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師走の恒例行事となった天台宗全国一斉托鉢は、今年
で25回目を迎えた。12月１日、比叡山麓坂本地区では、
半田孝淳天台座主猊下を先頭に天台宗の役職員、延暦寺
の僧侶、延暦寺・滋賀教区の寺庭婦人ら約百名が参加し、
戸別托鉢や街頭募金を行った。
また、一隅を照らす運動では12月を『地球救援募金教
化月間』と定めており、各教区本部や支部を中心に全国
59ヶ所で街頭托鉢や戸別托鉢が行われた。この托鉢に寄
せられた浄財は、地域社会の福祉向上のために地元の社
会福祉協議会やNHKの歳末たすけあい運動などに届けら
れた。（全国各地の詳細については次号掲載）

平成22年11月２日から６日まで一隅を照らす運動総本
部では、第15回ラオス交流親善視察団を派遣。福惠善高
同運動総本部長を団長に７名が参加した。今視察は、ラ
オスにおいて過去総本部が建設支援を行った学校を視察
することが目的で、11月３日、一行はラオスの首都ビエ
ンチャンにある小学校４校を訪問した。

最初に訪問したのは、平成８年に総本部が建設支援し
たドンサワッド小学校。校舎は今もきれいに使用されて
いた。次に近郊のノンウァイ小学校を訪れ、先生から現
状報告を受けた。三校目はノンニャオ小学校を訪問。こ
の学校は、最近近くに私立小学校ができた影響で子ども
がそちらへ転校したので、十教室のうち六教室しか使用
されていなかった。四校目は市街地から遠く離れたソム
サマイ小学校。ここは総本部が平成４年にラオスで初め
て建設支援した学校である。到着すると子ども達が授業
を中断し、校門
まで出迎えてく
れた。
４日は古都ル

アンパバンへ移
動。神奈川教区
本部が建設支援
したシェーメン
小学校とナータ
ー幼稚園を訪問
した。シェーメン小学校では熱烈な歓迎ぶりで、我々の
ために保護者がラオス風焼きそばを作り、振る舞ってく
れた。その後、校長先生や村長から学校と村の現状報告
を受けた。
今回の訪問で、これまで建設支援をした学校が今も大

切に使われていることがわかり、学校建設支援の成果と
教育の重要性を改めて感じた。【報告　赤松善暢】

参加者は以下の通り（順不動敬称略）団長＝福惠善高、
源田清弘、鳥海昭二郎、市川裕介、浅井まどか、赤松善
暢、上田公平
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らわかりやすく話された。次に、二胡奏者佐野忠子先生

