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が教区仏教青年会会員と共に東日本大震災
災害支援募金活動を行い、参加者から温か

■ ■ 一隅を照らす運動推進大会 ■ ■

い浄財が寄せられた。
第２部では、KBS京都報道局アナウンサ
ー部の塩見祐子氏が「比叡の光と共に─出

○埼玉大会

会いと感動─」と題して講演。塩見氏は比
叡の光という番組の中で出会った多くの
方々とのエピソードや報道に対する思いを
述べられ、参加者は講演に聞き入っていた。
そして大会の最後には、教区本部より慈
愛募金として100万円と東日本大震災義援
金として5,762,061円が、また教区仏教青年
会から地球救援募金として370,241円が福
惠総本部長に寄託され、閉会となった。

○三岐大会

平成23年４月29日、埼玉教区本部（吉田
亮照教区本部長）では、小川町民会館リリ
ックおがわを会場に埼玉教区本部第45回一
隅を照らす運動推進大会を開催し、各支部
から檀信徒ら約650名が集まった。
第１部では、埼玉教区法儀研究会による
法楽や一隅を照らす運動キャラクター“し
ょうぐうさん”着ぐるみの紹介、参加者全
員による勤行があり、福惠善高一隅を照ら
す運動総本部長より一隅を照らす運動を長
年実践している４名の檀信徒に表彰があっ
た。また、第１部終了後、しょうぐうさん
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三岐教区本部（森喜良教区本部長）では、
平成23年６月６日に岐阜市の美江寺（加藤

隅を照らす落語」が披露された。この落語
は一隅を照らす精神をわかりやすく盛り込

弘春支部長）を会場に推進大会を開催し、
檀信徒約150名が参加した。
第一部では教区内寺院住職ら18名出仕の

んだ創作落語で、明るくユーモアたっぷり
の語り口に会場は笑顔が溢れていた。
また、東日本大震災ボランティアに参加

もと東日本大震災復興祈願法要が行われた。
御詠歌講による奉詠もあり、会場は厳かな
雰囲気に包まれた。

した丹原美穂氏が体験談を語り、
「一隅を
照らす運動の精神で今後もそれぞれが出来
る支援を行っていきましょう」と訴えた。
最後に同教区より福惠総本部長に地球救

第二部では福惠善高一隅を照らす運動総
本部長より法話が行われ、続いて女流落語
家露の団姫（つゆのまるこ）氏による「一

援募金として20万円、東日本大震災義援金
として70,920円が寄託され閉会となった。

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
◆三岐教区本部

一隅を照らす運動教区研修を開催
◆神奈川教区本部

平成23年４月12日、神奈川教区本部（溝
江光運教区本部長）では、「神奈川教区宗
務所」
（横浜市鶴見区）を会場に、神奈川
教区・一隅大会第二回実行委員会幹事会に
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、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

平成23年４月14日、三岐教区本部（森喜
良本部長）では三岐教区宗務所（三重県伊
賀市長田）を会場に、三岐教区議会・主事
会・布教師会総会に併せて一隅を照らす運
動教区推進教化研修を開催し、教区内から
住職ら14名が参加した。
今回は「支部の活性化と支部独自の組織
作り」と題して、各支部の組織化や実践の
ノウハウについて総本部が作成した支部活
動マニュアルを参考にしながらより具体的
な指導を行うことを目的に開かれた。
受講者からは、しょうぐうさんの着ぐる
みの貸出し、子ども発心会、百万巻写経、
一隅を照らす運動推進グッズについて様々
な質問が出され、総本部としても今回の講
義で出た意見をよりよい方向に向かうよう

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、一隅推進大会記念品に関
する意見などがあり、６月17日に開催され
る神奈川大会（ロイヤルホールヨコハマ）
に向けて有意義な意見交換がなされた。
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検討していく。
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地球救援募金支援先
平成22年度

総額

56,863,559円

○主な支援先
世界児童福祉支援（日本ユニセフ協会）･･3,000,000円
平和開発基金（世界宗教者平和会議日本委員会）･･･300,000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）･･･417,591円
中国内モンゴル植林支援（NPO法人「草原の風」）
････････････････････････････････････････････････････300,000円
シュリゲ廟医院建設支援（NPO法人「草原の風」）
･････････････････････････････････････････････････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
ニューライフプロジェクト（プラティープ財団）
････････････････････････････････････････････････････1,000,000円
子供の家支援（パンニャ・メッタ協会）･･1,000,000円
盲導犬育成支援（全国盲導犬施設連合会）･････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）
･･･2,280,000円

平成22年度

百萬巻写経志納者

教育里親支援（パンニャ・メッタ協会）･･900,000円
協会活動支援（パンニャ・メッタ協会）･･･64,618円
○災害支援
ハイチ大地震災害支援（日本ユニセフ）･･1,000,000円
ハイチ大地震災害支援（仏教NGOネットワーク）･･･703,463円
ハイチ大地震災害支援
（AMDA）･････2,000,000円
中国青海省地震災害支援（日本赤十字社）･･2,000,000円
中国青海省地震災害支援
（AMDA）･2,000,000円
中国青海省地震災害支援（中華慈善総会）･･1,600,000円
中国青海省地震災害支援
（AMDA）･････39,893円
パキスタン洪水災害支援（シャンティ国際ボランティア会）
･････････････････････････････････････････････････1,000,000円
パキスタン洪水災害支援（AMDA）････1,000,000円
パキスタン洪水災害支援（日本赤十字社）･･1,000,000円
パキスタン洪水災害支援（仏教NGOネットワーク）
････････････････････････････････････････････････････703,629円
パキスタン洪水災害支援
（世界仏教徒連盟）
････････････････････････････････････････････････････700,000円
奄美市豪雨災害支援
（奄美市）････････････454,365円
ブラジル洪水災害支援
（AMDA）････････300,000円
ニュージーランド地震災害支援（AMDA）････300,000円
東北地方太平洋沖地震災害支援（NHK）･･･30,000,000円

