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全寺院に参加を呼
び掛けた。ツアー
に参加した22名

一隅を照らす運動は、本年６月で40周年を迎えました。

は、中華人民共和

平成19年度より３年間中央大会、西日本大会と記念の行

国の首都北京から

事が行われ、いよいよ本年10月６日に福島県は磐梯熱海

西に1,000㎞の内

で40周年記念東日本大会が開催されます。また、各教区

モンゴル自治区オ

本部においても記念大会を予定されております。

トクチでの植林、

このほか、40周年の記念誌「ともしび」の発刊を予定。

子どもたちや村人との交流を行った。
６日、一行はオトクチ市街から植林場所へ移動、総本

21年度中には皆様のお手元にお届け出来るよう目下作業

部が地域の医療向上のために支援するシュリゲ廟医院を

を行っております。
なお、40周年の記念のシンボルマークが一昨年から完

視察した後、秋吉総本部長が植林活動支援金と廟医院建
設支援金を手渡した。

成しており、会報やポスターなどに

その後、植林場所に向かい植林を開始、集まった現地

使用されております。
総本部では、一隅を照らす運動の

の人々は林業局職員25名・高校生40名を含め100名。植

充実のために様々な活動を行って参

林中、砂嵐で作業ができないというハプニングもあった

りますので、皆様の更なるご協力を

が、400本を植林することができた。
現場には、近代的な機器は

お願い申し上げます。

なく、大きなスコップがある
だけで、深さ80㎝・直径50㎝

内モンゴル植林リポート

の穴を掘って苗木を植えると
いう単純な方法であった。林
業局では今年度、乾柳３,500
本、障子松15,000本の植林を
予定しているという。
滞在中は、ラマ教寺院参拝
や林業局との交流夕食会などに参加、以前に植林された
場所などを視察した。
総本部では、広がる砂漠化への防止活動を今後も継続

去る５月５日から11日までの日程で、NPO法人「草

し実施していきたいと考えている。

原の風」主催の「内モンゴル植林ツアー」が行われ、天

天台宗からの参加者は以下の通り（順不同・敬称略）

台宗から秋吉文隆総本部長をはじめ６名が参加した。今

秋吉文隆、天谷良永、天谷洋子、岩尾照尚、森川岳亮、

回は昨年までと違い、砂漠緑化の大切さを知ってもらお

笹沼允子、西村智秀
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■ ■ 一隅を照らす運動推進大会 ■ ■
●群馬大会

「修行と日常生活」と題し講
演。師は、千日回峰行につい
て分かりやすく説明され「人
は自分一人では生きていけま
せん。周りの方々に生かされ

群馬教区本部（藤井
祐順教区本部長）では、
3月2・3日の両日、伊
香保温泉の「ホテル木
暮」を会場に、平成20
年度推進大会を開催、

ているのです。その周りの方
が言うことに、素直に耳を傾
けることが大事」と話された。

住職・檀信徒合わせて
530名が参加した。

最後に、同教区本部の各支
部で実施した歳末募金「慈愛募金」の内200万円と、当

開会式で40周年を期
に、長年一斉托鉢など
で多額の浄財を総本部
に寄託された同教区本
部に対し、秋吉文隆総本部長から感謝状が贈られた。引
き続き、講演が行われ、第一講では、秋吉総本部長が
「一隅を照らす運動40年の歩み」と題し、運動発足40年

九州東教区本部
（寺田豪明教区本

の地球救援活動を中心に紹介した。
また、第二講では日本三大奇祭、蘇民祭で有名な岩手
県黒石寺の藤波洋香住職が「ご縁の世界」と題し「自分
自身が良き縁となる努力をする事で思い通りにならない
人生も生きやすくなる」と参加者に語った。

部長）では、平成
21年５月11日に比
叡山延暦寺会館を
会場に約200名が
参加し、推進大会

なお、当日、会場で集められた浄財270,321円が、地
球救援事務局に寄託された。

を開催した。
本運動の総裁で
ある半田孝淳天台
座主猊下から昨
年、宇佐神宮で行

●埼玉大会
埼玉教区本部(吉田亮照教区本部長)では、平成21年４
月24日、さいたま市民会館いわつきを会場に、第43回推
進大会を開催し、約630名の檀信徒が集った。
第一部は「天台宗在家勤行儀」を用いた参加者全員で
の法楽の後、秋吉文隆
総本部長より、一隅を
照らす運動実践者４名
の表彰があった。
第二部では、千日回
峰行者の藤波源信師が

日集められた浄財318,000円が、地球救援募金として秋
吉総本部長に寄託された。

●九州東大会

われた法華八講と
推進大会のお礼の
ご挨拶にはじまり、次いで天台宗参務・谷晃昭総務部長
が挨拶。
その後、延暦寺一山千手院住職小林隆彰師が「一隅を
照らす心構え」と題して「それぞれの顔や言葉は、自分
のものでなく、家族のものであると自覚する事で、我を
無くし、よりよい家庭環境が築ける」と楽しく温かみ溢
れる口調で説かれた。
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また会場で参加者から寄せられた浄財113,720円が地
球救援募金として寄託された。
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手に読経の声を響
かせた。続いて、
40回の大会を記念
して、昨年総本部
から支部活動助成
を受けた東江寺
（浅井孝順支部長）