と天翔楽団の演奏で「あかとんぼ」や「上を向いて歩こ

う」などを披露し、参加者は普段なかなか聴くことのな

い音色に耳を傾けていた。

●滋賀大会
平成22年10月28日、

滋賀教区本部（長山慈

信教区本部長）では、

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

催し、住職・檀信徒ら

250名が参加した。

午前の部では、長山

教区本部長導師による

法楽が厳修され、阿純

孝同運動理事長と中村

徹信教区議会議長から

の祝辞があった。滋賀教区本部の推進大会は毎年独自の

企画が盛り込まれるが、今年度は写経会を取り入れ、短

い経文を書写し、集中して写経に打ち込んでいた。

午後からは、ルポライターの高橋繁行氏による『いの

ちかがやく』と題した講演があり「死ぬときにいのちを

かがやかせるために、今この瞬間を大切にいきていこう」

と、自分の母親の介護経験や、友人を看取った経験をも

とにした体験談を語った。

最後に、当日会場で集められた浄財146,970円が一隅

を照らす運動総本部に寄託された。

●茨城大会
茨城教区本部（寺門俊文教区本部長）では、平成22年

10月30日、第４部妙行寺（大宮孝舒支部長）を会場に、

推進大会を開催し約80名が参加した。

15回目を数える今大会は、前年同様に「一隅を照らす人び

との集い」をテーマに実施され、寺門本部長導師による法

楽の後、今年度総本部から支部活動助成を受けた大宮孝舒

支部長へ管野弘順事務

局長より認定証が伝達

された。

引き続き、来賓の福

惠善高同運動総本部長

から祝辞があり、大宮

支部長によるスライド

●東海大会
東海教区本部（中村

廣文教区本部長）では、

平成22年10月２日、愛

知県名古屋市の名鉄ホ

ールを会場に、推進大

会を開催。1,000余名

が集った。

大会では、阿純孝同

運動理事長と中村教区

本部長の挨拶、授賞式

がおこなわれ、檀信徒

６名が実践者表彰とし

て教区本部長賞を授賞

した。また、中村教区本部長より福惠善高同運動総本部

長に地球救援募金として100万円の目録が贈呈された。

講演では、ライフミッショナリー白井のり子先生が、

『典子は、今』と題した講演をされ「真のバリアフリー

実現には、障害者と決めつけて手を差し伸べるのではな

く、相手の事を認め、声をかける事が大切」と語られた。

休憩の後、九州西教区普光寺住職池田智鏡師による

「琵琶が奏でる女の半生」と題した琵琶演奏と寺庭婦人

会による比叡山仏道讃仰和讃があり閉会した。

●京都大会
平成22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

会を開催し、216名の檀信徒が参加した。

大会に先立ち、午前10時から教区本部内寺院住職が出

仕し、伝教大師降誕会法要が厳かに奉修され、11時から

は写経会も行われた。

午後１時からは推進大会に移り、穴穂教区本部長、来

賓の福惠善高同運動総

本部長が挨拶した。引

き続き法相宗大本山薬

師寺管主山田法胤師を

講師に迎え『人生の生

き方』と題した講演が

あった。山田師は「喜

んで与える人間となろ

う。それこそが一隅を

照らすということで

す。」と仏教の教えを

俳句や川柳を交えなが
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■ ■ 一隅を照らす運動推進大会 ■ ■
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ショーを用いたラオス

