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20年度基本方針は支部独自の活動組織づくりを推進
■予算理事会を開催

二十年度諸議案を承認

平成20年１月22日、天台宗務庁（滋賀県大津市坂本）
において、一隅を照らす運動理事会が開催され、平成20
年度の一隅を照らす運動の事業計画や、予算を審議し、
○平成20年度「一隅を照らす運動」通常会計歳入歳出予
算69,830,000円
○「一隅を照らす運動」40周年記念事業特別会計収入支
出予算20,500,000円
○「一隅を照らす運動」40周年記念中央大会歳入歳出予
算12,310,000円
○平成20年度「一隅を照らす運動」地球救援事業特別会
計歳入歳出予算30,000,000円
が承認された。

指し、さらなる紙面の充実を図ってまいります。
地球救援事業では、地球環境問題、中でも地球温暖化
防止に取り組みます。この問題は、大変深刻であり、私
たち宗徒も、もはや避けて通れないものとなっておりま
す。その一環として平成20年度は、昨年に続き中国内モ
ンゴル自治区の砂漠植樹の支援活動について現地視察を
実施します。モンゴルの砂漠植樹については、NPO法
人「草原の風」を通じての支援ですが、いずれはスタデ
ィーツアーとして多く方が植樹を体験できるよう実現に
向けてまいります。
また、国内の活動については、災害復興支援はもとよ
り、ユニセフなどへの支援だけでなく、地域で活動して
いる団体へも教区本部、支部を通じて援助できればと考
えています。

平成20年度基本方針は、次のとおりです。
■一隅を照らす運動副会長、決定
○支部独自の活動組織づくりを推進する
千田孝信副会長（中尊寺貫首・陸奥）の退任にともな
○教区・支部組織の連帯強化・拡充に取り組み推進する
い空席となっていた副会長に、日光輪王寺門跡の菅原榮
○実践三つの柱「生命」「奉仕」
「共生」を取り入れた研
光門主（栃木）の就任が決定、理事会で濱中光礼理事長
修と啓発の推進と展開を進める
より辞令の伝達があった。
第１番目に「支部独自の活動組織づくりの推進」を掲
また、顧問に、菅原信海妙法院門跡門主、藤光賢曼殊
げたのは、平成17年度より推進会員制度を見直し、支部
院門跡門主、山田俊和中尊寺貫首が推薦され、さらに、
負担金制度に移行し４年が経過。この変革は、支部の活
、関覺圓師
動そのものが一隅を照らす運動の中心であることから、 宗務所長の改選にともない長山慈信師（滋賀）
（四国）
、寺本亮洞師（東京）
、清原正田師（山形）が理事
支部活動と支部会員の充実を図り、従来総本部に納めて
に、監事に菅原光中師（陸奥）が、それぞれ就任した。
いた推進会費を廃止し、それぞれの支部に応じた会費を
設定し、様々な活動を行っていく事が目的でありました。
しかしながら、以前から組織が充実している支部とそ
うでない支部との格差が生じております。今一度原点に
立ち返る為にも平成20年度は、このことをふまえた推進
事業を進めます。
具体的には、支部独自の「一隅を照らす会」の組織作
りや、会則の設置等方法として、「一隅を照らす運動活
動マニュアル」を利用した組織研修を教区の研修会に時
間を頂き実施してまいりたいと思います。
また、会報「きらめき」は、現在年４回、年間28万部
を発行しております。平成20年度は、８頁フルカラーで
ご提供します。全支部会員にご活用いただける会報を目
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◎全国一斉托鉢最終報告 募金総額 10,587,498円
兵庫

東京

●第一部は２月８日、神戸市西区櫨谷町寺谷周辺で24名
が托鉢を行った。当日は雪がちらつくあいにくの天候で
あったが、参加者が３つのグループに分かれて如意寺檀
信徒宅を行脚し、地球救援に77,665円を寄託。

浅草の浅草寺宝蔵門前において、12月８日に托鉢を実
施。晴天の中、参加者38名が参拝者に募金を呼び掛けた。
集まった浄財の中から、100,000円を地球救援に、250,000円
をあしなが育英会に、71,287円を港区社協に寄託した。

埼玉
山陰
●第一部は、12月３日、鳥取県の三朝温泉街で托鉢を行
った。部内住職と檀信徒ら33名が旅館やホテル、家々を
行脚し、般若心経を唱えながら家内安全などを祈願した。
寄せられた浄財から地球救援に50,000円、三朝町社協等
に143,540円を寄託。
●第二部では、大山寺本堂に設置した、助け合い運動の
喜捨箱の浄財23,650円を大山町社協に寄託。
●第三部・第四部は合同で、12月２日に安来市内で托鉢
を実施した。４名の部内住職が参加し、地球救援に
30,000円、安来市社協に39,536円を寄託した。

12月１日、JR川越駅東口、駅前百貨店とJR熊谷駅北
口・南口で街頭募金を実施。27名の参加者が、道行く人
びとに募金を呼び掛けると、僧侶にかけ寄り浄財を喜捨
する人の姿も見受けられた。寄せられた浄財175,429円
を地球救援に寄託した。

栃木
12月２日、宇都宮市内の野外ホール・オリオンスクエ
アで開催した声明公演に併せて、参加者17名が声明公演
来場者と通行人に募金を呼び掛けた。当日集まった浄財
と、教区本部各寺院の一隅を照らす運動募金を合わせた
浄財から、57,270円を社会福祉法人下野三楽園に、人権
センターとちぎ等に150,000円を寄託。

