館 西山厚、安田暎胤

第78回 2010年03月27日（土） 茨城・潮来/潮音寺 石山春平、大谷徹奘

２００８
(平成２０）

２００９
(平成２１）
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本塾 ミニ塾 月例・奈良塾 定例・東京塾
日　　時 会　　場 講　　師（敬称略）

塾開催状況
年度

第79回 2010年04月10日（土） 岐阜・岐阜都ホテル 村上太胤

第8回 2010年04月18日（日） 奈良・薬師寺/まほろば会館 松浦俊海、安田暎胤

第1回 2010年04月22日（木） 東京・日本橋三越劇場 塩川正十郎、デューク更家氏、安田暎胤、山田法胤

第9回 2010年05月16日（日） 奈良・薬師寺/まほろば会館 多川俊映、安田暎胤

第23回 2010年06月20日（日） 奈良・薬師寺／写経道場 藤原正彦、山田法胤、安田暎胤

第80回 2010年06月29日（火） 浜松・浜松プレスタワー 後藤信行、大谷徹奘

第2回 2010年07月14日（水） 東京・日本橋三越劇場 平岩弓枝、山田法胤

第81回 2010年07月16日（金） 岐阜・岐阜グランドホテル 安田暎胤

第10回 2010年07月18日（日） 奈良・薬師寺／まほろば会館 小川光三、安田暎胤

第82回 2010年07月28日（水） 仙台・エル・パーク仙台 松久保伽秀

第83回 2010年09月09日（木） 広島・広島市西区民文化センター 大谷徹奘

第84回 2010年09月19日（日） 品川・薬師寺東京別院 戸川宗彬、ワサブロー、村上太胤

第11回 2010年09月19日（日） 奈良・薬師寺／まほろば会館 鈴木嘉吉、安田暎胤

第85回 2010年09月24日（金） 浜松・浜松プレスタワー 大谷徹奘

第86回 2010年09月25日（土） 福島・喜多方プラザ文化センター 浅田正博、山田法胤

第12回 2010年10月17日（日） 奈良・薬師寺／まほろば会館 菅谷文則、安田暎胤

第87回 2010年10月18日（月） 岐阜・岐阜都ホテル 大谷徹奘

第24回

第3回

第88回 2010年11月14日（日） 大分・大分県消費生活・男女共同参画プラザアイネス 大谷徹奘

第13回 2010年11月21日（日） 奈良・薬師寺／まほろば会館 小川三夫、安田暎胤

第89回 2010年11月24日（水） 仙台・エル・パーク仙台 大谷徹奘

第90回 2010年11月27日（土） 茨城・潮来/潮音寺 山本陽子、大谷徹奘

第91回 2010年11月30日（火） 広島・広島市西区民文化センター 小川意房、大谷徹奘

第92回 2010年12月13日（月） 浜松・浜松プレスタワー 大谷徹奘、小西好彦

第14回 2010年12月19日（日） 奈良・薬師寺／まほろば会館 薮中三十二、安田暎胤

第15回 2011年01月16日（日） 奈良・薬師寺／まほろば会館 紺野美沙子、安田暎胤

第93回 2011年01月25日（火） 広島・広島市西区民文化センター 生駒基達、大谷徹奘

第4回 2011年01月27日（木） 東京・日本橋三越劇場 養老孟司、安田暎胤、山田法胤

第94回 2011年01月28日（金） 岐阜・岐阜グランドホテル 村上太胤

第25回 2011年02月05日（土） 徳島・吉野川市鴨島公民館 デューク更家、山田法胤

第16回 2011年02月20日（日） 奈良・薬師寺／まほろば会館 比嘉昇、安田暎胤

第17回 2011年03月20日（日） 奈良・薬師寺／まほろば会館 吉岡幸雄、安田暎胤

第95回 2011年03月22日（火） 浜松・浜松プレスタワー 大谷徹奘

東京・日本橋三越劇場 瀬戸内寂聴、安田暎胤2010年10月29日（金）

２０１０
(平成２２）
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本塾 ミニ塾 月例・奈良塾 定例・東京塾
日　　時 会　　場 講　　師（敬称略）