●近畿大会
近畿教区本部
（高岡保博教区本
部長）では、平成
21年５月23日、和
歌山県田辺市の東
光寺（田中亮保住

に秋吉文隆総本部長から認定証が授与され、さらに各部
寺院推薦の運動実践者30名が、寺本教区本部長より表彰
された。

職）を会場に、推
進大会、並びに宗

第二部では、仏教思想家のひろさちや氏の「伝教大師
最澄のこころ」と題した講演が行われ「人は周りに迷惑

祖傅教大師讃仰法
会を開催した。当
日は晴天に恵ま
れ、約70名の寺院
関係者、檀信徒が
集まり、午前11時

を掛けて生きているから、他人の迷惑も受け入れていか
なければならない」と話し、聴衆は理解を深めた。

●東海大会
東海教区本部
（中村廣文教区本

から奉修された教区内寺院住職と寺庭婦人によるご詠
歌・詠舞の法要が厳かに営まれた。
正午からの推進大会では、秋吉文隆総本部長の挨拶後、
近畿教区道成寺住職小野俊成師が講演。師は、人形浄瑠
璃などで知られる道成寺に伝わる「安珍清姫物語」を絵

部長）は、平成21
年６月13日、名古
屋市の覚王山日泰
寺普門閣を会場
に、推進大会と檀

説き説法され「人間には笑うという素晴らしい力がある。
誰もが持つ貪欲さ、怒りや涙も笑うことによって区切り
を付けられる」と、分かり易く楽しい話に参加者からは、

信徒総会を開催
し、120余名が集
った。
総会では、堀澤
祖門叡山学院院長

笑いが絶えず充実した表情が窺えた。

●東京大会

を講師に迎え『一
隅を照らす−伝教大師のみ教えを今日に伝える−』と題

平成21年６月６日、東
京教区本部（寺本亮洞教
区本部長）では、第40回
推進大会を九段会館（千

し、今年新たに侍真僧を目指し行に入る僧侶と、自らの
修行の体験を振り返り、十二年籠山行と好相行について
話された。

代 田 区 ）で 開 催 し 、 約
1,000名の参加者が集っ
た。
第一部の法要では、会場全員が東京教区作成の経本を

次に大会では、秋吉文隆総本部長らの挨拶に引き続き
「活動報告」として、東海教区仏青会長の安藤雅仁師が
同仏青の活動と、さらに高田寺檀信徒の日栄政敏氏が地
域を挙げて取り組む「平和の鐘」について紹介した。
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百萬巻写経3256巻を納経
３月５日、総本部では、
比叡山法華総持院東塔にお
いて百萬巻写経の奉納を行
い、秋吉文隆総本部長が写
経を納めた。
納められた写経は、一隅
を照らす運動で推進する
「百萬巻写経」の平成20年
度分の3256巻。
総本部では、年3000巻を目標に、一人でも多くの人へ
の参加を呼びかけるとともに、信仰運動の基盤であるこ
とから、全国の支部でも積極的に写経会を実施して欲し
いと考えている。
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っており、プラティープ夫
妻はその御礼と本年以降の
支援継続を願い訪問した。
懇談の席上、秋吉文隆総本
部長は「今後とも、出来う
る限りの支援をしていきた
い」と支援継続を約束し、
３期５回目にあたる本年も
支援金として100万円の目
録を手渡した。
この支援金は、職業訓練コースなど日々の活動と子ど
もたちの教育奨学金に充てられる。

イタリア地震支援

総本部では、貧しい子どもたちや問題を抱える青少年
を支える活動を続けている、タイのドゥアン・プラティ
ープ財団に支援を行っているが、去る３月12日、同財団
のプラティープ理事長が永年にわたる支援協力に対する
感謝のため、天台宗務庁を訪れた。
同財団では、家庭崩壊や貧困、虐待により心身に傷を
負った子どもたちや、麻薬依存症に陥った青少年を受け
入れ、自立を促すために「ニューライフプロジェクト」
という活動を行っている。
その活動に対し、総本部では平成２年より支援にあた

一隅を照らす運動では、去
る４月６日イタリア中部で発
生したM6.3の地震の被害に対
して、義援金80万円を贈った。
支援先は、天台宗と縁のあ
る聖エジディオ共同体に緊急
救援引当金より50万円、カリ
タスジャパンに南総教区の笠
森寺（小川長宏支部長）と叡
山学院の寮生（写真）からの浄財を含む20万円を贈った。
現地での被害は、ラクイラ市を中心に死者約284人、
負傷者1500人、倒壊建物は１万棟以上、家を失った人は
４万人と発表されている。