九州西
●対馬部は12月17日、13名が参加し、対馬市比田勝商店
街で托鉢を実施。参加者はマイクを使いながら、戸口で
一軒一軒募金を呼び掛け、寄せられた浄財57,850円を地
球救援に、10,000円を対馬市社協に寄託した。

福島
福島県飯野町で11月28日、15名が参加して托鉢を実施。
同町で托鉢を行うのは初めてということもあり、町民か
らは驚いた様子も伺えたが、40,730円の浄財が寄せられ、
地球救援等に寄託した。
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ニュース News
年９月11日には、九州東教区興導寺から10万円の寄託が
あった。

◎山陰教区本部推進教化会議で研修

◎比叡山高校、宗内生実践仏教での浄財寄託

平成19年11月26日、皆生グランドホテル天水（鳥取県
米子市）において、山陰教区「一隅を照らす運動」推進
教化会議が、教区教学布教・寺庭婦人研修会に併せて開
催され、教区内から住職・寺庭婦人ら25名が参加した。
会議は、秋吉文隆総本部長より、19年度の事業計画な
どが報告された。質疑応答では、機構改革後の支部組織
の活性化や活動実践のノウハウが不十分であるので、総
本部から、より具体的な指導を要望されるなど有意義な
意見交換がされた。
当初は、推進大会の未開催教区を回り、大会開催と教
区での一隅を照らす運動の推進を目的とする計画であっ
たが、今後は、支部活動が本運動の中心であることから
「一隅を照らす運動活動マニュアル」を基に、各教区で
の研修を行い、支部組織の充実を図っていく。
いずれにせよ、初のこころみとなった研修会だが、教
区の現状と総本部に対する要望や意見交換することによ
って、より実のあるものにとなった。

去る１月22日、比叡山高校宗内生３名と教員１名が天
台宗務庁に来庁。昨年末12月20日、比叡山麓大津市仰木
地区で行った托鉢の浄財138,113円を地球救援募金とし
て、秋吉文隆総本部長に手渡した。
浄財を受けた秋吉総本部長は「これからの天台宗を担
っていく皆さんが托鉢をされた浄財は、誠に尊いもので
す。有効に使わせていただきます」と謝辞を述べた。

◎叡山学院が托鉢浄財を寄託

◎一隅を照らす運動に寄付金寄託

去る１月24日、天台宗務庁において、山陰教区観音院
住職中村彰恵師が、昨年11月に御遷化された先代住職の
中村彰秀師の弔問の御礼に訪れ、「一隅を照らす運動に
役立ててほしい」と濱中光礼理事長に40万円を、また昨

昨年12月12日、叡山学院生２名が、昨年12月７日に実
施した托鉢寒行の浄財を秋吉文隆総本部長に手渡した。
これは、同学院の生徒で組織する玉泉会が大津市園城
寺（三井寺の門前町）界隈で、毎年行っているもの。
当日は、各班に分かれて家々を行脚、地球救援募金に
114,100円を寄託した。
玉泉会は、この他、学外墨跡展や布教大会など様々な
行事を通じて学院でのよりよい生活環境を考えて活動し
ている。
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2911巻

【一 般】浅井誠章３巻 上原ふじ子６巻 内田よし子２巻 尾高七右衛門１巻 角田知可彦５巻 神田登紀子１巻
白山義晃２巻 白山義英１巻 竹澤平和吉１巻 羽田尚子２巻 羽田律子17巻 福島みよ子２巻 水野光章３巻
【延暦寺一山】求法寺58巻 【滋 賀】明王寺２巻 【近 畿】福蔵院15巻
【兵 庫】如意輪寺30巻 第３部檀信徒会28巻 蓮華寺
（６部）
35巻 【四 国】龍乗院33巻 円福寺70巻 龍乗院50巻
【神奈川】荘厳寺227巻 東光寺25巻 【東 京】西光寺100巻 【南 総】長秀寺300巻
【埼 玉】来迎寺24巻 東王寺50巻 光蔵寺50巻 長福寺150巻 【群 馬】禅養寺２巻 珊瑚寺48巻 長松寺２巻 最勝寺１巻
【栃 木】惣宗寺34巻 光音院500巻 観明寺30巻 【福 島】日光寺100巻
【陸 奥】延壽院23巻 満願寺18巻 光圓寺10巻 光禪寺10巻 賢聖院10巻 善入院５巻 東雲寺15巻 觀音寺５巻 岩藏寺20巻
藤田寺10巻 奥福寺15巻 興福寺63巻 西光寺10巻 永清寺15巻 箟峯寺15巻 中之坊15巻 熊野堂15巻 實相坊15巻
松本坊15巻 相泉坊５巻 大聖寺10巻 萬寳院20巻 永泉寺35巻 観音寺９巻 法泉寺５巻 黒石寺10巻 千手院10巻
東漸寺５巻 勝軍寺10巻 中尊寺１巻 眞珠院10巻 大徳院10巻 願成就院５巻 法泉院20巻 觀音院10巻 大長壽院15巻
常住院５巻 円教院５巻 東福寺10巻 毛越寺10巻 千手院10巻 壽徳院10巻 慈光院10巻 普賢院10巻 壽命院10巻
寳積院10巻 大乗院10巻 蓮乘院10巻 白王院10巻 光圓院10巻 福昌院10巻 金剛院10巻 覺性院10巻 正善院10巻
藥王院10巻 妙禪院５巻 感神院10巻 自性院10巻 達谷西光寺15巻 満福寺12巻 寳性院10巻 天台寺10巻 長樂寺５巻
妙法山歓喜院10巻 報恩寺７巻 袋宮寺５巻 藥王院10巻 神宮寺５巻 蓮乘院10巻 浄土寺10巻 明光寺５巻 弘誓寺10巻
【安楽律】報恩寺78巻

