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平成20年11月４日発行
訪れ、岩渕良昭保健福祉部長に義援金100万円を手渡し

岩手・宮城内陸地震に
義援金を寄託
義援金を寄託

た。この義援金は、6月14日に発生した岩手・宮城内陸
地震の被災者支援のため、天台宗内各寺院等に緊急募金
を呼びかけ、8月末日までに集まった1,891,333円に地球
救援募金をあわせた200万円。

災害のミャンマー・中国に義援金を寄託
一隅を照らす運動総本部では、5月2日から3日に起こ
ったミャンマー・サイクロン被害と、5月12日に発生し
た中国・四川大地震の被災者支援のため、宗内各寺院教
会や一般の方々に緊急募金をお願いしましたところ、お
陰様で約2,089万円の浄財をいただきました。
お寄せいただいた浄財の寄託先としては、シャンティ
平成20年9月29・30日、一隅を照らす運動総本部は、

国際ボランティア会（SVA）、日本赤十字社、ミンガラ

岩手・宮城内陸地震支援として宮城県庁と岩手県庁を訪

ーバー地涌の会、アジア医師連絡協議会（AMDA）、日

問し義援金をそれぞれに寄託した。

本ユニセフ協会、仏教NGOネットワーク、全日本仏教会

菅原光中陸奥教区本部長と草別善哉一隅を照らす運動

（全日仏）に寄託いたしました。厚く御礼申し上げます。

総本部次長が現地に赴き、29日に宮城県庁を訪問し、鈴

寄託金額は、ミャンマーサイクロン被害義援金として

木隆一保健福祉部長に100万円を、翌30日は岩手県庁を

SVAに300万円、日本赤十字社に300万円、AMDAに100
万円、NGOミンガラーバー地涌の会に300万円。全日仏
に111,796円の計10,111,796円。
また、中国・四川大地震義援金として日本赤十字社に
700万円、AMDAに100万円、日本ユニセフ協会に100万
円、仏教NGO
ネットワーク
に100万円、
全 日 仏 に
564,338円の計
10,564,338円
を寄託した。
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■ ■ 一隅を照らす運動推進大会 ■ ■
●三岐大会

●滋賀大会

三岐教区本部
（宇野教区本部
長）では、平成
20年9月15日、
岐阜市の不動院
不動閣におい
て、一隅を照ら
す運動推進三岐
大会を開催し、
約200名の檀信
徒が集った。
第一部では、宇野教区本部長導師による法要が厳かに
営まれた後、北嶺大行満大阿闍梨・光永覚道師が「人と
仏との結びつき」と題した法話を行い「人生には、いい
こともあれば苦労もあり、苦労もあれば、いいこともあ
る。苦労は背負って歩くと重いが、身につけると軽いも
の。どう心がけるかが大切なのです」と説かれた。
第二部では、不動院の信徒２名による滝打水行の後、
光永師が護摩供を修し、参加者らをご祈祷された。
最後に、光永師から参加者へ力のこもったご加持があ
り、参加者は有り難さを噛み締めている様子であった。
宇野本部長は、大会を寺門興隆の良い機会と位置づけ、
教区内の寺院を会場に開催している。

平成20年10月18日、滋賀教区本部
（長山慈信教区本部長）
では、近江八幡市の近江八幡市文化会館において、一隅
を照らす運動推進滋賀大会が開催され、約250名が集った。
「今、もう一歩踏み出そう」をテーマに行われた大会
は、長山教区本部長導師の法楽後、吉田慈敬師による
「運動に思いを馳せる・・・運動がめざすもの」と題した
講演があり、師は、故山田座主の提唱された「六念」
こそ
運動がめざすものだとされ、聴衆に解りやすく話された。
その後、檀信徒会長より、踏み出す一歩として、菩提
寺に菩提樹と沙羅の植樹をする提案がされ、全支部に所
長直筆の「一隅を照らす木」の木札が配られた。
また、「和みのひととき」として、作曲家の野條叡信
師による仏教カ
ンタータの演奏
があり、最後に
募金寄託が行わ
れ、この日寄せ
ら れ た 浄 財
144,931円が、
地球救援募金に
寄託された。

