『かんちゃん住職』
チャンネル登録
よろしくね

「皆さんこんにちは。
『かんちゃ
ん住職』です。
今日の動画は ･･･
」のフレーズで
始まる番組 ･･･
ご存知ですか？
まだ見ていな いという 方は、お
手元のスマホやパソコンから
（ユーチューブ）を開い
YouTube
て下さい。そ して『か んちゃん
住職』と検索 してみま しょう。
と、そこには ･･･
なにやら見覚え
のある顏があります（笑）。
はい、何を隠そう。わたくし谷
川寛敬が、ユ ーチュー ブチャン
ネルをリニュ ーアル配 信してい
ま～す。
「えっ？それ はもう何 年も前か
ら知ってますけど ･･･
」と仰る、
そこのあなた！いやいや違うん
です。去年の 年末から 、毎日１
８時に動画を 配信して いるんで
す。毎日です よ！ため になる話
や、瞑想の実践。あるいは、これ
まで経験してきた心霊現象みた
いなおどろおどろしい話しや、

配信している動画内容は、「神社仏
全国にある神 社やお寺 のご紹介な
閣への参拝方 法」には じまり、仏
どなど、色ん なコンテ ンツを配信
教に縁のある 「マイン ドフルネス
していますし 、これか らも毎日投
瞑想」の実践 や、これ まで経験し
稿を目指して 頑張って いきま～す
た「人生のお 悩み相談 」を紹介し
♪
つつ、お悩み 解決方法 のご提案、
ということ で、チャ ンネル登録
また「法華経 によるご 祈祷」のス
と、面白かっ た話には グッドボタ
スメなど、い くつかの コンテンツ
ンを押しといて下さいねぇ～。
をコンスタン トに配信 しています。
というわけ で、どう してユーチ
配信する切 っ掛けと なったのは、
ューブに力を 入れ始め たのか？こ
コロナ禍に喘 ぐ現代社 会を憂えて
の機会にちょ っと、お 話させてい
のことでした。
ただきますね。それでは、どう
何か少しで も僧侶で あ る自分に
ぞ ･･･
。
出来る布教方 法はない か？悩みを
抱える檀信徒 の皆さま の、心の拠
●【『かんちゃん住職』でユーチュ
り所になれな いものだ ろうか？と、
ーブチャンネル】
色々思案した 挙げ句、 スマホやタ
改め てご 紹介 しま す。令 和３ 年１ ２
ブレット、パ ソコンな どのネット
月２８日にユーチューブ（
）チ
YouTube
ャンネルをリニューアル開設し、以来、 環境さえ整えば、
何時でも誰でも、
毎 日１ ８時 に動 画配信 を行 って います。 無料でアクセ スできる ユーチュー
ブチャンネル の配信と いう方法に
チャンネル名は【かんちゃん住職】です。
帰結したというわけです。
新型コロナ ウイルス 感染症拡大
の影響を受け 、外出自 粛や巣ごも
り生活で在宅 時間が増 加している
今、若者層を中心に「テレビ離れ」
が起きていて 、地上波 テレビの視
聴率低下が急 速に進ん でいるとい
う現実もあり ます。ラ イフスタイ
ルが多様化し て、リア ルタイム視
聴が難しいこ とや、テ レビ以外の
さまざまな娯楽コンテンツの誕生

が原因として 考えられ ています。
その一つ が動 画共有 サ ービスのユ
ーチューブです。ユーチューブは
テレビの視聴 率の数倍 も視聴され
ているという 調査結果 が発表され
ている事を受けて、
【かんちゃん住
職】という名のチ ャン ネル名で、
ユーチューブ の配信へ と踏み切る
ことになりま した。実 際ユーチュ
ーブを視聴し た方から 、法事のご
依頼や、人生 相談のご 依頼も入っ
てきています。
今テレビに出 演してい る芸能人の
大半が
YouTubeを配信している
と言っても過 言ではあ りません。
テレビ局側も 、ユーチ ューブをチ
ェックして、 人気のあ るユーチュ
ーバーをテレ ビ出演の 依頼を出し
たりして、テ レビにユ ーチューバ
ーが出演する ことも珍 しくありま
せん。いわば 逆輸入的 な感じで、
ユーチューブ からテレ ビ出演を達
成しています 。実際、 私もフジテ
レビから連絡が入り、「ユーチュー
ブを拝見しま した。テ レビ出演と
取材を受けて 下さいま すか？」と
いうご連絡を 頂き、出 演させて頂
きました。
ということ で、逆輸 入 現象が起
きているんで す。まだ ユーチュー
ブを見た事が 無いとい う方は、取
り敢えずインターネットでユーチ
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ューブのペー ジを開い てみてだ
さい。開いたら、
【かんちゃん住
職】と打ち込 んで検索 してみて
下さい。私の ありがた いお話し
の数々が、な んと無料 で、しか
も何度でも、 ご視聴い ただく事
が出来るのです。
コロナ禍 にあっ て、満 足にお
寺に足を運ぶ ことので きない状
況ですが、お 寺のお話 しを聞き
たいというお 気持ちが あれば、
ユーチューブ『かんちゃん住職』
のページでお待ちして いますよ。
ちなみに、真 成寺のホ ームペー
ジからでも検索可能で すからね。
インターネッ トの使い 方が分か
らなければ、 お子様や お孫さん
『 か ん ちゃ ん住 職 』 の ペ ー ジ を
開いてもらっ て、人生 の支え杖
の１つにして頂ければ 幸いです。
これから の未来 に、ユ ーチュ
ーブなどのイ ンターネ ットを使
った新たな信 仰の形と して、そ
して布教方法 の一つの 可能性と
して、今後も 活用して いこうと
思います。皆 さまのよ り良い人
生のために、 ぜひ一度 ご視聴下
さいね。そしてチャンネル登録・
グッドボタンもお忘れなく♪
合掌
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チャンネル登録
してね‼
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