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3 ビハーラ活動の年表
年度

ビハーラ活動推進委員会・会議関係
基本学習会・全国集会・大会関係

1986
・
「医療と宗教に関する専門委員会」設置（教学本部内）
（昭和61） ・
「ビハーラ（仏教ホスピス）研究会」設置
・ビハーラ研究会代表委員委嘱
・ビハーラ研究会準備委員会（４回）
・ビハーラ実践活動基本構想決定
1987
・ビハーラ実践活動研究会
（昭和62） ・ビハーラ実践活動研究会専門委員会
・ビハーラ推進協議会設置
・ビハーラ問題協議会・幹事会設置
・ビハーラ問題協議会（３回）
・第１期基本学習会〈〜昭和63年度〉（修了：59名）

備考
シンポジウム「いのちをか
んがえる」教学本部伝道院
主催

『宗報』にビハーラ関係の連
載がはじまる
仏教ホスピスの会が「がん
患者・家族の語らいの集い」
開 設（毎 週 土 曜・ 築 地 本 願
寺）

1988
・ビハーラ問題協議会（３回）
（昭和63） ・ビハーラ懇話会
・第２期基本学習会〈〜平成元年度〉（修了：84名）
1989
・ビハーラ問題協議会（４回）
（平成元） ・第３期基本学習会〈〜平成２年度〉（修了：58名）
1990
・ビハーラ問題協議会（３回）
（平成２）
・第４期基本学習会〈〜平成３年度〉（修了：69名）

住職課程および研修会講師
養成中央実習にて「ビハーラ」
についての講義がはじまる
「仏教フォーラム」開催

1991
・ビハーラ問題協議会（２回）
（平成３） ・第５期基本学習会〈〜平成４年度〉（修了：61名）

中央仏教学院にて「ビハー
ラ愛好会」発足

1992
・ビハーラ問題協議会（１回）
（平成４） ・第６期基本学習会〈〜平成５年度〉（修了：64名）
・第１次ビハーラ活動推進者（コーディネーター）養成研修

本派高齢者福祉施設連絡協議
会結成
ビハーラ関係業務が研修部
から社会部へ移行

1993
・ビハーラ問題協議会（１回）
（平成５） ・第７期基本学習会〈〜平成６年度〉（修了：59名）
・第１次ビハーラ活動推進者（コーディネーター）養成研修
・第１回全国集会（本願寺）：2/5
1994
・ビハーラ問題協議会（４回）
（平成６） ・第８期基本学習会〈〜平成７年度〉（修了：71名）
・第２次ビハーラ活動推進者（コーディネーター）養成研修
・第２回全国集会（東京）：2/4〜5

阪神・淡路大震災

1995
・ビハーラ問題協議会（２回）
（平成７） ・第９期基本学習〈〜平成８年度〉（修了：67名）
・第２次ビハーラ活動推進者（コーディネーター）養成研修
・第３回全国集会（兵庫）：2/3〜4

ビハーラ救援センター設置
阪神・淡路大震災被災地の避
難所や仮設住宅への訪問活
動がはじまる（～1998年度）
教 師 教 修 に て「ビ ハ ー ラ」
についての講義がはじまる

1996
・ビハーラ問題協議会（１回）
（平成８） ・第10期基本学習会〈〜平成９年度〉（修了：59名）
・第４回全国集会（安芸）：2/4〜5
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年度

ビハーラ活動推進委員会・会議関係

備考

基本学習会・全国集会・大会関係

1998
・ビハーラ問題協議会（２回）
（平成10） ・ビハーラ10年総括書発刊
・第５回全国集会（本願寺）：9/26〜27
1999
・ビハーラ活動推進委員会設置
（平成11） ・３部会（養成研修・活動ネットワーク・企画研究）設置
・ビハーラ活動の理念制定・方向性改訂

第24代即如ご門主様が蓮如
上人500回遠忌法要ご満座法
要においてご消息を発布さ
れる
台湾大地震

・第11期ビハーラ活動者養成研修会〈〜平成12年度〉
（修了：51名）
・養成研修会カリキュラム改訂
・第６回全国集会（長野・国府）：7/19〜20
2000
・ビハーラ活動推進委員会（２回）
（平成12） ・養成研修専門部会（６回）
・活動ネットワーク専門部会（２回）
・企画研究専門部会（２回）
・教区ビハーラ事務担当者会（１回）