◎一隅を照らす運動の徽章を復刻

◎ラオス学校建設支援募集のチラシを制作

一隅を照らす運動では、平成17年の推進会員制度から
支部負担金制度への変更に伴い暫く制作を終了しており
ました「一隅を照らす運動推進会員の徽章」をこの度、
復刻致します。
この徽章は、運動発足当初に運動の推進を目的として
制作されたもので、以来、各支部の推進会員にお配りし
ていたもの。各方面より
「復刻してほしい」
という要望が
あり、総本部としても支部活動の活性化の一つとして活
用していただければと制作致しました。定価は１個250
円（送料込み）
、専用紙袋付で、袋には「徽章のいわれ」
が裏面に記されています。お問い合せは総本部まで。

総本部では、平成４年よりラオスに学校を建設してい
ます。ラオスは世界でも屈指の貧しい国のひとつに数え
られ、唯一の義務教育である小学校はその半数が、教室
不足により、低学
年だけの不完全学
校で就学率も80％
程度しかありませ
ん。
これまで総本部
では23校を支援し
ていますが更なる
支援を呼びかけら
れるよう「配布 用
チラシ」を制作致
しました。今後は
推進大会等でお配
り致します。是非
ともご活用、ご協
力をお願い申し上
げます。

プラティープ女史来訪

「徽章のいわれ」
このシンボルマークは、天台宗の深い教えと、一隅を照らす運
動の趣旨を、明示しているものです。
三つの星は三諦星と呼ばれ、法華経の真理を象徴し、周囲の円
は、欠けたることのない完全な教えを表しています。
これはすべての人々が救われると説く、法華経を根本とする究
極の教え、すなわち天台宗の教えです。そしてその実践こそ、一
隅を照らす運動そのものなのです。
従って、この徽章は菩薩の行いをする人、なくてはならない人
である自覚を意味しています。どうか胸に付けて頂き、
「私は菩薩
である」
ということを表示して下さい。
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地球救援募金支援先
●平成20年度

総額 38,456,198円

主な支援先
世界児童福祉支援（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）…100,000円
共同体活動支援（聖エジディオ共同体）……………300,000円
NHK海外たすけあい（NHK海外救援）……………1,000,000円
NHK歳末たすけあい（NHK国内救援） ……………386,447円
ニューライフプロジェクト第３期５回目（プラティープ財団）…1,000,000円
バンコク事務所活動支援（シャンティ国際ボランティア会） …300,000円
子供の家支援第3期4回目（パンニャ・メッタ協会）…1,000,000円
協会活動支援（パンニャ・メッタ協会）……………246,278円
内モンゴル植林活動支援（NPO草原の風）…………300,000円
内モンゴル病院建設支援（シュリゲ廟医院）………700,000円
インドに水を贈る事業支援（清水寺ネットワーク）…260,000円
パレスチナ自治区ガザ市民支援（仏教NGOネットワーク）…100,000円
盲導犬育成支援（関西盲導犬協会）…………………100,000円
指定寄付・里親育英金
教育里親支援（プラティープ財団）………………2,400,000円

平成20年度

百万巻写経志納者
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教育里親支援（パンニャ・メッタ協会）……………930,000円
災害支援
三宅島噴火災害義援金（三宅村教育委員会）……1,057,289円
ミャンマー・サイクロン被害義援金（NHK）……1,000,000円
ミャンマー・サイクロン被害義援金（シャンティ国際ボランティア会）…3,000,000円
ミャンマー・サイクロン被害義援金（日本赤十字社）…3,000,000円
ミャンマー・サイクロン被害義援金（ミンガラーバー地涌の会）…3,000,000円
ミャンマー・サイクロン被害義援金（AMDA）…1,000,000円
ミャンマー・サイクロン被害義援金（全日本仏教会）…111,796円
中国・四川大地震義援金（中国国家宗教局）……1,000,000円
中国・四川大地震義援金（ユニセフ）……………1,000,000円
中国・四川大地震義援金（日本赤十字社）………7,000,000円
中国・四川大地震義援金（AMDA）………………1,000,000円
中国・四川大地震義援金（仏教NGOネットワーク）…1,000,000円
中国・四川大地震義援金（全日本仏教会）…………564,388円
岩手・宮城内陸地震義援金（日赤岩手県支部）……300,000円
岩手・宮城内陸地震義援金（日赤宮城県支部）……300,000円
岩手・宮城内陸地震義援金（日赤岩手県支部）…1,000,000円
岩手・宮城内陸地震義援金（宮城県）……………1,000,000円

