
ダライ・ラマ法王ご自身が座右の銘とされているシャーンティデー
ヴァ（寂天）の『入菩薩行論』を、日本で初めて4日間にわたって法
王が解説されます。利他の精神を育むことで、自分も他の人た
ちも幸せになれるという菩薩の生きかたを実践することこそ、賢
者の道であると法王はいわれます。インド、チベットでは昔から
親しまれてきたシャーンティデーヴァの詩情あふれる気高い精神
性に心をゆだねながら、いにしえから伝わる賢者の智慧を学ん
でいただきたいと思います。

His Holiness the Dalai Lama will give for the �rst time ever in Japan, 
a four-day teaching based on the text by Shantideva’s “A Guide to the 
Bodhisa�va’s Way of Life” (Chodjug). As His Holiness o�en says, to 
practice the Bodhisa�va's way of life; a path to enlightenment, one 
has to cultivate a spirit of altruism – the essence of Bodhisa�va- that 
bring happiness to all. Long celebrated and practiced in India and 
Tibet, we wish to bring you the opportunity to open your heart to 
Shantideva’s noble and poetic spiritualism, and study ancient 
Buddhist wisdom carried through to the present day. His Holiness 
will also confer a Manjushiri Empowerment on the last day.

日程 2016/5/10（火）- 13（金） 4日間
時間 午前の部 9:30 - 11:30（開場 ８:３0）

午後の部 13:00 - 15:00
会場 大阪府立国際会議場

〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島5-3-51
通訳 日本語・中国語・韓国語・モンゴル語・ロシア語

英語・チベット語（予定）
入場料 4日間通し券全席指定（税込）

お弁当なし
A・B席 ¥30,000 / C・E席 ¥25,000/ F席 ¥20,000
お弁当付き
A・B席 ¥32,000/ C・E席 ¥27,000/ F席 ¥22,000

入場券 ◎一般席
チケットぴあ Ｐコード：631-623
ローソンチケット Ｌコード：55805
◎チベットハウス会員用特別席
［お申込方法］お申込書をチベット通信と郵送いたします。
申込書に記載された手順に従いFAXにて申し込みの上チ
ケット代金をお振込みください。万一お申込書が届かな
かった場合はチベットハウスまでお問合せください。

Date May 10(Tue) - May13(Fri) 2016 (4 days)
Time Morning session 9:30 - 11:30

A�ernoon session 13:00 - 15:00 (Gate opens 8:30)
Venue Osaka International Convention Center

5-3-51 Nakanoshima, Kita-ku, Osaka City
Language Japanese, Chinese, Korean, Mongolian, Russian 

English and Tibetan
Ticket Four days ticket (All seats are speci�ed)

Without Lunch 
A,B Seat ¥30,000 / C,E Seat ¥25,000 / F Seat ¥20,000 
With lunch (vegetarian) 
A,B Seat ¥32,000 / C,E Seat ¥27,000 / F Seat ¥22,000

For more information contact
Liaison O�ce of His Holiness the Dalai Lama 
(Tibet House Japan)
TEL: 03-5988-3576 / FAX:03-3565-1360
E-mail: lohhdl@tibethouse.jp

入菩薩行論・文殊菩薩の許可灌頂
A Guide to the Bodhisa�va's Way of Life (Chodjug) & Manjushri Empowerment

ダライ・ラマ法王日本代表部事務所
（チベットハウス・ジャパン） 東京都新宿区西落合3-26-1

TEL: 03-5988-3576 ／FAX: 03-3565-1360 
E-mail: lohhdl@tibethouse.jp

◎本法話のチケット料金は、法話の実施に必要な経費を賄うためであり、利益目的とし
たチャージは、一切加算されておりません。決算報告は事務所機関紙「チベット通信」
に記載いたします。
◎車椅子席もございます。
◎本法話に関する情報はダライ・ラマ法王日本代表部事務所のウェブサイトに逐次掲載
いたします。

※できるだけ公共の交通機関をご利用ください。
※当日は混雑が予想されますので、お早目にご来場ください。
※警備の都合上、ご入場の際に金属探知機等による身体及び手荷物チェックをさせて
いただきます。
※写真・ビデオ撮影禁止のため、カメラ等の持ち込みを固くお断りいたします。
※法話中の録音は固くお断りいたします。
※乳幼児の同伴は他のお客様のご迷惑となることもございますので、なるべくご遠慮く
ださい。
※法話中は必ず携帯電話の電源はお切りください。
※セキュリティ上、ビン、カン、ペットボトル、水筒等の持ち込みは禁止させていただきます。
※やむを得ない都合により、一部内容が変更する可能性がございます。

大阪府立国際会議場 大阪府大阪市北区中之島5-3-51
［JR大阪駅から］　駅前バスターミナルから、
大阪市営バス(53系統または、55系統)で約１５分、「堂島大橋」下車
［周辺アクセス］
京阪電車中之島線「中之島(大阪国際会議場)駅」(２番出口)すぐ
JR大阪環状線「福島駅」より徒歩約１５分
JR東西線「新福島駅」(３番出口)より徒歩約10分
大阪市営地下鉄「阿波座駅」(中央線１号出口・千日前線９号出口)より徒歩約１５分

●お問合せ

●会場案内

ダライ・ラマ14世（本名：テンジン・ギャツォ）His Holiness the 14th Dalai Lama
1935年、北東チベットアムド地区のタクツェル村に生まれ、２歳の時にダライ・ラマ法王13世の転生者として認定。1959年、
中国の侵略から逃れインドへ亡命し、北インドのダラムサラにチベット亡命政権を樹立。世界各国で慈悲の心と非暴力の
教えを説き続け、1989年にノーベル平和賞受賞。2010年、アメリカ政府から民主主義功労勲章を授与され、2011年には寛
容と平和の提唱者として世界の象徴的政治家トップ25にTIME紙によって選出された。2012年には宗教界のノーベル賞
であるイギリスのテンプルトン賞を受賞。科学に造詣が深く、30年以上に渡り世界の科学者たちと次世代の幸せと平和を
目指して対話を続ける他、各界の宗教者たちと交流を深める。2011年8月には政治的地位を主席大臣のロブサン・センゲ
氏に委譲。80才になった今もチベット人をはじめ世界の多くの人々の精神的指導者として活躍している。