●京都大会
●九州東大会
平成20年10月16日、九州東教区本部（寺田豪明教区本
部長）では、大分県宇佐市の宇佐神宮において、一隅を
照らす運動九州東大会を開催し、約500名が集った。
半田孝淳天台座主猊下を迎えて、平成10年以来10年ぶ
りに同神宮で奉修された法華八講に先立ち、菅原信海
妙法院門跡門主が「八幡神と神仏習合」と題する基調
講演をされた。
菅原門主は、仏教行事として知られる「放生会」が宇
佐神宮の黎明期から行われていたことを挙げ、典型的な
神仏習合のかたちが同神宮にあることを明らかにした。
基調講演に続
いて、九州東教
区の石光順照大
聖寺住職
（国東六
郷満山会会長）
ら
が参加し、
「神仏
習合と世界遺産」
と題したパネル
ディスカッショ
ンを行った。

平成20年10月18日、京都教区本部（穴穂行弘教区本部
長）では、京都市左京区の眞正極楽寺（真如堂）を会場
に、一隅を照らす運動京都推進大会を檀信徒会と共催し、
宗祖伝教大師に報恩の「宗祖降誕会慶讃法要」に併せて
開催、約200名が参加した。
晴天に恵まれた今大会は、午前10時から教区本部内寺
院住職出仕のもと、降誕会法要と写経会法要が厳かに奉
修された。
午後１時から推進大会に移り、秋吉文隆一隅を照らす
運動総本部長が挨拶。
続いての講演では
「人生っておもしろい」
と題し、服飾評
論家の市田ひろ
み氏が、自らの
海外での体験談
をまじえ「衣食
足りて礼節を知
る」と現代社会
における種々の
問題例を取り上
げ、わかりやす
く説明された。
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と説かれた。