3256巻（教区順・敬称略）

【一 般】青柳敏行１巻 青山陽視１巻 伊藤早苗１巻 伊藤好枝１巻 太田武之１巻 大塚依子１巻 小倉恵子１巻
落合俊一１巻 落合てる３巻 小野政一78巻 河村光江１巻 神崎礼子２巻 紀見順子１巻 国分慶明１巻 小林好野１巻
小林保栄１巻 櫻井朋一１巻 櫻田祐樹２巻 佐藤範子３巻 佐藤理英１巻 清水富三１巻 白山義晃１巻 杉村房枝１巻
杉本肇１巻 角富美子１巻 b坂拓海１巻 田沢秀子10巻 田中美恵子１巻 出蔵宮子１巻 鳥居一雄１巻 中村勝１巻
並木 子１巻 西谷昌子16巻 橋本洋子１巻 波多浩１巻 引地美知代３巻 福島みよ子16巻 福田陽子１巻
古田みどり５巻 馬淵美津雄１巻 三津川みつ子１巻 山岡絹江１巻 山下幸子１巻 吉田法子１巻 李昌祐２巻
【京 都】京都教区290巻 【兵 庫】如意輪寺50巻 蓮華寺44巻 第三部檀信徒27巻 【岡 山】神護寺31巻
【四 国】四国教区283巻 龍乘院100巻 【神奈川】荘嚴寺282巻
【東 京】圓通寺120巻 永安寺363巻 西光寺100巻 寶泉寺10巻
【北 総】眞城院72巻 【南 総】妙樂寺７巻 【埼 玉】來迎寺253巻 長福寺280巻 東王寺75巻 光蔵寺25巻
【群 馬】珊瑚寺49巻 妙見寺７巻 最勝寺４巻 【栃 木】観明寺35巻 惣宗寺25巻 【福 島】日光寺120巻
【陸 奥】延壽院13巻 満願寺８巻 光圓寺５巻 光禪寺５巻 賢聖院５巻 善入院10巻 東雲寺５巻 觀音寺10巻
岩藏寺５巻 奥福寺10巻 興福寺30巻 西光寺５巻 西之坊20巻 藥師堂11巻 松本坊10巻 萬寳院５巻 永泉寺５巻
観音寺10巻 黒石寺５巻 千手院５巻 眞珠院10巻 大徳院５巻 觀音院５巻 大長壽院５巻 釋尊院20巻 東福寺５巻
毛越寺５巻 千手院５巻 壽徳院５巻 慈光院５巻 普賢院５巻 壽命院５巻 寳積院５巻 大乗院５巻 蓮乘院５巻
白王院５巻 光圓院５巻 福昌院５巻 金剛院５巻 覺性院５巻 正善院５巻 藥王院５巻 妙禪院５巻 感神院５巻
自性院５巻 満福寺11巻 正覺院13巻 天台寺５巻 妙法山歓喜院５巻 報恩寺10巻 袋宮寺10巻 藥王院５巻 浄土寺５巻
蓮乗寺５巻 【安楽律】報恩寺34巻

教育里親制度支援者（教区順・敬称略）
平成20年度支援者
○継続支援（５年間の支援）
【一 般】谷口清、坪内鈴代、平賀敬敏【兵 庫】浄心院・茂渡俊慶【神奈川】小山眞佐子
【東 京】普明寺・勝野隆昭、普明寺檀徒会
【南 総】真光寺・小林祐順、法興寺・中村守正、能満寺・b橋隆叡、南総教区第12部連合檀信徒会
○一括支援（15万円一括の支援）【一 般】鈴木和子
○一時支援（継続、一括以外の支援）【一 般】河合智道、吾妻寿子、原田厚【信 越】光明寺・鈴木大和
【茨 城】西福寺・志鳥融光【陸 奥】延壽院・山本峰聖

平成20年地球救援募金ご協力者名簿（教区順・敬称略）
●一 般
一隅を照らす運動公開講座参加者
叡山学院托鉢
青木 弘安
庵進
井上 政雄
岩城 有志
内田 喜子
江崎 密子
河合 智之
木村 友美
久保ともえ
黒川 浩吉
心のつどい参加者 坂本ふれあい夏祭り
白石 直生
杉本
寛
天台青少年比叡山の集い研修生
高橋 和子
立石
勝
谷口
清
檀信徒会会長研修会参加者
檀信徒祖山参拝研修会参加者
天台宗人権啓発パネル展

天台仏教青年連盟 匿名
長尾 光倫
馬場 信子
早川 和子
早坂
實
原田 曠暉 パンニャ・メッタ・ユース
比叡山中学校ボランティア委員会
比叡山高校宗内生托鉢
正本 一子
増田 一枝
松隈 友美
森
満夫
山口 弘正
山本
等
（有）永井自動車整備工場
吉田 誠子
和田登志子
一隅を照らす運動40周年西日本大会
●延暦寺
延暦寺托鉢 比叡山大護摩供 滋賀院
b井叡空

−5−

●滋 賀
滋賀教区本部一隅大会 滋賀教区本部托鉢
大正寺
●京 都
京都教区本部托鉢 眞正極楽寺
●近 畿
近畿教区本部托鉢 大同寺
●兵 庫
兵庫教区本部一隅大会 兵庫教区本部托鉢
鶴林寺 弥勒寺 正福寺托鉢
（第五部）
蓮華寺（第六部）
●岡 山
岡山教区本部托鉢 善応寺

