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一隅を照らす運動では、
10月６日、福島県郡山市の
郡山ユラックス熱海におい
て、東日本の各支部、北は
北海道から南は信越教区本
部までの約3,000名が参加
して、一隅を照らす運動40
周年東日本大会を開催した。

三部構成の第１部大師報
恩法要では、同運動総裁で
ある半田孝淳天台座主猊下
を大導師に東日本各教区本部長と福島教区本部内の住職
の出仕による法華懺法が厳修され、続いて同運動会長小

堀光詮三千院門跡
門主らが挨拶を述
べ幕を開けた。
第２部は、比叡
山延暦寺一山禅光
坊住職、瀬戸内寂
聴師による「一隅
を照らす心」と題
した記念法話であ

った。瀬戸内師は「“命”と
は自分以外のものを幸せに
するために授かるもの。ど
うしたら相手が幸せになる
のか思いやり、相手の痛み
を感じわかちあい、自分の
心を燃やして清い心で人生
をあるく。これが一隅を照
らす心である」とユーモアを交え3,000人の聴衆にやさし
く説いた。

第３部は、アトラク
ションとして民謡歌手
福本恵美さんの民謡と
福島教区仏教青年会に
よるこの大会にあわせ
て二年間研究された
「比叡山仏道讃仰の和
讃」が披露され、和・
洋楽器、錫杖などを駆使し新しい試みのものでとても新
鮮であった。
引き続き、当日会場で集められた浄財100万円が渡邉千
枝子同教区寺庭婦人会会長より総本部に寄託され、筧広大
同教区仏青会長の音頭の元、会場に詰めかけた聴衆が心ひ
とつに“実践３つの柱”を唱和し大会を締めくくった。
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40周年東日本大会を開催みちのく福島の地に3,000人が集う
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われた。また、地元岡山出身でロス五輪金メダリストの

森末慎二氏による「あくなき挑戦」と題した講演があり、

体操を始めた小学生時代からオリンピックで金メダルを

獲得するまでの体験談をユーモアを交えながら話す森末

氏に、会場からは笑いが絶えなかった。

最後に、葉上本部長から秋吉文隆総本部長に地球救援

募金30万円が手渡された。

●京都大会
平成21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

楽寺を会場に推進大会

を開催、170名の檀信

徒が参加した。

晴天に恵まれた当日

は、午前10時から竹内

長敬同寺貫主導師のも

と、教区本部内寺院住

職が出仕し、宗祖降誕

会慶讃法要が厳かに奉

修された後、写経会が

行われた。

午後からは、穴穂本部長、来賓の秋吉文隆総本部長の

挨拶ののち、教育者で曹洞宗僧侶の無着成恭師が法話を

行い、お釈迦様や伝教大師最澄の教えについてわかりや

すく話された。無着師のユーモア溢れる法話に、会場か

らは笑いが絶えなかった。

次に、日本よし笛協会代表の菊井了氏が葦笛演奏で「川

の流れのように」や「琵琶湖周航の歌」を披露し、閉会と

なった。

なお、当日のお写経300巻が総本部に納められた。

●滋賀大会
滋賀教区本部（長山慈信教区本部長）では、平成21年

10月27日、大津市坂本の天台宗務庁を会場に、推進大会

を檀信徒総会と併せて開催、住職・檀信徒合わせて220

名が参加した。

大会は法楽と宗歌斉

唱の後、一隅を照らす

運動の実践活動をされ

ている代表者３名が、

教区本部長賞を受賞

し、引き続き濱中光礼

●神奈川大会
平成21年９月３日、

神奈川教区本部（溝江

光運教区本部長）では、

推進大会を神奈川県立

音楽堂を会場に開催、

約1,050名の参加者が

集った。

第一部では、溝江本

部長を導師に参加者全

員で法楽が行われた。

その後、溝江本部長と

秋吉文隆総本部長の挨

拶があった。

第二部では、聲明公

演として、小堀光雄清柳院住職による解説にはじまり、

大久保信祥無量院副住職による旋律指導。さらに、同教

区仏教青年会による公演があった。

第三部では、作家・五木寛之氏が「慈のこころ　悲の

こころ」と題し講演。五木氏は、この日の聲明公演に大

変感動し、自己の研究分野である聲明について熱く話す

場面もあり、参加者は聞き入っていた。

なお、当日、会場で集められた浄財60万円が、地球救

援事務局に寄託された。

●岡山大会
平成21年10月１日、

岡山教区本部（葉上観

行教区本部長）では、

第10回推進大会を岡山

ロイヤルホテルで開

催。10年ぶりに行われ

た今大会には約800名

が集った。

はじめに、総裁の半

田孝淳天台座主猊下を

大導師に、教区内寺院

住職14名が出仕して世

界恒久平和祈願法要が

厳修された。

次に、同運動会長の小堀光詮三千院門跡門主が挨拶、

濱中光礼理事長と武覚超副理事長が祝辞を述べた。続い

て実践者表彰が行われ、会長賞２名と教区表彰３名に賞

状が手渡された。

その後、常楽院法流の永田法順師による琵琶法要が行

■ ■ 一隅を照らす運動推進大会 ■ ■
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理事長と中村徹信同教