教育支援報告があっ

た。

また、安井清子氏

（ラオス山のこども文

庫基金代表）を講師に

迎え『ラオス・シヴィ

ライ村の子どもたちと出会って』と題した講演が行われ

た。ラオス国内で図書の普及と図書館の建設・運営につ

いて話された。

さらに、ラオス人留学生によるラオス舞踊と人形劇が

あり、閉会した。

●近畿大会
近畿教区本部（高岡

保博教区本部長）では、

平成22年11月３日、奈

良県明日香村の橘寺

（高内良輯住職）を会場

に、「推進大会」、並び

に霜月会（天台会）を

開催した。晴天に恵ま

れた今大会は、約100名

の寺院関係者・檀信徒

が橘寺太子殿に集った。

午前10時30分から教

区本部内寺院住職出仕

のもと、法要が厳かに奉修され、つづいて寺庭婦人によ

るご詠歌があった。

午前11時30分から推進大会に移り、高岡教区本部長と

高内支部長の挨拶後、今回講師の小林隆彰師（延暦寺一

山千手院住職）が講演。小林師は、「三世の教え」や

「無財の七施」などを交えた法話をされた。

「不滅の法灯は、ただ灯りとしてだけでなく、皆が明

るく、周りの人間も明るく灯されて、社会全体が幸せに

なるようにとの思いが、伝教大師の真意なのです」と語

られた。分かり易く楽しい講演に参加者からは、充実し

た表情が窺えた。

●山陰大会
山陰教区本部（見上知正教区本部長）では、平成22年

11月10日、鳥取市のとりぎん文化会館を会場に、第５回

推進大会を開催し、約550名の参加者が集まった。

オープニングセレモニーでは、小堀光詮一隅を照らす

運動会長を大導師として法楽が厳修された。引き続き、

実践者表彰として檀徒１名が総本部長賞の表彰を受け

た。

次に、噺家の露
つゆ

の団
まる

姫
こ

氏によるお説教落語

があり、古代インドの

民間説話を集めた仏典

『百
ひゃく

喩
ゆ

経
きょう

』をもとにし

た古典落語『松山鏡』

や南京玉すだれを披露

した。

続いて記念講演で

は、女優の小山明子氏

を講師に招き「二人三

脚で乗り越えた介護の

日々～今日も二人で

～」と題して講演され、夫との介護生活について「介護

うつを乗り越え10年間夫を支えてこられたのは、みんな

の笑顔のおかげです。」と語られた。

最後に、地球救援募金として今大会で集められた浄財

200,900円が、見上教区本部長から福惠同運動総本部長

に寄託され幕を閉じた。

●群馬大会
群馬教区本部（藤井

祐順教区本部長）は、

平成22年11月16日、群

馬県「伊勢崎市文化会

館」を会場に、第10回

となる推進大会を開催

し、1,550名が集った。

この大会は毎年開催

している年次大会とは

別に４年に一度開催し

ている

開会式では、記念法

要として雅楽をともな

った声明唄散華、和讃、詠舞の奉納、藤井教区本部長導

師による法楽、福惠善高同運動総本部長の祝辞があった。

次に実践者表彰として７支部へ教区本部長賞。また、

福惠総本部長から群馬教区本部に対して表彰状が伝達さ

れた。

休憩を挟んで、「かしまし娘」として著名な正司歌江

氏による「人と人、心と心のふれあい」と題した記念講

演があった。正司氏は「自分も多くの人に支えられて生

かして頂いているのです」と語りかけられた。

閉会式では、谷晃昭一隅を照らす運動群馬教区本部会

長より、大会での浄財1,040,700円が福惠総本部長に手渡

された。
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一隅を照らす運動教区研修を開催

◆兵庫教区本部

平成22年８月

30日、太山寺温

泉なでしこの湯

（兵庫県神戸市）

において、兵庫

教区教学研修会

が開催され、総

本部による『支部の活性化と支部独自の組織作り』と題

した講義があり、教区内から住職・教師ら92名が参加し

た。今回の研修では各支部での活動を再確認し、支部単

位での組織の充実をはかる意味で、総本部より説明が行

われた。また、現在総本部で行っている活動についての

質問が出るなど、活発は意見交換がなされた。

◆埼玉教区本部

平成22年11月

27日、埼玉教区

本部（吉田亮照

教区本部長）で

は、喜多院斎霊

殿（川越市）を

会場に埼玉教区

布教師会合同研修会が行われ、総本部が『支部の活性化

と支部独自の組織作り』と題した講義を行い、教区内か

ら住職ら26名が参加した。受講者からは、会報『きらめ

き』受注部数について「季節ごとに支部の希望部数を発

送してもらえるか」や、教育里親制度への質問やポスタ

ーに関する意見が出るなど、有意義な研修となった。

第10回公開講座を開催

総本部では、

平成22年９月30