一隅を照らす運動総本部だより

●山 陰
山陰教区本部托鉢 円城寺
●四 国
四国教区本部托鉢
●九州東
九州東教区本部一隅大会
九州東教区本部托鉢 大山寺
●九州西
九州西教区本部托鉢 相良寺 修学院
●三 岐
三岐教区本部一隅大会 三岐教区本部托鉢
圓楽寺
●東 海
東海教区本部一隅大会
東海天台仏教青年会 東海教区本部托鉢
根福寺 海岸寺 吉祥院托鉢 神護寺
●北 陸
北陸教区本部托鉢
●信 越
信越教区本部托鉢
●神奈川
神奈川教区本部一隅大会
神奈川教区本部托鉢 無量院 養福寺
本覚寺 宝珠院
●東 京
東京教区本部一隅大会 東京教区本部托鉢
永安寺 東江寺 玉泉寺（第七部）
玉泉寺檀信徒会（第七部） 眞覺寺
●北 総
北総教区本部山家会 北総教区本部托鉢
●南 総
南総教区本部托鉢 善性寺（第二部）
正善寺 笠森寺
●埼 玉
埼玉教区本部一隅大会 埼玉教区本部托鉢
●群 馬
群馬教区本部 群馬教区本部一隅大会
群馬教区本部托鉢 極楽寺夏期参禅者一同
極楽寺寒行参禅者一同
神宮寺（北群馬部） 安養寺（桐生部）
安養寺「にんげん」の会（桐生部）
長安寺 慈眼寺・さくら保育園
●茨 城
茨城教区本部 茨城教区本部一隅大会
茨城教区本部托鉢 長松寺
西福寺（第八部）
●栃 木
華藏院 光音寺 圓林寺
●福 島
長命寺（第二部） 行合寺 龍興寺托鉢
●陸 奥
陸奥教区本部 陸奥教区本部一隅大会
陸奥教区本部托鉢 達谷西光寺
佐々木禎子
●山 形
山形教区本部托鉢 寶光院 宗福院
●北海道
太子寺
●玄 清
大学院

指定寄付
◆ミャンマーサイクロン被害・四川大地震義援金
●一 般
天台宗寺庭婦人連合会
天台仏教青年連盟救援委員会
SCCコミュニケーションズ
天田 省三
石橋 義行
市川 清純
伊藤 幸男
伊藤 好枝
井上
馨
井上 昌子
岩崎 久子
岩佐まゆみ
岩本 星江

平成21年６月21日発行

上塚さな江
上原ふじ子
鵜沢 玖安
内海 才治
叡山学院寮
大西 幹子
落合 てる
小野 政一
小原貴世栄
b橋 仁司
田沢 秀子
角田 太一
多田佐千子
谷口
清
津田 治子
戸谷
忠
冨永 幸彦
巴 すみ子
永田 邦子
名取 正秋
西谷 昌子
野村 綱二
波多
浩
平賀 敬敏
深澤泰太郎
深瀬美津子
福聚教会丹波支部
藤川 泰博
ボーイスカウト天台第八団
丸尾 秀子
丸山 光子
水野 興治
村田 育代
山崎 公弘
山下 幸子
（株）JR西日本ファッショングッズ
川方
子
北村 秀人
九法 悦子
粂原 浩幸
倉沢 知裕
幸重岩男・久子
国分 慶明
小久保美則
小寺 利文
小林三葉子
駒込高等学校第一学年
小俣 孝子
近藤
洋
斎藤 孝三
坂本 秀生
坂本 泰子
桜井 朋一
潮尻 聖生
潮尻 康之
慈光保育園
柴崎千恵子
下水流智砂子
杉本
肇
嵯峨野観光鉄道株式会社
善光寺東海別院 b田真紀夫
ヨシダ印刷（株）
●延暦寺
延暦寺 止観院 十妙院 円竜院 延命院
蓮華院 護心院 泰門庵 最乗院 真蔵院
寂光院 乗実院 惠心院 禅定院 求法寺
弘法寺 善光院 法界坊 大泉坊
●滋 賀
十輪寺 聖衆来迎寺 法光寺 安養院
東光寺 大泉寺 泉福寺 明王寺 慈音院
浄福寺 文殊院 常照寺 旅庵寺 平等寺
安樂寺（蒲北部） 成願寺 勝善寺
圓林寺 長壽寺（蒲南部） 金剛輪寺
引接寺（愛犬部） 大吉寺
●京 都
眞正極樂寺 吉祥院 喜運院 法輪院
覺圓院 西林寺 大福寺 妙法院 青蓮院
金剛寺 雙林院 龍華院 龍雲寺 妙音寺
三千院 寂光院 妙伝寺
●近 畿
地蔵寺 本山寺 神峰山寺 施福寺
松尾寺 寳瓶院 南泉寺 那智山青岸渡寺
渓谷寺 多喜寺 圓珠院 福蔵院 大同寺
浄福寺 南光寺 天福寺 小松院 宗泉寺
橘寺 満願寺 三宝院 倉橋秀円
●兵 庫
多紀叡山講 兵庫教区寺庭婦人会 理教院
善光寺（会下山） 妙昌寺 長光寺
法泉院 遍照院（加古川市） 和田寺
妙楽寺 高仙寺 大勝院 大國寺 高藏寺
東窟寺 淨法寺 岩屋寺 極樂寺 西岸寺
長圓寺 大日寺 國府寺 寳性院 悟真院
醫王寺 觀音寺（西治） 観音寺檀家一同（奥）
八葉寺 梅林寺 昌樂寺 如意輪寺
阿彌陀寺（第四部） 補陀落寺 弥勒寺
満願寺 寶積院 普門寺
（赤穂市）
正福寺（第五部） 巖山寺 蓮華寺
（第六部）
桂谷寺 常樂寺
●岡 山
岡山教区本部 淨土寺
（第一部） 成願寺
吉祥院 高福寺 徳壽寺 地藏院（第二部）
安養寺（第二部） 元恩寺 妙行院
願興寺 圓乘院 待雲寺 福壽院 本性院
安養院 圓珠院 泉勝院 寂光院 惠門院
寳性寺 石山寺 永案寺 善応寺 新龍寺
等覺寺 長安寺 千手寺 圓融寺
地藏院（第六部） 寳藏寺
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第17号