区議会議長の祝辞があ

った。

休憩の後、各支部に

記念樹贈呈として木札

と苗木が渡された。

また、今年度、総本

部より活動支部と認定された木村孝英慈音院支部長が、

認定証を受け寺院護持や地元での活動などを発表した。

引き続いての講演では「道心」と題し、山田能裕延暦

寺一山瑞応院住職（びわ湖トラスト理事長）が「一人ひ

とりが目標を定め実践し、一隅を照らすことが大切」と話

し、その具体例として一食を捧げる運動などを説明された。

なお、当日会場で集められた浄財が、地球救援事務局

に寄託された。

●栃木大会
平成21年10月29日、

栃木教区本部（齋藤宏

明教区本部長）では、

第６回推進大会を宇都

宮市文化会館で開催

し、約1800名の檀信徒

が集った。

第１部では、日光山

輪王寺門跡の菅原榮光

門主を導師に、教区内

寺院住職が出仕して法

要が厳修された。

齋藤本部長の挨拶の

後、同運動会長の小堀

光詮三千院門跡門主、濱中光礼理事長らが祝辞を述べた。

続いて、手塚庄右衛門教区檀信徒会長の音頭の元、大会

宣言として実践３つの柱を参加者全員で唱和した。

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 FAX：077-579-2516

第２部では、龍泉寺御詠歌衆による「この国に一隅を

照らさん」の合唱が行われた後、壬生寺保育園園児33名

が円仁太鼓の演奏を披露。園児のかわいくもあり、息の

あった演奏に参加者から大きな拍手が贈られた。

その後、教育者で曹洞宗泉福寺住職の無着成恭師が

「子供は誰でも大人になれるのか？〈人権と人格〉」と題

し、講演。無着師のユーモア溢れる講演に会場からは笑

いが絶えなかった。

最後に、手塚檀信徒会長から秋吉文隆総本部長に集ま

った浄財が地球救援募金として寄託された。

ggggggggggggggggggggggggggggggg

三岐教区本部研修を開催
平成21年10月

23日、三岐教区

本部（森喜良教

区本部長）では、

「湯の山温泉グ

リーンホテル」

（三重県三重郡

菰野町）を会場

に、三岐教区研

修会に併せて、一隅を照らす運動教区研修を開催、総本

部が第１講で「支部の活性化と支部独自の組織作り」と

題した講義を行った。

今回の講義は、前年度に引き続き、支部の組織化や実

践のノウハウについて、総本部がより具体的な指導を行

うことを目的に開かれた。教区内から住職ら19名が参加

し、講義の後に意見交換があった。

受講者からは、会報『きらめき』受注部数について

「支部の希望通り発送してもらえるか？」、『きらめき』

設置場所の質問や救援募金箱のサイズについてなどの意

見があり、有意義な意見交換がなされた。
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第9回公開講座を開催
一隅を照らす運

