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一隅を照らす運動総本部では、去る６月15日、16日、

長崎県対馬市において地球救援活動の一環として「対馬

海岸漂流物清掃作業」を九州西教区本部（甘井亮淳教区

本部長）と九州西教区檀信徒会の協力を得て行い、島内

外からの檀信徒ら約150名が参加した。

これは、近年ゴミの多さが社会問題として取り上げら

れている対馬海岸の現状を知ってもらうと共に、ゴミ削

減のため清掃活動に参加してもらおうと、広く天台宗全

寺院に呼び掛けた。今回は「一隅を照らす運動対馬大会」

として行われ、15日午後からの開会式では、福惠善高同

運動総本部長の導師による法楽の後、甘井教区本部長ら

の挨拶があった。その後、作業着に着替えて場所を海岸

に移し、清掃作業を開始。始めに市役所担当者から作業

上の注意の説明を

受け、曇り空の下

約１時間半かけて

清掃作業に汗を流

した。

ゴミは主に漁網

やプラスチック製

のウキなど漁業関

係のものだが、中

には韓国から流れ

てきたとみられる

ペットボトルなど

も含まれていた。

砂浜に埋もれてい

るゴミの回収に苦労する参加者が多くみられた。今回回

収されたゴミの量は市役所担当者の予想をはるかに上回

り、用意された20袋の身の丈ほどある１トン袋が、また

たく間に一杯となり美

しい砂浜が甦った（写

真右下）。また、ゴミ

の中には医療廃棄物な

どの危険物が含まれて

おり、ゴミ問題が抱え

る課題を実感したと話

す参加者もいた。

総本部では、今回の

清掃活動で得たノウハ

ウを活かして、国内にある他の海岸での活動も視野に入

れながら、今後も活動していきたいと考えている。

なお、翌16日には、檀信徒総会が行われ、今回の清掃

活動に多大に尽力頂いた九州西教区檀信徒会に福惠総本

部長から感謝状が贈呈された。

その後、「伝教大師入唐帰国着船の地」とされる阿連

の伝教大師顕彰碑前において、福惠総本部長を導師とし

て九州西教区対馬

部寺院住職ら出仕

のもとに伝教大師

報恩法要が行われ

一行は厳原港から

国境の島、対馬を

後にした。

平成22年８月１日発行

発行 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

一隅を照らす運動総本部ホームページアドレス

http://ichigu.net

一隅を照らす運動総本部だより NO.22

対馬で漂流物清掃を実施
檀信徒150名が参加



●九州東大会
平成22年８月４

日、九州東教区本部
（河野英信教区本部
長）では、宮崎県延
岡市五ヶ瀬川河川敷
広場において、教区
推進大会が延岡市
「市民の集い」に併
せて開催された。今
回の大会は、今年４
月に発生した口蹄疫
被害に対して「がん
ばろう宮崎!!」をテ
ーマに、被害にあっ
た動物に対する鎮魂
慰霊のために開催された。口蹄疫被害家畜鎮魂慰霊式で
は、河川敷会場に長さ約15ｍの慰霊パネルが設置され、
河野教区本部長が供養文を読み上げ、口蹄疫の完全終息
と鎮魂慰霊を参加者全員で祈念した。また市民による献
花なども行われ、最後に参加者全員による「がんばろ
う！宮崎！安心安全！宮崎！」コールで幕を閉じた。

●兵庫大会
平成22年６月21

日、兵庫教区本部
（草別碩善教区本部
長）では、マル海渡
辺水産ハーバーホー
ルを会場に推進大会
を開催し、檀信徒約
300名が参加した。
大会では、草別教

区本部長導師による
法楽の後、一隅を照
らす運動の「実践発
表」と表彰が行われ、
檀信徒４名が日頃か
ら取り組んでいる寺
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６名が総本部長賞の表彰を受けた。
続いて、宮澤和樹氏を講師に招き『祖父清六から聞いた
宮澤賢治』と題して記念講演が行われた。宮澤氏は宮澤賢
治の実弟清六氏の孫にあたり、幼い頃に祖父から聞いた宮
澤賢治のエピソードをスライドを交えながら話した。
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■ ■ 一隅を照らす運動推進大会 ■ ■

四国教区本部研修を開催
平成22年７月８日、

四国教区本部（関覺圓
教区本部長）では、松
屋旅館（愛媛県西予市
宇和町）を会場に、四
国教区総合研修会に併
せて一隅を照らす運動
教区本部研修を開催し、教区内から住職ら15名が参加し
た。
講義は「支部の活性化と支部独自の組織作り」と題し

て、支部の組織化や実践のノウハウについて、総本部が
具体的な指導を行い、支部の活動をより活発にしていく
ことを目的に開かれた。講義後の意見交換では、支部独
自の活動報告や、一隅を照らす運動のキャラクター使用
について質問が出るなど、有意義な意見交換がなされた。

AMDAがチリ地震支援報告会を開催
平成22年６月８日、AMDA（アムダ・本部＝岡山市）

の難波妙代表部参事と石岡未和看護師が天台宗務庁に来
庁し、チリ地震の報告会を行った。

報告会は、スライドを交えてチリ地震での活動を報告。
今回のチリ地震で、AMDAは地震発生直後に医師と調
整員の第一次チームを現地へ派遣、その後石岡看護師ら
第二次チームが派遣され、政府の医療チームと連携し乳
幼児支援プロジェクトを各地で展開した。
報告会には、天台宗務庁役職員を含め、京都教区仏青