日に天台宗務庁

にて公開講座を

開催した。第10

回となる今回の

公開講座では、

「仏像を感じる

旅にでかけよう」と題し、仏像ガールさん（仏像ナビゲ

ーター）を迎え、ひろく一般から約250名の参加者が集

まった。

講演では、仏像ガールとなった経緯や日本各地の仏像

写真をプロジェクターを用いて解説し「難しく考えない

で、自然に感じてほしい」と話され、参加者に感想を問

いかけて回られた。

また、第２部「もっと仏像ガールに近づいて」と題し

た質問の時間には、仏像参拝の作法など、参加者の様々

な質問に対して丁寧に答えられた。

パキスタン洪水災害義援金を寄託

平成22年10月

13日、総本部は、

日本赤十字社、

世界仏教徒連盟

（WFB）、仏教

NGOネットワー

ク（BNN）、シ

ャンティ国際ボ

ランティア会（SVA）の各事務所を訪問し、パキスタン

洪水災害義援金を寄託した。この義援金は今年７月に発

生したパキスタン洪水災害に対して、総本部が９月24日

までに宗内各寺院などに呼びかけて集まった4,403,629円

で、当日は福惠善高同運動総本部長が東京にある各事務

所を訪問した。

最初に訪れた日本赤十字社では、三井俊介総務局組織

推進部長に義援金100万円を手渡し、現地での活動につ

いて説明を受けた（写真上）。次に世界仏教徒連盟を訪

れ、同連盟人道支援委員会の正本乗光委員長と面談し、

義援金70万円を（写真下）、また、仏教NGOネットワー

クを訪れ、茂田真澄事務局長に義援金703,629円をそれぞ

れ寄託した。最後にシャンティ国際ボランティア会を訪

れ、関尚士事務局長に義援金100万円を寄託し、現地の

状況について説

明を受けた。

なお、岡山に

本部があるNPO

法人AMDAに対

しても、10月８

日に100万円を支

援した。
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聖エジディオ共同体に支援金を寄託
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22年10月２日から９日まで、聖エジディオ
共同体が主催する「第24回世界宗教者平和の祈りの集い」
がスペインのバルセロナで開催された。５日には、今回
の「第24回世界宗教者平和の祈りの集い」天台宗代表使
節団団長を務めた栢木寛照天台宗宗議会議長が、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。

一隅を照らす運動総本部では、平成19年度から宗祖大
師のお言葉「己を忘れて他を利するは慈悲の極みなり」
の精神で社会奉仕活動を永年にわたり実践する１教区１
支部を奨励し助成を行なっています。平成22年度の助成
支部は以下の通り。

近畿教区本部
了法寺支部（小林慈享支部長）
●事 業 名：墓地での清掃及びゴミの焼却作業
●活動年数：30年
●該当事業：清掃奉仕
●日　　時：平成22年６月８日（火）８時30分～12時30分
●場　　所：和歌山県和歌山市坂田
●人　　数：寺族２名、檀徒６名

●要　　旨：了法寺では古くからの旧墓地や近年造成さ
れた新霊園のほとんどが山中にある。現在では1000基の
石塔があり、日々の墓参りの後に大量のゴミが出ている。
住職と寺族で対処しているがとても追いつかず、寺総代
が２ヶ月に３回の割合で清掃、木々の伐採、ゴミの焼却
といった墓地の保全活動に尽力している。

兵庫教区本部
随願寺支部（加藤哲崇支部長）
●事 業 名：随願寺鬼追式に関する行事等
●活動年数：42年
●該当事業：清掃奉仕・環境保全・文化
●日　　時：毎年２月11日９時～16時
●場　　所：随願寺
●人　　数：寺族８名、檀徒10名、信徒20名、一般100名
●要　　旨：「随願寺愛存会」を組織し、常日頃より出
来る人が出来る範囲で清掃活動を行っている。特に随願
寺の伝統行事である鬼追式では、境内の清掃整理や当日
の行事企画など、準備段階から多くの人々に協力を得て
いる。また、山道がハイキング道になっており、山道周
辺のゴミ拾いや枯木の整理、草刈りなど数々の清掃活動
も行っている。

岡山教区本部
餘慶寺支部（大石惠海支部長）
●事 業 名：森林整備
●活動年数：11年
●該当事業：環境保全・文化
●場　　所：餘慶寺
●人　　数：寺族７名、檀徒60名、信徒20名、一般20名
●要　　旨：餘慶寺が所在する上寺山は、古来より地域
住民の信仰を集め親しまれてきた。その上寺山を親しめ
る里山にし、地元の文化を伝えていくことを目的に「上
寺山を良くする会」を組織し、環境整備を行っている。
また住民に餘慶寺の年中行事への協力を呼びかけ、境内
のライトアップ、スタンプラリーなどを行っている。