地球救援募金支援先
●平成17年度

総額 29,193,133円

主な支援先

災害支援

世界児童福祉支援（ユニセフ）……………………3,000,000円

パキスタン地震復興支援金（ユニセフ）…………3,000,000円

平和開発基金（世界宗教者平和会議日本委員会）………700,000円

パキスタン地震復興支援金（世界宗教者平和会議日本委員会）……500,000円

ニューライフプロジェクト第３期２回目（プラティープ財団）…1,000,000円

パキスタン地震復興支援金（シャンティ国際ボランティア会）……5,000,000円

財団活動支援（プラティープ財団） …………………90,000円

インド洋津波被害復興支援金（パンニャ・メッタ協会）……2,000,000円

子供の家支援第３期１回目（パンニャ・メッタ協会）…1,000,000円

パキスタン地震復興支援金（NHK海外救援）………500,000円

協会活動支援（パンニャ・メッタ協会）……………250,000円

インド洋津波被害復興支援金（スリランカ整形外科協会）……3,000,000円

共同体活動支援（聖エジディオ共同体）……………300,000円

パキスタン地震復興支援金（全日本仏教会）………300,000円

NHK海外助け合い（NHK海外救援）………………1,000,000円

中越地震義援金（新潟県）…………………………1,000,000円

NHK歳末助け合い（NHK国内救援） ………………423,133円

福岡県西方沖地震義援金（福岡市）…………………500,000円

指定寄付・里親育英金

台風14号被害義援金（宮崎県共同募金会）………1,000,000円

教育里親支援（プラティープ財団）………………3,090,000円

台風14号被害義援金（宮崎県共同募金会）…………310,000円

教育里親支援（パンニャ・メッタ協会）…………1,230,000円

●平成18年度

総額 31,059,747円

主な支援先

災害支援

世界児童福祉支援（ユニセフ）……………………3,000,000円

ジャワ島地震義援金（ユニセフ）…………………1,000,000円

平和開発基金（世界宗教者平和会議日本委員会）……700,000円

ジャワ島地震義援金（シャンティ国際ボランティア会）……4,000,000円

共同体活動支援（聖エジディオ共同体）……………300,000円

ジャワ島地震義援金（特定非営利活動法人アムダ）……4,000,000円

NHK海外助け合い（NHK海外救援）………………1,000,000円

ジャワ島地震義援金（全日本仏教会）………………800,000円

NHK歳末助け合い（NHK国内救援） ………………473,500円

ジャワ島地震義援金（日本赤十字社）……………1,000,000円

ニューライフプロジェクト第３期３回目（プラティープ財団）……1,000,000円

クロントイスラム火災義援金（プラティープ財団）……300,000円

財団活動支援（プラティープ財団）…………………302,247円

台風13号による竜巻被害義援金（延岡市）…………500,000円

子供の家支援第３期２回目（パンニャ・メッタ協会）………1,000,000円

平成18年７月豪雨被害義援金（鹿児島県）………1,000,000円

協会活動支援（パンニャ・メッタ協会）……………180,000円

能登半島地震義援金（石川県）……………………1,000,000円

指定寄付・里親育英金

能登半島地震義援金（石川県）………………………300,000円

教育里親支援（プラティープ財団）………………2,940,000円

指定寄付・学校建設支援

教育里親支援（パンニャ・メッタ協会）…………1,080,000円

シヴィライ村中学校建設支援金（仏教救援センター）……5,184,000円
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平成17年 地球救援募金ご協力者名簿（順不同、敬称略）
●一般
青木八重子
飯田
実
石橋 義行
稲葉 宏一
叡山学院托鉢
江崎 密子
岡村 清子
片尾 茂子
北岡 篤子
玉泉会
黒川 浩吉
公開講座参加者 清水谷梅野
心のつどいin比叡山参加者
醍醐 孝俊
天台青少年比叡山の集い研修生
竹之下昌子
多田 澄昭
田中 信司
谷口
清
田村 芳治
檀信徒祖山研修会参加者
天台宗務庁内局一同 天台仏教青年連盟
中田 雅子
仁澤
榮
仁澤
晶
西岡ヒメ子
羽波 豊美
比叡山中学校
広島採灯護摩並びに講演会参加者
松本つる子
宮井
昇
村田 愛莉
山口
勉
山崎
山崎 寿子
横井 恭子
吉田 充子
●延暦寺
比叡山大護摩供 延暦寺大霊園
滋賀院 星光院 寂光院
●滋 賀
滋賀教区本部一隅大会
聖衆来迎寺 旅庵寺 平等寺
●京 都
三千院
●近畿
渓谷寺誠照会
●兵 庫
来迎寺一隅の会 宝生院 清水寺（第二部）
福徳貴寺 蓮華寺（第六部）
●岡 山
圓乗院（第四部） 真如院（第四部） 泉勝院
寂光院 大光院 善應寺 宝蔵寺
●山 陰
円城寺
●九州東
九州東教区本部一隅大会 両子寺
文殊仙寺 霊山寺
●九州西
観音寺（柳川部） 坂東寺 長命寺 長壽院
清水寺 宝聖院
●三 岐
三岐教区本部一隅大会 円楽寺
神護寺 瑞雲寺・天台マンダラ会
●東 海
東海教区本部一隅大会 東海教区本部
吉祥院
●信 越
信越教区本部伊那部 隣政寺
●神奈川
神奈川教区本部一隅大会 無量院
大聖寺 本覚寺 養泉院
●東 京
東京教区本部 東江寺 金蔵寺
（第二部）
玉泉寺（第七部） 玉泉寺檀信徒会
（々）