動総本部では、公

開講座を平成21年

９月29日に天台宗

務庁で開催した。

第９回となるこの

度の公開講座で

は、演題「一日一

生」と題し、延暦寺一山長寿院住職・酒井雄哉師（千日回峰

行者）を迎え、ひろく一般から約300名の参加者が集まった。

酒井師は、「生きている事自体幸せなので一日一日を大切

にして、何事に対しても感謝の心を持って暮らしましょう」

など修行体験の話を織り交ぜながら分かりやすく話された。

また、「阿闍梨さんを囲んで」と題して質問の時間がも

たれ、参加者の様々な質

問に対して日常の出来事

を用いながら、丁寧に答

えられた。

最後に酒井阿闍梨から

一人ひとりにお加持があ

り閉会した。

聖エジディオに支援金を寄託
総本部では、世

界の子どもたちの

福祉と教育向上を

願って、毎年、イ

タリアの聖エジデ

ィオ共同体を支援

しており、ヨーロ

ッパで開催される「世界宗教者平和の祈りの集い」で、

代表者が支援金を贈呈している。

本年も平成21年９月６日から８日まで、聖エジディオ

共同体が主催する「第23回世界宗教者平和の祈りの集い」

がポーランドのクラクフで開催された。

７日には、今回の「第23回世界宗教者平和の祈りの集

い」天台宗代表使節団団長を務めた濱中光礼一隅を照ら

す運動理事長が、聖エジディオ共同体のアゴスティー

ノ・ジョバンニョーリ教授に共同体活動支援金として30

万円を手渡した。

台風8号被害の台湾に緊急支援
平成21年９月３日、総本部では、緊急救援として８月

７日から８日にかけ台湾を襲った台風８号の被害に対し

て支援金50万円を

支援した。支援先

は、台北駐日経済

文化代表処（東京

都港区）で秋吉文

隆総本部長から薛

銀樹（セツギンジ

ュ）文化組秘書に

手渡された。

支援金50万円には南総教区本部笠森寺の小川長圓師か

らの138,057円の浄財も含まれている。

また、８月９日から10日にかけ兵庫県佐用町を中心に

大きな被害を出した台風９号の水害義援金として８月27

日に緊急救援引当金より兵庫県に30万円、岡山県に20万

円を贈った。

平成21年11月４日から８日までの日程で「ラオス・シ

ェーンメン小学校図書室落成式ツアー」に秋吉文隆総本

部長及び神奈川教区有志（住職・寺庭婦人・檀信徒）の

10名が参加。一行は、ラオスの首都ヴィエンチャンから

北に370ｋｍ、古都ルアンパバン近郊シェーンメン村で、

７日落成式に参列した。

これまで総本部では、海外支援活動の一環としてラオ

ス学校建設支援を平成４年から始め、現在までに23校を

贈っている。

今回、建設するのは今年７月に総本部が支援したシェ

ーンメン小学校（平成10年神奈川教区本部支援）図書室

で8月にはBAC（仏教救援センター・伊藤佳通理事長）

を通じて着工していた。

一行は、11月４日に日本を出国、ベトナムのハノイを

経由し６日にラオスのルアンパバンに入国。

翌７日、川を船で渡り対岸のシェーンメン村に到着。

ラオス・シェーンメン小学校に
図書室を寄贈

落成したシェーンメン小学校図書室



一隅を照らす運動総本部では、平成19年度から宗祖伝
教大師のお言葉「己を忘れて他を利するは慈悲の極み也」
の精神の実践活動でもある社会奉仕活動を永年にわたり
実践する１教区１支部を奨励しています。平成21年度の
助成支部は以下のとおり。

滋賀教区本部
慈音院支部（木村孝英支部長）
●事 業 名：街角ふれあいの場づくり
●該当事業：まちづくり、その他
●活動年数：17年
●人　　数：寺族２名、信徒25名、一般５～６名
●日　　時：毎月24日　午前10時～12時
●場　　所：六角地蔵堂周辺

●要　　旨：街角ふれあいの場づくりは、六角地蔵堂
（甲賀市指定文化財）界隈での催しに参加する人々の
交流をとおして、心が通い合う温かいまちづくりのお
手伝いをする。特に近年は、慈音院信徒が協力して地
蔵さんの縁日に周辺の清掃、参詣者の接待、特産品を
販売する。

近畿教区本部
東光寺支部（田中亮保支部長）
●事 業 名：湯ノ峰温泉美化奉仕
●活動年数：５年
●該当事業：清掃奉仕・環境保全
●日　　時：平成21年６月５日（金）８時～11時
●場　　所：和歌山県田辺市本宮町湯ノ峰
●人　　数：寺族１名、会員３名

●要　　旨：湯峰温泉から本宮大社へ向かう熊野古道入
口を中心に清掃作業を行う。人数は少ないが、ゆっく
り時間をかけて行う毎月一回の活動。
山道口にかぶさっていた山枝等がなくなり「大変明る
く歩きやすくなった」と観光客に大変喜ばれている。