平成22年度支部活動助成支部
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山陰教区本部
興隆寺支部（市原修俊支部長）
●事 業 名：山寺コンサート
●活動年数：２年
●該当事業：まちづくり・文化
●日　　時：平成22年10月23日14時～16時
●場　　所：興隆寺
●人　　数：寺族３名、信徒20名、一般150名
●要　　旨：興隆寺で室町時代から行われていた「二月
会」の復活を模索する中で、狂言演者、琴奏者との共催
により地域に根ざした活動として「山寺コンサート」を
実施している。一般来場者からの絶賛の声も多く、地域
住民の協力もあり、当寺からの発信として地域に密着し
たまちづくりにも貢献している。

東海教区本部
蓮華寺支部（高木善立支部長）
●事 業 名：地球救援活動
●活動年数：29年
●該当事業：社会福祉
●人　　数：寺族２名、檀信徒65名、一般５名
●要　　旨：「一隅を照らす運動蓮華寺支部」を組織し、
世のため人のために行動することを主眼として１日10円
募金を実施している。また、地球救援活動としてラオス
学校建設支援を行ったり、地元の社会福祉協議会へ義援
金を寄託したり、歳末たすけあい運動に参加するなど積
極的に救援活動を行っている。

神奈川教区本部
命徳寺支部（多田孝正支部長）
●事 業 名：音楽会、落語会、ゲートボール大会
●活動年数：20年
●該当事業：まちづくり・文化
●場　　所：命徳寺境内
●人　　数：寺族４名、檀徒200名、一般300名
●要　　旨：地域住民とのふれあいや地域への参画を目
的として、音楽会、落語寄席、ゲートボール大会開催時
に施設を開放している。また、ボーイスカウト活動への
助成や地元商店街で鬼子母神稚児行列にも参画している。

東京教区本部
大圓寺支部（寺本亮洞支部長）
●事 業 名：ボーイスカウト活動
●活動年数：38年
●該当事業：清掃奉仕・環境保全・その他（青少年健全

育成）
●場　　所：大圓寺境内
●人　　数：寺族２名、檀徒10名、信徒15名、一般170名
●要　　旨：「人のお世話にならぬよう。人のお世話を
するように、そして報いを求めぬように」をスローガン
に、ボーイスカウト団を昭和47年より組織して活動を続
けている。

南総教区本部
長福壽寺支部（今井長新支部長）
●事 業 名：長南紅花を育てる会
●活動年数：14年
●該当事業：清掃奉仕・環境保全・教育・まちづくり・

文化
●日　　時：平成22年４月18日９時～12時
●場　　所：長福壽寺
●人　　数：寺族４名、檀徒15名、信徒18名、一般９名
●要　　旨：地元の長南町の町花である紅花の普及と振
興をはかるため、紅花の育成、花びらの採取、紅花祭り
の実施、写真撮影会の実施、紅花染め振り袖の稚児行列、
紅花畑の振興などを行っている。

群馬教区本部
禅養寺支部（小出晃正支部長）
●事 業 名：禅養寺の諸行事、事業の推進協力、災害時

のお見舞い等
●活動年数：21年
●該当事業：環境保全・文化教育支援・慰問・文化・清

掃奉仕
●場　　所：群馬県前橋市山王町
●人　　数：寺族４名、檀徒34名、一般８名
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●要　　旨：菩提寺の行事への参加を促し、禅養寺の事
業の発展に努め、和讃の習礼や本堂境内の清掃活動をし
ている。

茨城教区本部
妙行寺支部（大宮孝舒支部長）
●事 業 名：ラオスの子ども達の生活を紹介する活動
●活動年数：７年
●該当事業：教育・その他（国際協力）
●日　　時：平成22年７月18日14時～17時
●場　　所：妙行寺
●人　　数：寺族１名、檀徒１名、一般６名
●要　　旨：ＮＧＯ「ラオスの子ども」「山の子ども文
庫基金」の協力で日本の絵本をラオス語に訳し、現地の
小学校や図書館へ贈るなどの活動をしている。