●山 陰
大雲院 大日寺 輪光院 三佛寺 妙玄寺
長昌寺 清水寺 長臺寺 円城寺 華藏寺
檀信徒
●四 国
行泉寺 妙法寺 香古寺 大通寺
四國善光寺 山大寺 鷲峰寺 大宝院
光蔵寺 鏡峰寺 醫座寺 佛性寺 西法寺
神宮寺 松岳寺
●九州東
九州東教区寺庭婦人会 両子寺 宝命寺
興導寺 文殊仙寺 大聖寺 長慶寺
普門寺 霊仙寺 実相院 富貴寺 應暦寺
正平寺 臨濟寺 本住寺 観音院 吉祥院
真光寺 霊山寺 萬福寺 妙見寺 大泉寺
猪鹿狼寺 金光明寺
●九州西
宗榮寺 東明寺 大安寺 日照院 独鈷寺
養源寺 普光寺
（筑前部） 實相寺
観音寺（久留米部） 観音寺（柳川部）
坂東寺 長命寺 清水寺 圓満寺 福城寺
長壽寺 相良寺 成就院
（肥前東部）
大興善寺 二階寺 青松寺
地藏院（肥前東部） 寳琳院 妙観院
平仙寺 寶聖院 浄善寺 北田眞澄
●三 岐
朝田寺 寒松院 圓樂寺 新善光寺
法輪院 法真寺 慈明院 経聞坊 東栄寺
天台マンダラ会 延命寺
（非法人）
●東 海
日輪寺 妙見寺 圓福寺 常泉寺 密藏院
慈妙院 光明寺 観音寺
（第二部）
法王寺 龍光寺 圓光寺 龍徳寺
善光寺（第二部） 根福寺 養老寺
一乗院 大黒寺 善光寺別院願王寺
延命寺 大乗院 法華寺
（第六部）
甘露寺 神護寺 甲山寺 林瑞寺 浄土寺
大泉寺 智満寺 東光寺 龍華院 蓮増院
●北 陸
帆山寺 妙永寺 中道院 道入寺
●信 越
信越教区本部一隅大会 正楽寺 長福寺
松源寺 東明寺 國分寺
（小県部）
東圓院 大法寺 座光如来寺 願王寺
瑠璃寺 隣政寺 光明寺
（伊那部）
神宮寺 福生院 国分寺
（新潟部）
大慶院 正寶院 大廣寺 師田賢説
●神奈川
神奈川教区本部一隅大会 幸福寺 久遠寺
観行院 能満寺 妙法寺 西藏寺 泉福寺
正福寺（川崎第二部） 西福寺 等覺院
妙樂寺 明鏡寺 増福寺 龍臺寺
長福寺（川崎第三部） 金藏寺
金藏寺世話人会 西量寺 興禅寺 大聖院
法華寺 正覺寺 正福寺
（横浜北部）
観音寺（横浜北部） 真福寺 寶塔寺
宝泉寺 光明寺（横浜南部） 圓満寺
杉本寺 寳戒寺 神武寺 龍門寺 天徳寺
光明院 妙覺寺 大乘院
光明寺（相模第二部） 荘嚴寺 寶珠院
青柳院 成願寺 明珠院
原田 俊文
内田由香子
奥村 良玄
●東 京
長命寺 如意輪寺 圓通寺
（第一部）
東漸寺 江東寺 東江寺
西光寺（第一部） 成就寺 最勝寺
東光院（第二部） 金藏寺（第二部）
常福寺 不動院 永久寺 燈明寺 寛永寺
円珠院 現龍院 本覺院
（第三部）
真如院 寒松院 林光院 東漸院 総持院
真光寺 寶泉寺 南谷寺 善養寺 正法寺

