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ラオス小学校図書室建設を支援

決算理事会を開催、
平成20年度決算及び事業報告を承認
去る７月９日、
総本部では、小堀
光詮会長と菅原榮
光、藤崎勲副会長
の臨席を得て、一
隅を照らす運動理
事会を天台宗務庁
において開催した。
審議に先立ち、
小堀会長が挨拶され「
『温故知新』という言葉がございま
すが、私は、今は今のこの時代に相応しい『一隅を照らす
運動』が展開されて、しかるべきだと存じます。しかし、
40年の永い歴史の間にそれに携わってこられた、先徳の
方々の願いとそれを達成する努力をされてきたことを忘れ
てはならないと思います。先徳の四季交々の体験が、今日
の歴史を作り上げてきたのです。どうぞ、それを学びなが
ら、さらに前進をしていただきたい」と述べた。
議事では、平成20年度会計の決算並びに事業報告を中
心に審議され、それぞれ承認を得た。また、最後に菅原、
藤崎副会長から挨拶があり閉会した。

三宝莚のサイパンでの活動に支援
７月10日、九州東教区では一隅を照らす運動別府大会
が催された。同教区の寺田桂子寺庭婦人会会長より、募
金は「総本部を通じて講演会講師の栢木寛照師に寄託し
てほしい」との依頼を受け、総本部では、７月24日「青
少年サイパン島戦没者慰霊並
び文化交流使節」に対して秋
吉文隆総本部長より支援金が
贈られた。同使節は栢木師が
代表をつとめる、三宝莚によ
り実施されている。
栢木師は、毎年、小学校４
年生から高校３年生までの40
名をサイパン島に自費で派遣
しており、今年で30回目を迎
える。

総本部では、BAC（仏教救援センター）を通じて、
ラオスのシェーンメン小学校図書室建設のため120万円
を支援した。この図書室建設は、神奈川教区の西郊良光
圓満寺住職（同運動顧問）らがシェーンメン小学校を再
訪したことによる。同小学校は神奈川教区の支援で平成
10年に完成したものの生徒数が増加し、図書室を教室と
して使用せざるを得ない状態だった。その後、総本部は
西郊師の依頼を受け、図書室建設に向けて検討を重ねて
いた。
また、７月23日には西郊
師からシェーンメン小学校
図書室建設支援金として、
神奈川教区から30万円、圓
満寺と大聖寺（山本忍友住
職）からそれぞれ20万円の計
70万円が、秋吉文隆総本部
長に手渡された（写真）。総
本部からの支援金120万円に
は、
この浄財も含まれている。

日本ユニセフ協会へ浄財を寄託
平成21年８月４日
「比叡山宗教サミット
22周年世界平和祈りの
集い」（比叡山延暦寺）
においてユニセフへの
募金寄託式が行われ
た。この募金は、毎年
８月に行われている
「天台青少年比叡山の
集い」に参加した小中
学生が、この日のためにとお小遣いの中から出し合った
募金と、全国から寄せられた浄財を合わせたもので、募
金総額は300万円。
寄託式では、参加者を代表して上原由芽加さんより、
小堀光詮一隅を照らす運動会長へ目録が手渡され、引き
続き、小堀会長から早水研日本ユニセフ協会専務理事に
募金が贈られた。
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■ ■ 一隅を照らす運動推進大会 ■ ■
●兵庫大会

●別府大会

平成21年６月26日、
兵庫教区本部（草別碩
善教区本部長）では、
姫路市文化センターを
会場に推進大会を檀信
徒総会と併せて開催、
約300名が参加した。
大会は、草別本部長
導師による法楽、秋吉
文隆総本部長の挨拶の
後、一隅を照らす運動
の「実践発表」と表彰
が行われ、檀信徒３名
がそれぞれ日頃取り組んでいる寺院護持や菩提寺の環境
整備などの活動を発表し、さらに実践者２名を加えた５
名が表彰を受けた。
続いて、同教区法儀研修所が中心となって、『発心会』
の法要が厳かに営まれた。同研修所指導員による天台宗
発心勤行儀を用いながらの丁寧で分かりやすい発心会の
解説もあり、参加者は善心を発す決意を新たにした面持
ちであった。

平成21年７月10日、
九州東教区本部（寺田
豪明教区本部長）では、
大分県別府市の豊泉荘
で別府大会を開催。同
教区寺庭婦人会を中心
としては２回目の今大会には、檀信徒のみならず一般か
ら約280名が集った。
寺田本部長導師による法楽の後、公開講演会に移り、
第一講では大分放送キャスターの吉田寛氏が「大分の笑
い 〜なしかの心〜」と題し、健康と笑いについて講演。
第二講では、修験道法流慈照院住職・栢木寛照師が「思
いやりの心」と題し、師が自費で約30年継続しているサ
イパンでの慰霊や交流について講演された。参加者から
は来年もぜひ開催して欲しいという声も聞かれ、充実し
た大会の様子がうかがえた。

●信越大会
信越教区本部（大沢
祐仁教区本部長）では、
平成21年７月３日、長
野県阿智村の長岳寺を
会場に推進大会を開催
し、105名が参加した。
第一部では、大沢本
部長導師による法楽に
始まり、来賓の秋吉文
隆一隅を照らす運動総
本部長らが祝辞を述べ
た。
続いて、信越教区伊
那部の檀信徒総代会長が一隅を照らす運動推進の誓いと
して「実践３つの柱」を発声され、参加者全員で唱和し
た。
第二部では、文化財建造物保存技術協会の稲葉敦大阪
支部副支部長を講師に迎え、「文化財修理の仕事を通じ
て」と題した講演が行われた。稲葉氏は平成15年から５
年間、現場責任者として長野・善光寺の山門修理に携わ
った経験談を基に、文化財の調査と修理について分かり
やすく説明され、参加者は真剣に聞き入っていた。