代表、天台宗寺庭婦人連合会代表など救援募金協力者約
30名が参加した。
なお、報告会に先

立ち義援金寄託式が
行われ、阿純孝同運
動理事長からAMDA
にチリ地震義援金
200万円と中国青海
省地震義援金200万
円が寄託された。

BNNと日本赤十字社に義援金を寄託
総本部では、平成22年６月10日、BNN（仏教NGOネ

ットワーク）に対し、ハイチ地震義援金として703,463
円を寄託した。これはハイチ・チリ地震義援金として総
本部が４月23日まで呼びかけた浄財5,703,463円のうちの
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703,463円。
当日は、東京芝の

増上寺明照会館にお
いてBNNの総会が開
催され、総会終了後、
天台宗から出席した
西郊良光同運動顧問
より、代表の玉川覺 師に手渡した。
また同日、同運動総本部草別善哉次長が日本赤十字社
本社を訪問し、中国青海省地震支援義援金として、総本
部が５月26日まで募った義援金4,639,893円より100万円
を三井俊介総務局組織推進部長に手渡した。

中華慈善総会に青海省地震義援金を寄託
平成22年７月１

日、総本部は中華慈
善総会に、中国青海
省地震支援の義援金
160万円を寄託した。
これは中国青海省地
震義援金として総本
部が５月26日まで呼びかけた浄財4,639,893円のうちの
160万円。
当日、阿純孝同運動理事長が北京の中華慈善総会本部
を訪問し、李本公中華慈善総会会長に義援金を手渡した。
李会長は、「会長に就任して二年目を迎えるが、日本か
ら直接北京本部を訪れ、義援金を寄付した日本の宗教団
体は初めてで非常に誠意が感じられます。被災地の再建
のため有効に使用したい。天台宗からの視察はいつでも
歓迎します。」と話した。

スマトラ島から感謝状が届く
平成22年７月12

日、SVA（シャンテ
ィ国際ボランティア
会）を通じ、地震被
災支援を行ったイン
ドネシア・スマトラ
島サリシカン村から
感謝状が総本部に届いた。
総本部では、平成21年９月30日に発生したスマトラ沖
地震支援としてSVAに対し、地震義援金30万円を寄託
していた。この支援に対して、被災地の方々から是非と
も感謝の気持ちを伝えたいということで、今回感謝状が
同ボランティア会に託された。
なおSVAからもスマトラ島沖地震被災者支援に対す

る感謝状が届いている。

◎山家会での浄財を救援募金に寄託 北総教区
平成22年６月21

日、北総教区（中
里康道宗務所長）
では、東榮寺（玉
田法信支部長）に
て教区主催の山家
会が厳修され、教
区役職員をはじめ
当番部東部住職、
檀信徒ら約120名が参加した。
法要後には、弘海厚久正徳寺住職を講師に迎え、「阿

弥陀様のお話」と題した法話があり、静まりかえった堂
内で参加者は一心に耳を傾けていた。
なお、今回の山家会では各寺院に地球救援募金への協

力が呼びかけられ、92,597円の浄財が集まり、総本部に
寄託された。

◎チャリティー墨蹟展収益を寄託　三千院
平成22年７月16日、天台宗五箇室門跡の一つである京

都大原・三千院門跡（小堀光詮門主）の大島亮幸執事長
が天台宗務庁に来庁し、「チャリティー墨蹟展」の収益
金を地球救援事務局に寄託した。
墨蹟展は、三千院門跡で

毎年６月から７月にかけて
開催される「あじさい祭り」
に併せて行われているもの
で、全国の高僧・名士の
方々が揮毫した色紙や掛け
軸などが出陳されている。
この度、地球救援募金と

して収益金の一部である20
万円が、大島執事長から福
惠善高一隅を照らす運動総
本部長に手渡された。

◎第36回青少年研修登山を開催 兵庫第１部
平成22年７月26日、兵庫教区第一部（北村弘道主事）

では恒例行事である第36回青少年比叡山研修登山を開催
し、部内各寺院から122名
の檀信徒が参加した。
今年は、横川定光院から

西塔に向かう比較的緩やか
なコースでの登山で、午後
から西塔釈迦堂において止
観の実習を行い、参加者は、
祖山比叡山の雰囲気を満喫
した。

ニュース News
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翌日は、早朝５時半より、根本中堂で、坐禅止観を実

修。その後、大書院内の清掃、延暦寺会館でのお写経に、

それぞれが熱心に取り組んでいた。

参加者の約３分の１が初参加で、ある研修生は「宮本

師の法話で、死を受け入れた時に現れる天界の風景は、

正しく我々では体験できない貴重なものだった」と感想

を述べ、又ある研修生は「俗世を離れ下界の垢を少しで

も流せた事嬉しく思いました」と語っていた。

第９回「心のつ

どい i n 比 叡山」

（一隅を照らす運

動総本部主催）を

比叡山延暦寺会館

で開催。７月14日、

15日の一泊二日の

日程で、一般公募

で募った男女29名が参加した。

先ず開講式では、一隅を照らす運動紹介のDVD放映、

福惠善高一隅を照らす運動総本部長導師による「おつと

め」があり、次にオリエンテーションや坐禅止観などの

説明があった。

第１講では『籠山行』と題し、宮本祖豊延暦寺一山円

竜院住職による法話があり、宮本師は自らの籠山行の過

酷な修行体験について話された後、「厳しい僧侶の修行

だけではなく、毎日の生活で自分の言動に気をつけるの

も一つの修行です」と説かれた。

夕 食 後 、

『笑顔満会』

と題した、噺

家である、露

の団姫（つゆ

のまるこ）先

生による落語

が行われた。

また、玉す

だれの芸も披

露され、休憩を挟んで質疑応答があった。普段、生の落

語を耳にする事のない人がほとんどで、会場は大いに盛

り上がった。

研修生は、23

才という若さ

の団姫氏に驚

き な が ら も

堂々とした態

度にプロの風

格を感じてい

た。

第9回「心のつどいin比叡山」を開催