玉泉寺（第八部）
●北 総
清光寺
●南 総
能満寺（第二部） 東光寺（第五部） 海厳寺
真福寺
●埼 玉
埼玉教区本部一隅大会 東泉寺 泉福寺
普賢寺
●群 馬
群馬天台青年会 群馬教区本部一隅大会
極楽寺 極楽寺寒行参禅者一同 光厳寺
宝禅寺 慈眼寺・さくら保育園
●栃 木
法門院 圓林寺 常珍寺檀信徒一同
●福 島
長命寺（第二部） 行合寺
●陸 奥
陸奥教区本部 天台陸奥仏教青年会
永泉寺 中尊寺
●山 形
宗福院
●北海道
等 院

指定寄付
◆シヴィライ中学校建設支援金
●一 般
1イクイ建築 2大洋電気
秋山
博
稲村 理沙
吉田かの子
大西保次郎
笠原 正資
勝田
愛
菊池 陽子
倉田紀美子
小林フミ子
沢野 弓子
菅井書店
高田 麗子
田崎 芳子
津村 祐子
長峯
保
開
章二
平野 高司
南
千絵
安井 清子
山口ひとみ
渡辺フォトサービス 魚清
●延暦寺
竜珠院 寂光院
●信 越
願王寺
●北 総
龍正院 常蓮寺
●南 総
笠森寺
●埼 玉
埼玉教区本部 来迎寺 広福寺
福正寺（第三部） 福正寺（第四部） 慈恩寺
常光院
●群 馬
中台寺
●茨 城
茨城教区本部 茨城天台仏教青年会
月山寺 来迎院（第一部） 観音寺（第二部）
千光寺 安楽寺（第三部） 薬師寺（第四部）
満願寺（第四部） 東漸寺 妙行寺
（第四部）
妙行寺聖典読誦会
（第四部） 善照寺
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善照寺朝参会・写経会・立正佼成会
高照寺 西泉寺 西福寺（第五部）
安福寺（第五部） 円密院 圓妙寺
實相院 護国寺 福性院 圓福寺（第八部）
妙行院
●栃 木
圓満寺 正善寺
◆パキスタン地震義援金
●一 般
渡辺 憲正
小堀 博貴
佐原 光子
榎本千枝子
矢内由紀子
原
秀子
菊池
功
渡辺三喜子
叡山学院職員有志 叡山学院寮寮生一同
●延暦寺
延暦寺大霊園 円竜院 延命院 行光坊
圓乗院 大覚寺 五大院 法界坊 大泉坊
泰門庵
●滋 賀
十輪寺 安養院 東光寺（湖西部） 大泉寺
安楽寺（稗谷） 浄福寺 飯道寺 常照寺
平等寺 安楽寺
（蒲北部） 石垣坊 勝善寺
松尾寺 大吉寺
●京 都
覺圓院 青蓮院 方廣寺 毘沙門堂
寂光院 妙伝寺 長法寺 久法寺 福林寺
●近 畿
地蔵寺 法安寺 松尾寺 那智山青岸渡寺
多喜寺 願成寺 福蔵院 福蔵院福寿会
大同寺 小松院 三宝院
●兵 庫
日輪寺 多聞寺 長光寺 来迎寺 戒光院
實相院 容住寺 遍照院 鶴林寺 和田寺
東窟寺 弘誓寺 岩屋寺 極楽寺 薬王院
普光寺・上中 善信
國府寺 悟真院
醫王寺 観音寺
（奥） 八葉寺 梅林寺
昌楽寺 東南寺 如意輪寺
阿彌陀寺（第四部） 延命寺 宝積院
普門寺（赤穂市） 歌道寺
蓮華寺（第六部） 常楽寺
●岡 山
浄土寺（第一部） 成願寺 吉祥院 長楽寺
元恩寺 妙行院 圓乗院
（第四部）
真如院（第四部） 林光院 安養院 泉勝院
石山寺 善応寺 新龍寺 等覚寺 千手寺
圓融寺
●山 陰
大日寺 観照院 輪光院 三佛寺 妙玄寺
清水寺 長臺寺 円城寺 円通寺
●四 国
大通寺 四国善光寺 山大寺 鷲峰寺
大宝院 光藏寺 龍乗院 常信寺 医座寺
佛性寺 西法寺 正観寺 神宮寺 繁栄寺
●九州東
実相院 無動寺 臨済寺 善正寺 大泉寺
●九州西
宗榮寺 東明寺 雙林院 大安寺 独鈷寺