龍谷大学「ビハーラ活動者
養成課程」開設

・第12期ビハーラ活動者養成研修会〈〜平成13年度〉
（修了：51名）
・第７回全国集会（本願寺）：11/26〜27
2001
・ビハーラ活動推進委員会（２回）
（平成13） ・教区ビハーラ代表者会・事務担当者会（１回）
・啓発パンフレット・リーフレット改定版作成
・第13期ビハーラ活動者養成研修会〈〜平成14年度〉
（修了：50名）
・第８回全国集会（岐阜）：9/29〜30
2002
・ビハーラ活動推進委員会（３回）
（平成14） ・養成研修専門部会（３回）
・企画研究専門部会（２回）
・教区ビハーラ代表者会・常任委員会・事務担当者会（２回）
・第14期ビハーラ活動者養成研修会〈〜平成15年度〉
（修了：32名）
・第９回全国集会（本願寺）：9/7〜8
2003
・ビハーラ活動推進委員会（２回）
（平成15） ・養成研修専門部会（１回）
・教区ビハーラ代表者会・常任委員会・事務担当者会（１回）

機構改革により社会部から
伝道社会部へ所掌移行

・第15期ビハーラ活動者養成研修会〈〜平成16年度〉
（修了：40名）
・第10回全国集会（福井）：8/30〜31
2004
・ビハーラ活動推進委員会（２回）
（平成16） ・養成研修専門部会（１回）
・教区ビハーラ代表者会・常任委員会・事務担当者会（２回）
・第16期ビハーラ活動者養成研修会〈〜平成17年度〉
（修了：33名）
・第11回全国集会（本願寺）：10/2〜3
2005
・ビハーラ活動推進委員会（４回）
（平成17） ・養成研修専門部会（３回）
・企画研究専門部会（２回）
・教区ビハーラ代表者会・常任委員会（１回）
・養成研修会カリキュラム改訂
・第12回全国集会（熊本）：6/18〜19
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新潟・福井豪雨
新潟県中越地震

ビハーラ活動の年表

年度

ビハーラ活動推進委員会・会議関係
基本学習会・全国集会・大会関係

2006
・ビハーラ活動推進委員会（２回）
（平成18） ・養成研修専門部会（２回）
・企画研究専門部会（２回）
・教区ビハーラ代表者会・常任委員会（１回）

備考
ビハーラ活動者養成研修会
の基本学習会に聴講制度導
入
能登半島地震

・第17期ビハーラ活動者養成研修会（修了：54名）
2007
・ビハーラ活動推進委員会（３回）
（平成19） ・養成研修専門部会（２回）
・企画研究専門部会（３回）
・教区ビハーラ代表者会・常任委員会（１回）

新潟県中越沖地震

・第18期ビハーラ活動者養成研修会（修了：42名）
・ビハーラ20周年記念大会（本願寺）：11/1
2008
・ビハーラ活動推進委員会（２回）
（平成20） ・養成研修専門部会（２回）
・企画研究専門部会（２回）
・教区ビハーラ代表者会・常任委員会（１回）
・第19期ビハーラ活動者養成研修会（修了：43名）
・第13回全国集会（本願寺）：1/31〜2/1

あそか第２診療所（あそか
ビハーラクリニック）開所
特別養護老人ホーム ビ
ハーラ本願寺 開所
機構改革により伝道社会部
から社会部へ所掌移行
岩手内陸地震

2009
・ビハーラ活動推進委員会（２回）
（平成21） ・養成研修専門部会（２回）
・企画研究専門部会（２回）
・教区ビハーラ代表者会・常任委員会（１回）
・20年総括書発刊
・第20期ビハーラ活動者養成研修会（修了：41名）
2010
・ビハーラ活動推進委員会（２回）
（平成22） ・養成研修専門部会（２回）
・養成研修専門部会作業部会（２回）
・企画研究専門部会（２回）
・教区ビハーラ代表者会・常任委員会（１回）

東日本大震災

・第21期ビハーラ活動者養成研修会（修了：39名）
・養成研修会カリキュラム検討
2011
・ビハーラ活動推進委員会（２回）
（平成23） ・養成研修専門部会（２回）
・企画研究専門部会（２回）
・教区ビハーラ代表者会・常任委員会（１回）
・ビハーラ活動者養成研修会講師合同会議 （１回）