縁日行事の募集
一隅を照らす運動総本部では、会報「きらめき」で、
全国各地で行われる様々な年中行事、特に信仰に由来し、
習俗より生まれた祭礼や儀式など伝統行事を
「縁日巡遊」
として紹介しております。具体的には、全国の天台宗寺
院の意外と知らない伝統的な行事、神仏事や縁日お祭り
など。
各支部からの情報提供をお待ち致しております。
テーマ：「くらしと信仰」
○仏教徒として生活を豊かにする情報。
○特に信仰に由来し、習俗より生まれた祭礼や行事。
○全国各地で行われる様々な縁日や行事。
○意外と知らない天台宗寺院の有名な伝統行事や神仏事。
おもな縁日（※あくまでも一例です）
妙見菩薩 毎月１日、15日、元三大師 １月３日、薬
師如来 毎月８日、鬼子母神 毎月８日、18日、28日、
虚空蔵菩薩 毎月13日、閻魔 毎月16日、歓喜天（聖天）
毎月16日、観世音菩薩 毎月18日、地蔵菩薩 毎月24日、
不動明王 毎月28日、摩利支天 亥の日、大黒天 甲子
の日、弁財天 己巳の日、帝釈天 庚申の日、毘沙門天
１月、５月、９月の最初の寅の日などなど。
また、公式ホームページ上では、支部の様々な行事を
紹介しております。
お問合せは総本部まで、申込用紙をご送付致します。
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第8回「心のつどいin比叡山」
一
泊
修 二
行 日
体 の
験

７月14、15日一泊二日
の日程で、第８回「心の
つどいin比叡山」（総本
部主催）を比叡山延暦寺
会館で開催。一般公募の
男女36名が参加した。
開講式では、一隅を照
らす運動紹介のDVD放
映、秋吉文隆総本部長導
師による「おつとめ」の
あと、オリエンテーショ
ンが行われた。
講義では『生活の中の
修行』と題し、千日回峰行者の藤波源信師（延暦寺一山
宝珠院住職）による法話があり、藤波師は回峰行につい
て「厳しい僧侶の修行だけではなく、一人ひとりが毎日
の生活で自分が出来る事をするのも一つの修行です」と
説かれた。
夕食後『自己再発見の時』をテーマに久米邦子先生
（神戸市立体育館・公民館インストラクター）が、童謡
に合わせて日頃使わない筋肉のストレッチ体操を行っ
た。
翌日は、早朝５時起床、研修生は根本中堂に入り、坐
禅止観の実習。その後、作務（境内清掃）、延暦寺会館
でのお写経に、それぞれが熱心に取り組んだ。

参 加 者 感 想 文
○坂本 文雄 東京都
はじめにモニターを使って「一隅を照らす」の説明さ
れたのが大変良かった。
○加藤 慶子 岐阜県
楽しい和の中に入らしてもらって楽しい時間を頂いて
良かった。自分を見つめる今後の人生をたのしく元気に
すごしたいと思いました。
○青山 陽視 大阪府
初めて、坐禅に参加させて頂き、自分をゆっくり止観
できるよう、10分でも、20分でも、１日の中に自分の時
間を持てるよう、生きていきたいと思いました。そして
自分の出来る事で何か、人に役立つ生き方ができるよう
日々努力していきたいとあらためて思いました。
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ニュース News

◎チャリティー墨跡展の収益を寄託 三千院
天台宗五箇室門跡のひ
とつ、京都の大原・三千
院門跡（小堀光詮門主）
では、恒例の「チャリテ
ィー墨跡展」を開催。そ
の収益金を一隅を照らす
運動総本部「地球救援事
務局」に寄託した。
この墨跡展は、毎年
「三千院あじさい祭り」
に併せて行われているも
ので、宗内外の高僧が筆
を振った色紙などが出展
されている。
７月22日、同門跡の大島亮幸執事長が、収益金の20万
円を濱中光礼一隅を照らす運動理事長に手渡した。

◎青少年比叡山研修登山を開催 兵庫第１部
７月20日、兵庫教区
第一部（北村弘道主事）
では恒例行事である青
少年比叡山研修登山を
開催し、105名の檀信
徒が比叡山の厳しい登
り坂を皆で励まし合い
ながら懸命に歩み祖山
の雰囲気を満喫した。

第18号

午後から横川中堂において研修を行い、延暦寺一山円
乗院住職の渡辺恵淳師による止観の実習は、青少年向け
でわかり易く、参加者は皆、爽やかな顔でバスに乗り込
み帰路についた。

◎青少年研修会『夏の集い』を開催 兵庫第６部
兵庫教区第６部
（真田祐昌主事）で
は、７月27日から１
泊２日の日程で、部
内寺院主催による青
少年研修会、第19回
『夏の集い』を、小
学生27名、リーダー
課程の中学生２名の
合計29名が参加のもと開催した。
この研修会は、少年犯罪や心の荒廃が問題視されてい
る現代、大自然の中で宗教的な体験をすることにより、
子どもたちの情操教育に繋がればと始められたもの。
第一会場の蓮華寺（速水亘雄住職）では開講式や法話
に続いて写経、第二会場の神池寺（荒樋榮晋住職）では
坐禅止観のほか、飯盒炊爨、ふれあいコンサート（協
力＝義積美由紀さん）、手作り教室（協力＝山内末行さ
ん）などを体験。子供たちの元気な笑顔と、真剣な眼差
しが印象的な２日間となった。

お知らせ
一隅を照らす運動総本部では皆様からの情報を
お待ち致しております。また、「総本部だより」
は公式ホームページからもご活用いただけます。

（送料込み・初回限定価格）
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