一隅を照らす運動総本部だより

養源寺 普光寺（筑前部） 実相寺
妙覚院写経会
（久留米部） 観音寺
（柳川部）
長寿院 長谷寺 圓満寺 青松寺 宝琳院
岩藏寺 妙観院 平仙寺 浄善寺 大定坊
●三 岐
寒松院 新善光寺 密巌寺 法輪院
法真寺 慈明院 経聞坊 天台マンダラ会
延命寺
（非法人）
●東 海
日輪寺 円福寺 高蔵寺 慈妙院 光明寺
法王寺 龍光寺 竜泉寺 威徳院
善光寺別院願王寺 東栄寺 観福寺
林瑞寺 智満寺 東光寺 蓮増院
●北 陸
妙永寺 顕海寺
●信 越
常元寺 長慶寺 松源寺 東圓院 大法寺
座光如来寺 願王寺 隣政寺
光明寺
（伊那部） 神宮寺 明静院 本城院
大慶院 観音寺（新潟部） 大廣寺
●神奈川
神奈川教区本部 神奈川教区寺庭婦人会
幸福寺 久遠寺 観行院 養福寺 妙法寺
等覚院 法泉寺 龍臺寺 興禅寺 大聖院
法華寺 観音寺（横浜北部） 真福寺
宝塔寺 圓満寺 杉本寺 寳戒寺 神武寺
龍門寺 天徳寺 妙覚寺 大乗院 荘嚴寺
青柳院 宝積院 景観寺
●東 京
円通寺
（第一部） 江東寺 南蔵院
西光寺
（第一部） 成就寺 光明寺
東光院
（第二部） 燈明寺 円珠院 現龍院
本覚院
（第三部） 覚成院 真如院 寒松院
東漸院 養寿院 天王寺 真光寺
安養寺
（第四部） 世尊院 正法院 自證院
寶泉寺
（第五部） 東福寺（第五部） 華徳院
久成院 永安寺 観音寺（第五部）
教学院教会 壽福寺 圓融寺
観音寺
（第六部） 常行寺 泉龍寺 普賢寺
観音院
（第七部） 常楽院 深大寺 昌翁寺
祇園寺 西光寺（第七部） 常演寺 東光院
玉泉寺
（第七部） 玉泉寺檀信徒会（々）
宝泉寺
（第七部） 本覚院（第八部） 真覚寺
安養寺
（第八部） 無量寺 東福寺（第八部）
常楽寺 玉泉寺（第八部） 西光寺（第八部）
安養院
（第八部）
●北 総
善光寺 東榮寺（匝瑳市） 永命寺 泉養寺
清光寺 圓慶寺 観音寺（上和泉部）
薬王寺
（上和泉部） 長楽寺（上和泉部）
佛法寺 福満寺 真城院 昌福寺 證明寺
多門院 圓勝寺 常蓮寺 大乗寺
●南 総
浄法寺 長光寺（第三部） 笠森寺 祐蔵院
東光寺
（第五部） 海嚴寺 不動院・庄内静徳
不動院 遍照寺 正満寺 圓頓寺 法興寺
清水寺 眺洋寺 大聖寺（第九部）
東榮寺
（第九部） 泉福寺 行元寺 妙楽寺
普門寺
（第十一部）
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●埼 玉
埼玉教区本部 延命寺
（第一部） 文殊寺
長覚院 廣田寺 慈星院 地福寺 喜多院
長徳寺 天然寺 妙善寺 實相院（第二部）
瀧岩院 勝光寺（第二部） 勝福寺 来迎寺
中院 西福寺
（川越市） 延命寺（第三部）
福正寺（第三部） 勝光寺（第三部） 福蔵院
常安寺（第四部） 青蓮寺 光明寺
（第四部）
圓光寺 慈寶院 慈眼寺 福正寺（第五部）
西光寺（第五部） 泉福寺 東光寺 慈恩寺
東西寺 清光寺 慶福寺 常光院 円能寺
正覚寺 普光寺（小川町） 普賢寺
長福寺（第八部） 安照寺 高藏寺檀信徒会
長昌寺 立岩寺 普門寺
（第九部）
大光普照寺
●群 馬
西光寺（南前橋部） 極楽寺 乗明院
圓福寺 萬福寺（南前橋部）
安養院（南前橋部） 光琳寺 明聞寺
龍蔵寺 光巌寺 正法寺 常円寺 西福寺
観窓寺 妙音寺 長松寺 満願寺（富岡部）
光明院 圓明院 慶恩寺 金光寺 真光寺
遍照寺（北群馬部） 金蔵寺
（北群馬部）
清泰寺 水澤寺 不動寺 東福寺 常泉寺
金剛院（沼田部） 華蔵院（沼田部）
遍照寺（沼田部） 大蔵院
安養寺「にんげん」の会 世音寺 日輪寺
正圓寺（桐生部） 善雄寺
正円寺（東前橋部） 寶禪寺 慈照院
善應寺 中台寺 常清寺 円勝寺 大光寺
養壽寺 長安寺 最勝寺（世良田部）
勧学寺 清泉寺（下仁田部） 常住寺
霊山寺 観音寺（西群馬部）
●茨 城
浄蓮寺 長松寺 如意輪寺
（第一部）
藥王寺（第一部） 福聚寺（第二部） 尊像寺
千妙寺 養雲院 心性院 最勝王寺
眞徳寺 千光寺 遍照寺 華藏院 東漸寺
正安寺 善照寺 妙行寺（第五部）
西福寺（第五部） 安福寺（第五部） 徳林寺
照明院（第六部） 智福院 西光院
（石岡市）
持福院 萬福寺（第七部）
萬福寺檀徒
（第七部） 西光院（鉾田市）
圓満寺（鉾田市） 護国寺 長福寺
（第八部）
圓福寺（第八部）
●栃 木
栃木教区本部 實教院 光樹院 櫻本院
日増院 観音寺（日光部） 清瀧寺 月蔵寺
徳性院 明静寺 宝増寺 龍蔵寺（足尾町）
大谷寺 寶藏寺 善願寺 宝泉寺 東福寺
光音寺 光徳寺 正光寺
延命寺（宇都宮部） 智音寺 圓満寺
感応寺（宇都宮部） 昌玖寺 圓林寺
荘嚴寺 普門寺（真岡部） 観明寺 圓宗寺
壬生寺 延命寺（栃木部） 勝泉院
圓通寺 地福寺 廣泉寺 東泉寺 連祥院
高勝寺 報恩寺 吉祥寺 徳蔵寺
●福 島
圓満寺 藥王寺 観音寺（福島市） 寶積寺
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第12号