一隅を照らす運動総本部だより

自證院 東福寺（第五部） 華徳院
教學院 教学院教会 瀧泉寺 常行寺
養玉院 昌翁寺 祇園寺 西光寺（第七部）
東光院（第七部） 玉泉寺（第七部）
玉泉寺檀信徒会（第七部） 千手院
本覺院（第八部） 圓福寺 真覚寺
安養寺（第八部） 東福寺（第八部）
大善院 常樂寺 玉泉寺
（第八部）
安養院（第八部） 宝台院 古宇田文雄
●北 総
清水寺 大経院（小見川町） 善光寺
徳星寺 東榮寺（匝瑳市） 賢徳寺
修徳院 東榮寺（干潟町） 清光寺
圓慶寺 長福寺 藥王寺
（上和泉部）
長樂寺（上和泉部） 佛法寺 善龍寺
福満寺 東光院（下和泉部） 眞城院
藥王寺 證明寺 多門院 円勝寺 常蓮寺
甚大寺 千手院（千葉部）
●南 総
行徳寺 圓輪寺 長光寺
（第三部）
笠森寺 長福壽寺 宝泉寺 長照寺
眞光寺 東光寺（第五部） 寶積寺
海嚴寺 西照寺（第五部）
東榮寺（第七部） 東浪見寺 歡喜寺
遍照寺 正満寺 般若寺
（第八部）
圓頓寺 法興寺 清水寺 眞福寺 眺洋寺
大聖寺（第九部） 聖徳寺 行元寺
天徳院 妙樂寺 普門寺
（第十一部）
●埼 玉
吉祥寺（第一部） 延命寺（第一部）
東泉寺 長覺院 廣田寺 慈星院 觀音院
喜多院 長徳寺 天然寺
観音寺（第二部） 安樂寺（川越市）
灌頂院 實相院（第二部） 瀧岩院
勝光寺（第二部） 勝福寺
瑠璃光寺（第二部） 來迎寺 護國寺
明見院 廣福寺 福正寺 満願寺
勝光寺（第三部） 松福院 福藏院
福聚寺 浄光寺 等覺院 定宗寺
常安寺（第四部） 青蓮寺
光明寺（第四部） 福正寺（第四部）
圓光寺 養福寺 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 満蔵寺 東西寺
圓照寺 常光院 實相院
（第七部）
瑠璃光寺（第七部） 正覚寺 大聖寺
普光寺（寄居町） 高藏寺
高藏寺檀信徒会 長昌寺 立岩寺
普門寺（第九部） 大光普照寺 石重寺
●群 馬
天台宗群馬教区寺庭婦人会
西光寺（南前橋部） 極樂寺 圓福寺
萬福寺（南前橋部） 安養院（南前橋部）
光琳寺 龍藏寺 善勝寺 大聖寺 珊瑚寺
光巌寺 昌樂寺 観音寺
（西前橋部）
林倉寺 正法寺 常圓寺 西福寺 寶門寺
大福寺（西前橋部） 妙音寺 妙見寺
長泉寺 大泉寺 金剛院
（富岡部）
満願寺（富岡部） 光明院 施無畏寺
西林寺 圓明院 慶恩寺 恩行寺 眞光寺
遍照寺（北群馬部） 清泰寺 水澤寺
不動寺 東福寺 常泉寺 興禪寺
金剛院（沼田部） 延命寺 延命院
善龍寺 世音寺 正圓寺
（桐生部）
善雄寺 正円寺（東前橋部） 寶禪寺
如意寺 慈照院 東壽寺
東昌寺（東前橋部） 善應寺 常清寺
長安寺 來迎寺（世良田部）
最勝寺（世良田部） 天人寺
長光寺（世良田部） 昌福寺 勧学寺
清泉寺（下仁田部） 常住寺 霊山寺
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永壽寺 野牧寺 観福寺 明照院 大雄寺
蓮華寺 泉福寺・さとみ保育園
●茨 城
長松寺 小山寺 薬王寺 最勝寺 法泉寺
養雲院 最勝王寺 真徳寺 千光寺
大圓寺 安樂寺（第三部） 観明寺
華蔵院 般若院 来迎院
（第四部）
龍禪寺 永藏寺 東漸寺 正安寺 清瀧寺
妙行寺檀信徒会（第四部） 徳林寺
照明院（第六部） 永樂寺 智福院
東耀寺 満福寺 観音寺
（行方市）
薬王院（第八部） 護国寺
一隅を照らす運動西福寺支部
（第八部）
長福寺（第八部） 東光寺
圓福寺（第八部） 妙行院
●栃 木
輪王寺 實教院 照尊院 法門院 教光院
淨土院 櫻本院 日増院
觀音寺（日光部） 龍藏寺（御幸町）
清瀧寺 月藏寺 徳性院 明静寺 大通寺
寳増寺 龍蔵寺（足尾町） 大谷寺
寶藏寺 善願寺 東福寺 光音寺 光徳寺
正光寺 延命寺（宇都宮部） 智音寺
揚源寺 太平寺 普門寺
（宇都宮部）
感應寺（宇都宮部） 昌玖寺 圓林寺
城興寺 普門寺（真岡部）
光明寺（小山部） 觀明寺 壬生寺
台林寺 延命寺（栃木部） 勝泉院
圓通寺 地福寺 廣泉寺 東泉寺 蓮祥院
寳珠院 牛來寺 長楽寺 普門院
寺岡山元三大師読経会 藥師寺 高勝寺
清水寺 吉祥寺 徳蔵寺 霜村眞澄
●福 島
円満寺 藥王寺 観音寺
（福島市）
霊山寺 寶積寺 観音寺
（二本松市）
長命寺（第二部）
長命寺檀信徒一同
（第二部）
寶泉院（第二部） 日輪寺（第二部）
金礼寺 圓福寺（第二部） 満福寺
西方寺 上合寺 延命寺
（第二部）
延命寺（第三部） 法光寺 妙林寺
普賢寺 西藏寺 光明寺
（天栄村）
景政寺 幸福寺 慈眼寺 常願寺
安養寺（石川町） 常光寺 當勝寺
圓福寺（第四部） 藥師寺（橋丸）
龍興寺 天王寺 仁王寺 大正寺
●陸 奥
仙岳院 延壽院 満願寺 光禪寺 賢聖院
東雲寺 永清寺 永泉寺
千手院（盛岡市） 中尊寺 薬樹王院
願成就院 法泉院 大長壽院 常住院
釋尊院 薬王院（第二部） 自性院
正覺院 天台寺 妙法山歓喜院
蓮乗院（第三部）
●山 形
立石寺 立石寺奥之院 性相院 寶光院
宗福院 妙光院 平泉寺 龍覺院 薬師寺
松巌寺 月藏院
●北海道
天祐寺 浅草観音寺 妙法寺 等澎
樹院
●沖 縄
地蔵院
●安楽律
世尊寺 寂光院 福聚院
●修験道
禅定林寺 菩提寺教会 光明院 曲谷妙浄
●玄 清
観音寺 無動寺 光眞寺 成就寺 妙音寺
護生院 大学院
●常楽院
常樂院 寶覚寺 長久寺
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◆岩手・宮城内陸地震義援金
●一 般
天台宗寺庭婦人連合会 平賀敬敏
天台宗保護司会民生児童委員会合同研修会
●滋 賀
勝善寺
●京 都
妙法院 三千院
●兵 庫
兵庫教区寺庭婦人会 八葉寺 寶積院
●岡 山
千光寺
●山 陰
大雲院 大日寺 輪光院 三佛寺
●四 国
光蔵寺
●九州東
九州東教区寺庭婦人会
●九州西
相良寺
●三 岐
法真寺
●東 海
慈妙院 延命寺
●北 陸
帆山寺 中道院
●信 越
正楽寺
●神奈川
神奈川教区本部 西福寺
●東 京
圓通寺（第一部） 金蔵寺（第二部）
東漸院 眞光寺 常樂院 祇園寺 千手院
寳泉寺（第七部） 圓福寺
安養院（第八部）
●北 総
東榮寺（匝瑳市）
●南 総
南総教区本部
●埼 玉
埼玉教区本部 長覚院 満願寺 松福院
圓能寺 正覚寺護持会
●群 馬
天台宗群馬教区寺庭婦人会 法峰寺
安養寺（桐生部） 正圓寺（桐生部）
●茨 城
西福寺（第八部）
東光寺
●栃 木
實教院 浄土院 智音寺 地福寺
●福 島
円満寺
●陸 奥
釈尊院
●山 形
山寺奥之院
●北海道
浅草観音寺
●修験道
禅定林寺
◆パンニャ・メッタ協会
●南 総
南総教区本部一隅大会
◆ラオス学校建設
●茨 城
西福寺（第八部）