教区本部研修が開催される

夕食後、「自己再発見の時」をテーマに久米邦子先生

〔滋賀〕平成20年７月12日、滋賀教区・東南寺（安土町） （神戸市立体育館・公民館インストラクター）による講
で開催された滋賀教区教学研修会に併せて、総本部が

演が行われた。童謡に合わせて日頃使わない筋肉のスト

「一隅を照らす運動の活性化と実践について」と題した

レッチ体操を行ない、次の体操に移るごとにユーモアを

講義を行った。

混じえながら話された。

今回の講義は、

翌日は、早朝５時起床後、研修生は根本中堂に入り、

支部の組織化や実

坐禅止観の実修。その後、書院境内の草引き、延暦寺会

践活動のノウハウ

館でのお写経に、それぞれが熱心に取り組んでいた。

について、総本部

参加者の多くが初体験の様子で、滋賀県在住の高田真

がより具体的な指

紀夫さんは「比叡山という特別な場所で講話を聞いたり、

導を行うことを目

自分と向きあったり、日頃のあわただしい日々を少し止

的に開かれた。教

めて今の自分を確認できる貴重な体験をさせていただき

区内から27名の住

感謝いたします。」と感想を述べ、また、大阪府から参

職等が参加し、講

加の中小川正さんは「今後、人の事を良く理解して人に

義の後、意見交換

よろこばれる事をやる様にがんばりたい。」と語ってい

を行った。

た。

〔群馬〕７月29日には、群馬教区宗務所で開催された夏
期特別研修会に併せて、一隅を照らす運動群馬教区本部

一隅を照らす運動公開講座を開催

研修会を実施。総本部が「支部の活性化と支部独自の組

一隅を照らす運動公開講座が平成20年９月４日に天台

織作り」と題した講義を行い、教区内からは42名が参加

宗務庁（大津市坂本）で開催された。第８回となるこの

した。
〔九州西〕８月26日には、ホテルビアントス（佐賀県鳥

度の公開講座では、無着成恭師（元全国こども電話相談

栖市）において、九州西教区研修会が開催され、第２講

室回答者）を迎え、一般市民など約150名の参加者があ

で「支部の活性化と支部独自の組織作り」と題して総本

った。
無着先生は「人は誰でも多様の欲望を持つが、一隅を

部の講義があり、教区内から住職・寺庭婦人ら88名が参

照らす運動を実践する事で、欲望を戒め人格形成につな

加し活発な意見交換がされた。

がる」「人間は
他の動 物 と 違

第７回「心のつどいin比叡山」を開催

い、子 ど も を

第７回「心のつどいin比叡山」を比叡山延暦寺会館で

生んで か ら の

開催。７月14日、15日の一泊二日に亘り、一般公募で募

親の人 生 は 長

った男女27名が参加した。

く、成 熟 す る

研修会では、「篭山行について」と題し、高川慈照師

のも遅 い の だ

（延暦寺一山最乗院住職）による法話があり、高川師は

から、 経 験 豊

「合理化・効率化優先の現代社会において、あれこれ不

富な祖 父 母 が

平不満を言わずに一瞬一瞬に全力をあげることが大切」

家庭教 育 に 積
極的に 携 わ る
べき」など82才とは想像できない、活気に満ちた説明さ
れ、またユーモアを混ぜながら分かりやすく話された。
（第１部・講演）
次いで「無着先生おとなの相談室」と題して、先生に
質問の時間が持たれ、参加者からの質問に対して答え、
無着先生は「不登校の生徒には、無理に登校させるので
はなく、家庭で掃除などの自分の役割をあたえる事が大
切」など話された。（第二部・対談）
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ニュース News

◎寺婦連が岩手・宮城地震に義援金

◎比叡山中学校がバザー収益金を寄託

９月２日、宗務庁において、天台宗寺庭婦人連合会
（霜村和子会長）役員会が開催され、霜村会長・堀澤光
妙副会長らが来庁。
役員会に先立ち、６月14日に発生した岩手・宮城内陸
地震の義援金を総本部に寄託した。
寄託式には濱中光礼理事長と秋吉文隆本部長が同席
し、寺婦連の霜村会長から濱中理事長に義援金30万円が
贈られた。

平成20年10月８
日、比叡山中学校
ボランティア委員
の生徒２名と担当
教諭が天台宗務庁
を訪れ、秋吉文隆
一隅を照らす運動
総本部長に、チャ
リティーバザーで
集まった15,030円を地球救援募金として手渡した。生徒
たちのかぎられたお小遣いの中から集まったバザーの収
益金は、地球救援募金として役立てられる。
このバザーは、9月25・26日の両日、比叡山中学校で
開催された文化祭の一環として実施され、毎年各クラス
から２名ずつ選ばれたボランティア委員会が企画・主催
している。
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■ 写経のすすめ ■
「一字一仏」〜
祈り・・安らぎ・・そして感謝。

▼お写経の意義▲
お経を書き写すことは、より仏様を身近に感じる事ができ、多忙
な生活に心静寂な時間を過ごすことができます。願いを込めて書
かれたお写経は、比叡山の法華総持院東塔に奉納致しますので、
各支部におかれましても積極的にご協力下さい。お写経は、納経
料1,000円
（1巻）
を添えて一隅を照らす運動総本部までお送り下さい。
写経用紙のご用命は、総本部まで。 TEL 077-579-0022
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一隅を照らす運動
一隅を照らす運動総本部では、運動の輪を広げ、推進
するための会報『きらめき』を年4回発行しています。
7月4日号、9月4日号、1月1日号、3月4日号の年4回
です。
一隅を照らす運動の会員の方に無償配布させていただ
いておりますので、各支部でも積極的にご活用ください。
【お申し込み・お問い合わせ】
≪お問い合わせ先≫ 一隅を照らす運動総本部
〒520-0113 滋賀県大津市坂本4-6-2 天台宗務庁内

TEL：077-579-0022
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FAX：077-579-2516