長命寺（第二部） 日輪寺（第二部） 行合寺
上合寺 千用寺 妙林寺 観音寺（白河市）
普賢寺 幸福寺 常願寺 常光寺 龍現寺
天王寺
●陸 奥
延壽院 満願寺 賢聖院 東雲寺 藤田寺
興福寺 永清寺 中之坊 大聖寺 萬寳院
仙岳院別院萩恩院 黒石寺
千手院（盛岡市） 中尊寺 願成就院
大長寿院 釋尊院 薬王院
（第二部）
達谷西光寺 妙法山歓喜院
●山 形
立石寺 寳光院 宗福院 正楽寺 平泉寺
本寿院 青龍寺 松巌寺
●海 外
禅定林
●安楽律
福聚院
●修験道
三岳寺 慈照院 菩提寺教会 禅定林寺
●玄 清
大学院
●常楽院
長久寺
◆台風14号被害支援
●一 般
天台宗寺庭婦人連合会
●山 陰
円城寺
◆新潟県中越地震復興支援
●一 般
天台仏教青年連盟
◆パンニャ・メッタ
●一 般
小泉 寿子
●兵 庫
兵庫教区本部一隅大会
●福 島
長命寺（第二部）
◆プラティープ財団
●福 島
長命寺（第二部）
◆ラオス学校建設支援金
●一 般
ラオス学校建設団OB会
森定理恵子
●福 島
長命寺（第二部）

一隅を照らす運動総本部だより
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第12号

平成18年 地球救援募金ご協力者名簿（順不同、敬称略）
●一 般
秋永 夕菜
芦田 広道
尼崎 博正
池田 慶子
井谷みどり
内田 喜子
叡山学院托鉢 大川 知穂
金井 啓子
神戸あい子 公開講座参加者
心のつどいin比叡山参加者
吉岡 成哲
小林三葉子
佐久間喜美子
清水 郡次
高見 良記
谷口
清
檀信徒祖山参拝研修会参加者
手のひらコンサート参加者
天台宗寺庭婦人連合会
天台青少年比叡山の集い研修生
天台仏教青年連盟 宝戒寺
中澤 昭子
橋元 邦夫
浜田 光能
比叡山高校托鉢 比叡山中学校
日比野正美
福井久美子
別府 由市
ボーイスカウト加古川第二団（天台八団）
松原 清二
三津川一男
山口きぬ江
山口
勉
山口
登
山本 信雄
●延暦寺
比叡山大護摩供 延暦寺大霊園
●滋 賀
滋賀教区本部一隅大会 法光寺 平等寺
●京 都
三千院
●近 畿
福聚教会近畿地方本部
●兵 庫
兵庫天台仏教青年会 寳生院
清水寺（第二部） 福徳貴寺
蓮華寺（第六部）
●岡 山
高福寺 善應寺
●山 陰
大日寺 長昌寺
●九州東
瑠璃光寺
●九州西
九州西教区本部一隅大会 安国寺
坂東寺・田北 乙子 長命寺 相良寺
●三 岐
三岐教区本部一隅大会
●北 陸
北陸教区本部一隅大会
●信 越
信越教区本部
●神奈川
神奈川教区本部 無量院 本覚寺
●東 京
玉泉寺（第七部） 玉泉寺檀信徒会（々）
●北 総
正善寺
●埼 玉
埼玉教区本部一隅大会
勝福寺 満藏寺
●群 馬
群馬天台青年会 群馬教区本部一隅大会

群馬教区本部 極楽寺 極楽寺
極楽寺寒行参禅者一同 常泉寺
慈眼寺・さくら保育園
●茨 城
能仁寺
●栃 木
栃木県天台仏教青年会 法門院 光音寺
圓林寺 常珍寺檀信徒一同
●福 島
福島教区本部 長命寺（第二部） 行合寺
延命寺・小林 才平（第三部）
●陸 奥
天台陸奥仏教青年会 永清寺
●山 形
宗福院
●修験道
平田 恵照