ご協力ありがとうございました。
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一隅を照らす運動総本部だより
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今年で第８回を迎えた慰霊行脚は、天台宗の僧侶と県

ニュース News

内からの一般参加者の約60名が参加した。午前８時、法

◎一隅を照らす木を植樹 滋賀教区

螺貝を先導に那覇市内の首里城を出発した一行は、千日

滋賀教区本部（長

回峰行者の光永覚道大阿闍梨を先頭に泊港までの道のり

山慈信教区本部長）

５kmを行脚。

では、平成21年３月

引き続き、「フェリーけらま」で渡嘉敷島に渡り、集

８日、教区内各支部

団自決慰霊塔のある標高約300mの赤間山山頂をめざし

に植樹木が届けられ

途中、白玉の塔で献花・法要を行い、３kmの道々を回

「一隅を照らす木」

向しながら行脚した。また、午後１時より集団自決慰霊

の植樹が行われた。

塔でも献花・法要を行なった。

これは、総本部が提唱する「一隅を照らす木」の植樹
の活動に呼応し、さらに同教区本部が大会の折に「一隅

◎駒込高校が募金を寄託

を照らす木」のプレートを配り、各支部の境内に植わる

平成20年５月26

樹木や、改めて植える木にそのプレートを掲げ「一隅を

日・28日、東京都

照らす運動」のシンボルとなることを目的としている。

文京区の駒込高校

当日、届けられた21支部43本の菩提樹と沙羅の木は、
各支部の檀信徒らによって一本一本丁寧に植樹された。

（河合孝允校長）
の比叡山研修の開
講式で、一隅を照

◎沖縄戦跡を慰霊行脚
５月８日、沖縄戦

らす運動地球救援募金に生徒達のお小遣いの中から集め
た65,205円が寄託された。

跡慰霊行脚実行委員

駒込高校では、毎年５月に高校１年生を対象に比叡山

会では「沖縄戦跡慰

研修を行っており、本年は５月26日から30日の日程で二

霊行脚」を那覇市内

班にわかれて開催された。生徒達は、学生生活を通じて

と沖縄県慶良間諸島

建学の理念である伝教大師の
「一隅を照らす」
精神を学ぶ。

の渡嘉敷島で行った。
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