第24代即如ご門主様が親鸞
聖人750回大遠忌法要御満座
を機縁として「新たな始ま
り」を期するご消息を発布
される

・第14回全国集会（本願寺）：12/3〜4
2012
・ビハーラ活動推進委員会（２回）
（平成24） ・養成研修専門部会（１回）
・企画研究専門部会（２回）
・教区ビハーラ代表者会・常任委員会（１回）
・第22期ビハーラ活動者養成研修会（修了：37名）
2013
・ビハーラ活動推進委員会（２回）
（平成25） ・教区ビハーラ代表者会・常任委員会（１回）
・第23期ビハーラ活動者養成研修会（修了：36名）
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ビハーラ活動推進委員会・会議関係

年度

備考

基本学習会・全国集会・大会関係

2014
・ビハーラ活動推進委員会（２回）
（平成26） ・教区ビハーラ代表者会・常任委員会（１回）

あそかビハーラ病院（旧 あ
そかビハーラクリニック）
開院
広島市土砂災害

・第24期ビハーラ活動者養成研修会（修了：32名）
・第15回全国集会（本願寺）：2/14〜15
2015
・ビハーラ活動推進委員会（２回）
（平成27） ・教区ビハーラ代表者会・常任委員会（１回）

あそかビハーラ病院
ケア病棟認可取得

緩和

・第25期ビハーラ活動者養成研修会（修了：31名）
2016
・ビハーラ活動推進委員会（３回）
（平成28） ・養成研修専門部会（４回）
・企画研究専門部会（４回）
・教区ビハーラ代表者会・常任委員会（１回）

平成28年熊本地震
第25代専如ご門主様が伝灯
奉告法要においてご親教「念
仏者の生き方」をご教示

・第26期ビハーラ活動者養成研修会（修了：27名）
2017
・ビハーラ活動推進委員会（３回）
（平成29） ・養成研修専門部会（４回）
・企画研究専門部会（３回）
・教区ビハーラ代表者会・常任委員会（２回）

九州北部豪雨災害

・ビハーラ僧養成研修会（仮称）【試行】（修了：６名）
・第16回全国集会・30周年記念大会（本願寺）：2/17〜18

教区ビハーラ結成状況
教区

10

名

称

結成年月日

教区

北海道 北海道ビハーラの会 1989（平成元）年３月７日

和歌山

東

北

1994（平成６）年４月１日

兵

東

京 浄土真宗東京ビハーラ 1989（平成元）年４月20日

長

野

ビハーラ長野

国

府

新

名

称

結成年月日

ビハーラ和歌山

1995（平成７）年２月17日

庫

ビハーラ兵庫

1991（平成３）年５月18日

山

陰

ビハーラ山陰

1990（平成２）年８月29日

1991（平成３）年５月18日

四

州

ビハーラ四国

1995（平成７）年１月27日

上越ビハーラの会

1995（平成７）年５月29日

備

後

ビハーラ備後

1996（平成８）年11月25日

潟

ビハーラ新潟

1992（平成４）年４月16日

安

芸

ビハーラ安芸

1990（平成２）年７月１日

富

山

ビハーラ富山

1990（平成２）年５月26日

山

口

ビハーラ山口

1990（平成２）年10月11日

高

岡

ビハーラ高岡

1991（平成３）年９月21日

北

豊

ビハーラ北豊

1991（平成３）年10月20日

石

川

ビハーラいしかわ

1996（平成８）年１月31日

福

岡

ビハーラ福岡

1996（平成８）年８月３日

福

井

ビハーラ福井

1987（昭和62）年５月12日

大

分

ビハーラ大分

1996（平成８）年３月14日

岐

阜

ビハーラ岐阜

1992（平成４）年11月11日

佐

賀

ビハーラ佐賀

1993（平成５）年７月17日

東

海

ビハーラ東海

1988（昭和63）年６月27日

長

崎 西本願寺ビハーラ長崎 1993（平成５）年６月14日

滋

賀

ビハーラ“シガ”

1991（平成３）年12月12日

熊

本

ビハーラ熊本

1991（平成３）年１月26日

京

都

ビハーラ京都

1992（平成４）年12月７日

宮

崎

ビハーラ宮崎

1995（平成７）年３月10日

奈

良

ビハーラ奈良

1989（平成元）年４月17日

鹿児島

ビハーラ鹿児島

1991（平成３）年７月６日

大

阪

ビハーラ大阪

1987（昭和62）年５月31日

沖

ビハーラ沖縄

2007（平成19）年９月７日

ビハーラ東北

縄