指定寄付
◆シヴィライ中学校建設支援金
●一 般
平野 高司
豊島 孝穂
塚本 順朗
●兵 庫
済納寺
●神奈川
浄発願寺
●東 京
金蔵寺（第二部）
●南 総
笠森寺
坂水寺
圓蔵寺
●茨 城
如意輪寺（第一部） 来迎院（第一部）
観音寺（第二部） 妙行寺（第四部）
妙行寺（第四部） 善照寺 妙香寺 圓妙寺
藥王院（第八部） 西福寺（第八部）
長福寺（第八部） 佛性寺（第八部） 東光寺
圓福寺（第八部） 法圓寺 福性寺 妙行院
◆ジャワ島地震義援金
●一 般
天台宗寺庭婦人連合会 叡山学院寮
平賀 敬敏
谷口
清
●延暦寺
延暦寺大霊園 十妙院 実藏坊 円竜院
真蔵院 大仙院 乗実院 寂光院 円乗院
弘法寺 法界坊 大泉坊 泰門庵
●滋 賀
十輪寺 安養院 眞迎寺 大泉寺
神宮寺（野栗部） 飯道寺 常照寺 平等寺
安楽寺（蒲北部） 成願寺 勝善寺
長寿寺（蒲南部） 金剛輪寺
引接寺（愛犬部） 大吉寺
●京 都
覚圓院 二尊院 妙法院 方広寺 法住寺
毘沙門堂 寂光院 妙伝寺 長法寺
久法寺
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●近 畿
地蔵寺 本山寺 松尾寺 那智山青岸渡寺
多喜寺 福蔵院 大同寺 了法寺 宗泉寺
橘寺 三宝院
●兵 庫
兵庫教区本部 善光寺
（会下山） 日輪寺
多聞寺 長光寺 来迎寺一隅の会 戒光院
遍照院 清水寺
（第二部） 西法寺 龍藏寺
岩屋寺 極楽寺 隣聖院 普光寺 國府寺
悟真院 医王寺 観音寺（西治） 八葉寺
梅林寺 昌楽寺 圓教寺 仙岳院
妙光院（第四部） 瑞光院
阿弥陀寺（第四部） 補陀落寺 弥勒寺
満願寺 宝積院 普門寺
（赤穂市） 巌山寺
歌道寺 蓮華寺
（第六部）
●岡 山
浄土寺（第一部） 成願寺 高福寺 徳寿寺
圓城寺 安養寺
（第二部） 元恩寺 妙行院
大村寺 圓乗院
（第四部） 真如院（第四部）
泉勝院 大光院 恵門院 石山寺 等覚寺
長安寺 千手寺 圓融寺 長楽寺
●山 陰
大雲院 大日寺 妙玄寺 長昌寺 清水寺
華藏寺 円城寺
●四 国
妙法寺 香古寺 四国善光寺 山大寺
鷲峰寺 萬燈寺 根香寺 大宝院 鏡峰寺
医座寺 佛性寺 西法寺 神宮寺
●九州東
文殊仙寺 長慶寺 霊仙寺 無動寺
吉祥院 真光寺 妙見寺 大泉寺
金光明寺
●九州西
東明寺 雙林院 独鈷寺 養源寺
普光寺（筑前部） 寶聚寺 長寿寺 相良寺
二階寺 宝琳院 妙観院 平仙寺 清水寺
●三 岐
朝田寺 寒松院 円楽寺 新善光寺
法輪院 法真寺 慈明院 経聞坊
延命寺（非法人）
●東 海
東海教区本部 日輪寺 圓福寺 光明寺
慈妙院 眞福寺 観音寺（第二部） 法王寺
龍光寺 圓光寺 善光寺（第二部）
善光寺別院願王寺 高讃寺 浄土寺
泉福寺 龍華院 蓮増院
●北 陸
帆山寺 中道院 平泉寺
●信 越
常元寺 長慶寺 国分寺（小県部） 願王寺
隣政寺 光明寺
（伊那部） 神宮寺 常智院
蓮華院 寿量院 観音寺（新潟部） 大廣寺
●神奈川
幸福寺 観行院 能満寺 泉福寺 西福寺
等覚院 妙楽寺 増福寺 法泉寺
長福寺（川崎第三部） 金藏寺 興禅寺
大聖院 法華寺 正福寺（横浜北部）