塾開催状況
年度

第96回 2011年04月09日(土） 広島・広島市西区民センター 生駒基達

第18回 2011年04月17日(日） 奈良・薬師寺／まほろば会館 佐藤浩司、山田法胤、安田暎胤

第5回 2011年04月28日(木) 東京・日本橋三越劇場 小野田寛郎、山田法胤、安田暎胤

第97回 2011年04月29日(祝) 岐阜・岐阜グランドホテル 山田法胤

第19回 2011年05月15日(日) 奈良・薬師寺／まほろば会館 板橋興宗、山田法胤、安田暎胤

第98回 2011年05月24日(火) 広島・広島市西区民文化センター 大谷徹奘

第26回 2011年06月19日(日) 奈良・薬師寺／写経道場 養老孟司、山田法胤、安田暎胤

第99回 2011年06月21日(火) 浜松・浜松プレスタワー 大谷徹奘

第6回 2011年07月11日(月) 東京・日本橋三越劇場 坂東眞理子、山田法胤、安田暎胤

第20回 2011年07月17日(日) 奈良・薬師寺／まほろば会館 上野誠、山田法胤、安田暎胤

第100回 2011年07月19日(火) 広島・広島市西区民文化センター 大谷徹奘

第101回 2011年07月22日(金) 仙台・エル・パーク仙台 安田暎胤、大谷徹奘

第102回 2011年07月27日(水) 岐阜・岐阜都ホテル 大谷徹奘

第21回 2011年08月21日(日) 奈良・薬師寺／まほろば会館 狹川宗玄、山田法胤、安田暎胤

第103回 2011年09月02日(金) 広島・広島市西区民文化センター 生駒基達

第27回 2011年09月11日(日) 岐阜・長良川国際会議場 松平定知、山田法胤、薬師寺一山僧侶（声明公演)

第22回 2011年09月18日(日) 奈良・薬師寺／まほろば会館 向野幾世、山田法胤、安田暎胤

第104回 2011年 9月22日(木) 浜松・浜松プレスタワー 大谷徹奘

第23回 2011年10月16日(日) 奈良・薬師寺／まほろば会館 坂東眞理子、山田法胤、安田暎胤

第105回 2011年10月18日(火) 仙台・エル・パーク仙台 大谷徹奘

第7回 2011年10月31日(月) 東京・日本橋三越劇場 日野原重明、山田法胤、安田暎胤

第24回 2011年11月20日(日） 奈良・薬師寺／まほろば会館 神崎夢風、安田暎胤

第106回 2011年11月26日(土) 茨城・潮来/潮音寺 阿部忠彦、大谷徹奘

第107回 2011年12月01日(木) 広島・広島市西区民センター 粟河瑞穂、大谷徹奘

第108回 2011年12月13日(火) 浜松・浜松プレスタワー 大谷徹奘

第25回 2011年12月18日(日) 奈良・薬師寺／まほろば会館 増田江悦、安田暎胤

第109回 2011年12月21日(水) 仙台・エル・パーク仙台 大谷徹奘

第8回 2012年01月30日(月) 東京・日本橋三越劇場 薮中三十二、山田法胤、安田暎胤

第110回 2012年02月14日(火) 仙台・エル・パーク仙台 大谷徹奘

第111回 2012年02月17日(金) 岐阜・岐阜グランドホテル 村上太胤

第26回 2012年02月19日(日) 奈良・薬師寺／まほろば会館 市川良哉、安田暎胤

第28回 2012年03月11日(日) 薬師寺東関東別院　潮音寺 森山良子、柗田千春、山田法胤、安田暎胤

第27回 2012年03月18日(日) 奈良・薬師寺／まほろば会館 上村淳之、安田暎胤

第112回 2012年03月20日(火) 喜多方プラザ文化センター デューク更家、山田法胤、

第113回 2012年03月23日(金) 広島・広島西区民センター 生駒基達
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塾開催状況
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第114回 2012年04月10日(火) 広島・広島西区民センター 大谷徹奘