兵庫教区本部
相應峰寺支部（小川弘眞支部長）
●事 業 名：「実践！心のよりどころとその支援啓発活動」
●支部活動年間：６年

－5－

一隅を照らす運動総本部だより 平成21年11月13日発行　第19号

平成21年度支部活動助成支部

全校生徒が、整列して出迎

えてくれるという大歓迎ぶ

りで、一行はその中をくぐ

り、式典会場に進んだ。

式典では、総本部で準備

した寄贈プレートを図書室

正面に設置。また、子ども

たちへのプレゼントとして

参加者が持ち寄った文房具

を当日、記念品として小学

校校長に手渡した。

その後、村人たちが参加

者の腕に綿の白い紐（バッ

シー）を巻いて感謝の意を

表すラオス恒例の「バッシ

ーセレモニー」とよばれる

宗教儀礼や「ラオラオ」

（ラオス焼酎）という祝い

酒でのもてなしがあり、村

人と教室で食事を共にし、

生徒や教員との交流をはか

り、延々と楽しい時を過ごした。

総本部では、今後もＢＡＣと協力しながらラオスへの

支援を続けていきたいと考えている。

村を挙げての歓迎を受けて、この真っ白い図書室がど

んなに喜ばれているかを感じた。ラオスの子どもたちの

笑顔の中に東アジアの人々とは、また異なった心からの

親しみが感じられた。長年に渡った不幸な戦争や内戦に

巻き込まれることがなかったら、この国はもっとすばら

しい。そんな印象を持った。

（報告・小林慈誠）

全校生徒をあげての歓迎

バッシーセレモニーの様子



東海教区本部
高田寺支部（柴田真成支部長）
●事 業 名：高田寺道風公献書展
●該当事業：教育、文化
●活動年数：25年
●日　　時：平成20年11月８、９日　９時～16時
●会　　場：北名古屋市立高田寺学習等供用施設
●人　　数：寺族６名、会員百名、一般二千名

●要　　旨：当寺は、三蹟の一人、小野道風ゆかりの寺。
今回で25回開催。地元の協力を得て本尊縁日に開催。
毎回二千点以上の出品をえる。伝教大師のみ教えを将
来をになう青少年に書道を通して伝えてゆく。

神奈川教区本部
妙圓寺支部（池田正顕支部長）
●事 業 名：チャリティーバザー（年１回）
●該当事業：福祉
●活動年数：15年
●日　　時：１月12日　12時半～15時
●場　　所：妙圓寺
●人　　数：寺族５名、檀徒２名、信徒10名、一般20名
●要　　旨：檀信徒・一般より未使用の品を収集し販
売。カレー、おこわ、おもちの手作り食品や、手作り
のつるし雛の販売。さらに地域で収穫された農作物の
販売。

●該当事業：福祉、その他
●日　　時：年中随時
●場　　所：相應峰寺山上展望台、保育園、小中学校等
●人　　数：寺族２名、檀徒50名、信徒40名
●要　　旨：宗教心の啓発と人材や郷土の活性を目的
に、４月に観音山山頂に大型鯉幟３匹、祝日には国旗
を掲揚。市街地からよく見え、風物詩となっている。
また、独居老人の身元引受人として、毎月、病院への
診療付添と慰問などを行っている。

岡山教区本部
西福寺支部（田中孝楓支部長）
●事 業 名：西福寺春祭り法要、地域清掃奉仕等
●活動年数：約30年
●該当事業：清掃奉仕、環境保全
●日　　時：平成21年４月26日 12：30～17：40
●場　　所：慶光山　西福寺
●人　　数：寺族３名、会員30名
●要　　旨：毎年、春、秋の先祖供養法要を中心として、
地域の住民と檀徒が一体となり、寺やその他の周辺地
域、墓地、道路等の清掃を行っている。法要は、長年の
地道な活動のおかげで地域の一つの楽しみになり、"○
○祭り"と呼ばれる程となっている。

山陰教区本部
大雲院支部（田尻光照支部長）
●事 業 名：地蔵盆子供夜店（年１回）
●活動年数：25年
●該当事業：教育
●日　　時：平成21年８月23日（日）18時～21時
●場　　所：大雲院
●人　　数：寺族４名、一般10名
●要　　旨：「子供たちに夏の一夜の想い出を」を目的
に今年で25年目の行事。小学４年以上中学２年までの
子供たちに、10数の店をまかせる。以前は全く大人の
手をかけず運営していたが、近年少子化で大人の手伝
いも増えている。地域の枠もなく、誰でも気軽に遊べ
る行事となっている。
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なお、売上金をインド子供基金に贈呈。自坊の初弁天
法要の際に実施している。

東京教区本部
大圓寺支部（福田豊衍支部長）
●事 業 名：大圓寺福祉作業所　竹の子坊
●該当事業：福祉
●支部活動年数：６年
●場　　所：東京都目黒区中町1－25－22
●要　　旨：授産所施設、地域支援を目的に中町にある
大圓寺別地にて福祉の地域のありかたを永年考察。地
域福祉支援を重視した型で、他数ある小規模の福祉団
体を目黒区と共に選考し土地、建物をテナントとして
提供。
各福祉団体の作業内容は、お弁当など食べ物作りや、
小物商品の作成などがある。