福島教区本部
金剛寺支部（伊東寂俊支部長）
●事 業 名：夏休み子供研修会
●活動年数：25年

●該当事業：清掃奉仕・教育
●場　　所：金剛寺
●人　　数：寺族１名、一般60名
●要　　旨：子ども会夏休みの研修会の協力及び境内清
掃、夏の盆踊りの屋台運営（無料券の配布）などを通じ
て、地域の交流と子どもの健全育成を目指す。

★★★★★★★★★★★★★★★★★

「一隅を照らす木」植樹里親
～比叡山にあなたの木を植えよう～

総本部では地球温暖化防止活動の一環として

「一隅を照らす木」の植樹里親を募集しています。

総本部までお問い合わせ、お申し込み下さい。

資料を送付させていただきます。

●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。
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援金として55,167円

を寄託した。寄託式

では、比叡山高校生

徒会会長から福惠善

高同運動総本部長に

支援金が手渡され

た。

この支援金は、９月２、３日に同校で行なわれた文化

祭の収益金の一部と募金を併せたもので、生徒会長は

「今年の６月から生徒や保護者に募金を呼びかけたり、

文化祭当日には特設ブースを設けてバザーをしたり活動

してきた。たくさんの方に協力してもらって集まった支

援金を、ラオス学校建設に役立ててほしい」と語った。

◎チャリティーバザー収益を寄託 比叡山中学校
平成22年10月１

日、比叡山中学校ボ

ランティア委員の生

徒２名が天台宗務庁

に来庁し、総本部に

チャリティーバザー

の収益金を寄託し

た。このバザーは、９月16、17日の両日に同中学校で開

催された文化祭の一環として実施された。

当日は、ボランティア委員の生徒から福惠善高同運動

総本部長に支援金14,670円が手渡され、生徒は「バザー

の準備がとても大変だったが、生徒のみんなで協力して

成功させることができた。この収益金を世のため人のた

めに役立ててほしい」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。

◎寺庭婦人連合会が義援金を寄託
平成22年９月10

日、宗務庁において

天台宗寺庭婦人連合

会（霜村和子会長）

理事会が開催され、

霜村会長・堀澤光妙

副会長・米田陽子副

会長らが来庁。理事会に先立ち、７月下旬に発生したパ

キスタン洪水災害の義援金を、総本部に寄託した。

寄託式には、阿純孝同運動理事長と福惠善高同運動総

本部長が同席し、寺婦連の霜村会長から阿理事長に義援

金20万円が手渡された。

◎埼玉教区本部が義援金を寄託
平成22年９月30日、宗務庁

に埼玉教区本部（吉田亮順教

区本部長）から河邉良幸埼玉

教区本部事務局長が来庁。７

月下旬に発生したパキスタン

洪水災害の義援金を、総本部

に寄託した。

寄託式では、河邉事務局長

から福惠善高同運動総本部長

に、義援金30万円が手渡された。河邉事務局長は「この

義援金をパキスタン災害支援のため有効に使っていただ

きたい」と語った。

◎文化祭での募金を寄託 比叡山高校
平成22年10月22日、比叡山高等学校の生徒会から生徒

４名が天台宗務庁に来庁し、総本部にラオス学校建設支

ニュース News

◎ARMS DOWN署名キャンペーンが終了
一隅を照らす運動では、世界宗教者平和会議（WCRP）に協力し、ARMS DOWN

全世界共通署名キャンペーンを行ってきた。４月６日から９月24日までのキャンペーン

期間中、約43,000人分（2,168枚）の署名が総本部に寄せられた。集まった署名はまとめ

てARMS DOWNキャンペーン事務局に送付した。

この署名キャンペーンは、核兵器の廃絶と、いのちを奪うために使われる軍事費の

10％を削減し、いのちを守るために使うことを要請するもので、９月25日に署名キャン

ペーンを終了し、16時の時点の署名数が、国内で10,991,069名分集まったことが発表さ

れた。

今後、世界宗教者平和会議では、集まった署名を国連事務総長、各国の国家元首や総理大臣などに提出し、今

後も世界レベルの活動として学習や啓発、政府や世論への提言などを積極的に行っていく方針である。