一隅を照らす運動総本部だより

観音寺（横浜北部） 真福寺 宝塔寺
本覺寺 光明寺（横浜南部） 圓満寺
杉本寺 宝戒寺 極楽寺 龍門寺 天徳寺
荘嚴寺 宝珠院 青柳院 寶積院
●東 京
東京教区本部 長命寺 圓通寺
（第一部）
江東寺 東江寺 成就寺 最勝寺 龍眼寺
東光院（第二部） 常福寺 燈明寺 円珠院
現龍院 覚成院 真如院 寒松院 東漸院
養寿院 天王寺 総持院 真光寺 龍泉寺
善養寺 正法院 自證院 東福寺（第五部）
華徳院 久成院 永安寺 瀧泉寺 養玉院
観音寺（第六部） 常行寺 観音院（第七部）
常楽院 深大寺 昌翁寺 祇園寺
西光寺（第七部） 大盛寺 東光院（第七部）
本覚院（第八部） 真覚寺 安養寺（第八部）
東福寺（第八部） 常楽寺 玉泉寺（第八部）
西光寺（第八部） 安養院（第八部）
宝台院（非法人）
●北 総
徳星寺 東榮寺（匝瑳市） 清光寺 圓慶寺
長福寺 泉倉寺 藥王寺（上和泉部）
佛法寺 福満寺 龍腹寺 龍正院 真城院
薬王寺（山之作部） 証明寺 多門院
常蓮寺 甚大寺
●南 総
東光寺（第一部） 浄法寺 円輪寺
長光寺（第三部） 笠森寺 薬王寺（第四部）
真光寺 東光寺（第五部） 眞善寺 海嚴寺
不動院 西照寺（第五部） 東浪見寺
遍照寺 正満寺 圓頓寺 法興寺 清水寺
善性寺（第八部） 泉福寺 行元寺 妙楽寺
●埼 玉
埼玉教区本部 報恩寺 東泉寺 慈星院
観音院 地福寺 實相院（第二部） 瀧岩院
勝光寺（第二部） 来迎寺 中院
西福寺（川越市） 延命寺（第三部）
福正寺（第三部） 勝光寺（第三部）
福藏院 定宗寺 常安寺（第四部） 青蓮寺
光明寺（第四部） 圓光寺 養福寺 慈眼寺
福正寺（第五部） 泉福寺 慈恩寺 東西寺
慶福寺 常光院 實相院（第七部） 円能寺
正覺寺 大聖寺 長福寺（第八部） 東王寺
安照寺 普光寺（寄居町） 高藏寺
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光蔵寺 立岩寺 大光普照寺
●群 馬
群馬天台青年会 西光寺（南前橋部）
永福寺 極楽寺 乗明院 善光寺
安養院（南前橋部） 明聞寺 龍蔵寺
光巌寺 昌楽寺 徳蔵寺 正法寺 常円寺
西福寺 観窓寺 妙音寺 長松寺 藥王寺
光明院 長厳寺 遍照寺（北群馬部）
水澤寺 法峰寺 常泉寺 金剛院（沼田部）
大蔵院 東昌寺
（桐生部） 正円寺（桐生部）
善雄寺 寶禅寺 如意寺 慈照院 東寿寺
東昌寺（東前橋部） 善應寺 華藏寺
常清寺 普光寺 養寿寺 長安寺
最勝寺（世良田部） 長光寺
（世良田部）
勧学寺 清泉寺（下仁田部） 常住寺
霊山寺 永寿寺 野牧寺
観音寺（西群馬部）
●茨 城
浄蓮寺 長松寺 如意輪寺（第一部）
来迎院（第一部） 藥王寺（第一部）
観音寺（第二部） 福聚寺（第二部）
尊像寺 千妙寺 養雲院 心性院
最勝王寺 千光寺 慈光寺 遍照寺
般若院 東漸寺 妙行寺（第四部） 善照寺
妙行寺（第五部） 安福寺（第五部） 円密院
智福院 西光院（石岡市） 万福寺（第七部）
普門寺（第七部） 観音寺（行方市）
圓満寺（行方市） 西光院（鉾田市）
円満寺（鉾田市） 藥王院（第八部）
長福寺（第八部） 東光寺 圓福寺
（第八部）
●栃 木
栃木教区本部 輪王寺 實教院 光樹院
櫻本院 日増院 観音寺（日光部） 清瀧寺
月藏寺 徳性院 明静寺 大通寺
龍藏寺（足尾町） 大谷寺 宝蔵寺
善願寺 宝泉寺 藥王寺（宇都宮部）
東福寺 光音寺 正光寺 浄土院 高勝寺
延命寺（宇都宮部） 智音寺
普門寺（宇都宮部） 感應寺
（宇都宮部）
浄光寺（宇都宮部） 圓林寺 観明寺
円宗寺 壬生寺 台林寺 延命寺（栃木部）
勝泉院 圓通寺 廣泉寺 東泉寺 連祥院
報恩寺 龍泉寺 吉祥寺 宝禅寺
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●福 島
圓満寺 観音寺（二本松市）
日輪寺（第二部） 行合寺 上合寺 金剛寺
満藏寺 妙林寺 普賢寺 幸福寺 常願寺
常光寺 薬師寺（橋爪） 天王寺
●陸 奥
延壽院 満願寺 賢聖院 東雲寺 西光寺
永清寺 黒石寺 千手院
（盛岡市） 中尊寺
願成就院 法泉寺 釈尊院
藥王院（第二部） 達谷西光寺
妙法山歓喜院 蓮乗院
（第三部）
天台陸奥仏教青年会 地蔵院 天台寺
●山 形
山寺奥之院布教部 立石寺 中性院
性相院 多聞院 宗福院 法泉坊 松巌寺
●北海道
天台三井寺
●海 外
禅定林
●安楽律
報恩寺
●修験道
禅定林寺
●玄 清
観音寺 大学院 護生院 妙音寺
●常楽院
常楽院 寶覚寺 長久寺
◆能登半島地震義援金
●一 般
天台宗寺庭婦人連合会
◆パンニャ・メッタ
●一 般
小泉 寿子
◆プラティープ財団
●南 総
南総教区本部一隅大会
南総教区本部
◆ラオス学校建設支援金
●一 般
滋賀私学フェスティバル実行委員会

ご協力ありがとうございました
●使用済み切手募集！

「一隅を照らす木」植樹里親
〜比叡山にあなたの木を植えよう〜

●書き損じハガキ募集！
●プリカの募集！

総本部では地球温暖化防止活動の一環として
「一隅を照らす木」の植樹里親を募集しています。
総本部までお問い合わせ、お申し込み下さい。
資料を送付させていただきます。

使用済み、未使用の切手やプリペイドカード、
または書き損じのハガキなどがございましたら総
本部までお送り下さい。
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