第28回 2012年04月15日(日) 奈良・薬師寺／まほろば会館 マリ・クリスティーヌ、安田暎胤

第9回 2012年04月27日(金) 東京・日本橋三越劇場 マリ・クリスティーヌ、山田法胤、安田暎胤

第115回 2012年05月10日(木) 岐阜・岐阜都ホテル 山田法胤 

第116回 2012年05月11日(金) 仙台・エルパーク仙台 大谷徹奘

第29回 2012年05月20日(日) 奈良・薬師寺／まほろば会館 永池榮吉、安田暎胤

第117回 2012年05月31日(木) 浜松・アクトシティー浜松　楽器博物館6階 大谷徹奘

第29回 2012年06月17日(日) なら100年会館大ホール 堺屋太一、山田法胤、安田暎胤

第118回 2012年06月28日(木) 広島・広島西区民センター 大谷徹奘

第119回 2012年07月09日(月) 岐阜・岐阜グランドホテル 水谷八重子、安田暎胤

第30回 2012年07月15日(日) 奈良・薬師寺／まほろば会館 岡本彰夫、安田暎胤

第10回 2012年07月17日(火) 東京・日本橋三越劇場 寺島実郎、山田法胤、安田暎胤

第120回 2012年07月31日(火) 広島・広島西区民センター 生駒基達

第121回 2012年08月06日(月) 仙台・エルパーク仙台 大谷徹奘

第31回 2012年08月19日(日) 奈良・薬師寺／まほろば会館 河野太通、山田法胤

第122回 2012年09月10日(月) 浜松・アクトシティー浜松 大谷徹奘

第32回 2012年09月16日(日) 奈良・薬師寺／まほろば会館 蓑　豊、山田法胤

第123回 2012年09月26日(水) 京都・アバンティ響都ホール 橘　正信、山田法胤、村上太胤

第124回 2012年09月28日(金) 広島・広島西区民センター 大谷徹奘

第30回 2012年10月19日(金） 北海道・女満別・大空町教育文化会館 山本陽子、山田法胤、大谷徹奘

第33回 2012年10月21日(日) 奈良・薬師寺／まほろば会館 北村昭斎、山田法胤、安田暎胤

第11回 2012年10月31日(水) 東京・日本橋三越劇場 青山俊董、安田暎胤

第125回 2012年11月01日(木) 岐阜・岐阜都ホテル 大谷徹奘

第34回 2012年11月18日(日) 奈良・薬師寺／まほろば会館 青山俊董、山田法胤

第126回 2012年12月06日(木) 広島・広島西区民センター 大谷徹奘

第127回 2012年12月14日(金) 仙台・エルパーク仙台 大谷徹奘

第35回 2012年12月16日（日） 奈良・薬師寺／まほろば会館 肥原碩甫、山田法胤

第128回 2012年12月19日（水） 浜松・アクトシティー浜松 大谷徹奘

第36回 2013年01月20日(日) 奈良・薬師寺／まほろば会館 田中利典、山田法胤

第12回 2013年01月28日(月) 東京・日本橋三越劇場 Ｃ・Ｗ・ニコル、山田法胤、安田暎胤

第31回 2013年02月11日(月） 山形・山形テルサ　テルサホール 細川護熙、山田法胤、大谷徹奘

第37回 2013年02月17日(日) 奈良・薬師寺／まほろば会館 Ｃ・Ｗ・ニコル、山田法胤

第129回 2013年02月27日(水) 岐阜・岐阜グランドホテル 村上太胤

第38回 2013年03月17日(日) 奈良・薬師寺／まほろば会館 日野西光尊、山田法胤

第130回 2013年03月26日(火) 広島・広島西区民センター 大谷徹奘
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