南総教区本部
萬福寺支部（奈良康信支部長）
●事 業 名：萬福寺サロンいこい
●該当事業：福祉、まちづくり、慰問
●活動年数：５年
●日　　時：年間26回（月２回）９時半～14時半
●場　　所：萬福寺
●人　　数：寺族３名、檀徒17名、一般５名
●要　　旨：ボランティア活動を通して、地域の高齢者
及び住民が健康でいきいきと安心して暮らせる町づく
りを目的に年間26回（月２回）の活動の中には、地元
の小・中学校、保育園・幼稚園、老人ホーム千の風の
訪問。萬福寺サロンでは、地域集会場の草取り、七夕
まつりと健康チェック（保健婦）、防災訓練への参加、
太巻ずしへの挑戦など、学習課題を設定し、活気のあ
るサロンの運営に努めている。

群馬教区本部
正法院支部（藤井祐心支部長）
●事 業 名：正法院と三柱神社の清掃（年24回）
●該当事業：清掃奉仕、環境保全
●活動年数：35年位
●場　　所：正法院・三柱神社の境内とその周辺道路
●人　　数：寺族１名、檀徒15名、信徒25名
●要　　旨：寺と神社と町道の掃除を目的に年24回、朝
の８時から４時半頃まで実施。大きな行事のある時は
植木の伐採までを行う。老人会の当番の時は本堂にて
般若心経を唱え、法話をする。

栃木教区本部
徳蔵寺支部（源田晃澄支部長）
●事 業 名：徳蔵寺ピンポン大会
●活動年数：35年

●該当事業：福祉、教育
●日　　時：平成20年９月７日　13時～18時
●場　　所：徳蔵寺（ピンポン寺）
●人　　数：寺族６名、会員61名、一般300名

●要　　旨：卓球を通し、親子・家族のふれあい、地域
との交流を目的に始め33年目となる。
卓球は室内競技だが、参加者多数の為、境内に卓球台
を並べる。足場や風などでのハンディ、番狂わせも含
めて楽しんでもらう。また、寺はいつも開放し、子供
や老人や外国人のサロンとなっている。

福島教区本部
観音寺支部（中村久生支部長）
●活動年数：21年
●事 業 名：如意輪観音並びに百観音祭
●該当事業：清掃奉仕、教育、文化
●日　　時：平成21年８月17日　10時～15時半
●場　　所：鈴石　観音寺
●人　　数：寺族３名、会員80名、一般200名

●要　　旨：午前中は護摩祈祷。午後、天台宗住職によ
る法話ののち、歌謡ショー等のアトラクションをおこ
なう。前日はその準備のため、90名の会員により境内、
百観音参道、寺周辺の清掃奉仕作業をおこなっている。
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として地球救援募金を実施。この日集まった浄財28,240円
を総本部に寄託した。

◎滋賀教区本部が宗務庁に植樹
平成21年11月12日天台宗務庁に於いて、長山慈信滋賀

教区本部長が、菩提樹苗木（80cm位）を持参、秋吉文隆
総本部長と共に天台宗務庁玄関前の伝教大師像脇に「一
隅を照らす木」の植樹を行った。
この植木は、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、昨年より同教区本部が独自に展開
する活動で、推進大会で「一隅を照らす木」のプレートを配
り、各支部の境内に植わ
る樹木や、新たに植える
木にそのプレートを掲げ
各支部のシンボルとなる
ことを目的としている。
本年は、10月27日の大

会当日に配布された180
本の菩提樹苗木は、それ
ぞれの寺院支部の檀信徒
らによって植樹された。

◎比叡山中学チャリティーバザー
平成21年10月２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、
秋吉文隆総本部長に、チ
ャリティーバザーの収益
金18,111円を地球救援募
金として手渡した。生徒
は「バザーの準備が大変
だったが、生徒みんなが
協力して、その収益が人
のために役立つのはうれ
しい。来年も続けたい」
と語った。ボランティア委員が一生懸命取り組んで集ま
った収益金は、地球救援募金として役立てられる。

◎兵庫・常樂寺寄席の浄財を寄託
兵庫教区常樂寺（板倉宥海支部長）では、９月21日の
夜に第三回目になる落語会を開催。
当日は、桂文鹿さんに依頼して笑福亭鶴二さん、笑福
亭由瓶さんの噺家三人
で落語や小噺を披露。
本堂には、笑いが絶え
ることなく、時の経つ
のを忘れたひと時であ
った。
寄席が始まる前に

は、一隅を照らす一環

ニュース News

●使用済み切手募集！

●書き損じハガキ募集！

●プリカの募集！

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。