3,041巻（教区順・敬称略）

【一 般】青木八千代１巻 青柳敏行１巻 青山陽視１巻 秋元敏夫１巻 飯田順康１巻
井口哲夫１巻 出蔵高子１巻 市原由紀子１巻 伊藤長美24巻 乾彰子１巻 井上昌子１巻
内海才治１巻 太田武之１巻 大塚依子１巻 岡部吉倫１巻 小川さつき１巻 小倉恵子１巻
尾嵜繁三郎１巻 小野政一91巻 香西和美１巻 樫原和子１巻 加藤みどり２巻 金山佳子１巻
河合篤子１巻 川勝清枝１巻 河田今男１巻 河田照子１巻 河戸行孝２巻 河戸利子２巻
菊池亨１巻 北村厚子２巻 小泉誠二２巻 小林慈誠１巻 小林好野１巻 斉藤春恵１巻
坂本文雄１巻 佐久間喜美子１巻 佐久間チヨ１巻 笹井清久１巻 笹江隆２巻
佐々木フミ１巻 薩摩義男１巻 佐藤明司１巻 島田紀子２巻 白山義晃２巻 杉村房枝１巻
杉本卓也１巻 杉本肇１巻 曽我石洋子３巻 髙橋七三惠１巻 田澤秀子５巻 多田佐千子１巻
多田澄昭１巻 立野幸子１巻 田中勇１巻 田中裕之１巻 田中美恵子１巻 谷口清２巻
寺田操１巻 内藤佳代５巻 永田和子８巻 中山光雄１巻 並木倢子２巻 西澤かおる１巻
西園タミ子１巻 西谷昌子21巻 西村茂道100巻 新田哲生１巻 二瓶和喜１巻 根本和子２巻
能仁隆１巻 波多米子１巻 原地弘市１巻 平井亜矢子１巻 福島みよ子19巻 福島保子１巻
福田陽子２巻 福田癸未子１巻 古田みどり１巻 前村賢治１巻 前村民子１巻 前山春代１巻
松見篤１巻 松本康子１巻 水野圭１巻 三橋弘子１巻 森貴士１巻 八木悦子１巻
安田美代江１巻 山川輝男１巻 山下幸子１巻 山田啓蔵１巻 山本豊美１巻 山本華子１巻
横澤悦子１巻 吉川浩志１巻 李昌佑１巻
【滋 賀】明王寺10巻 石堂寺10巻 滋賀教区一隅大会100巻
【京 都】法輪寺９巻 京都教区一隅大会195巻 天台宗京都仏教青年会53巻
【近 畿】福蔵院19巻
【兵 庫】如意輪寺96巻 蓮華寺（第六部）46巻 第三部檀信徒会35巻
【岡 山】永年寺21巻 神護寺（賀陽町）30巻 【四 国】圓福寺45巻 【九州西】安禅寺30巻
【三 岐】三岐教区71巻
【東 海】一乗院５巻 光明寺２巻
【東 京】大盛寺124巻 圓珠院71巻
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【南 総】妙樂寺29巻
【埼 玉】常光院100巻 東泉寺７巻 來迎寺82巻
【群 馬】珊瑚寺47巻 清泰寺41巻 最勝寺（桐生部）３巻 龍善寺18巻 眞龍寺15巻 神樂寺１巻
【茨 城】薬王寺（三和町）57巻
【栃 木】延命寺（栃木部）200巻 大通寺10巻 惣宗寺37巻 圓林寺123巻 寶蔵寺106巻
善願寺200巻 観明寺40巻
【陸 奥】清浄光院５巻 延壽院16巻 満願寺５巻 光圓寺５巻 光禪寺５巻 賢聖院５巻 善入院
10巻 東雲寺108巻 觀音寺（第一部）５巻 岩藏寺５巻 藤田寺89巻 奥福寺10巻 興福寺30
巻 西光寺10巻 永清寺５巻 東之坊10巻 松本坊５巻 大聖寺５巻 萬寶院10巻 永泉寺５巻
法泉寺５巻 黒石寺５巻 千手院（盛岡市）５巻 東漸寺10巻 勝軍寺５巻 眞珠院10巻 大長
寿院10巻 東福寺５巻 毛越寺５巻 千手院（平泉町）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（第二部）５巻 白王院５巻 光圓院５巻
福昌院５巻 金剛院（毛越）５巻 覺性院５巻 正善院５巻 藥王院（第二部）５巻 感神院５
巻 自性院５巻 達谷西光寺５巻 正覚院33巻 妙法山歓喜院５巻 報恩寺５巻 袋宮寺10巻
蓮乘院（第三部）５巻 浄土寺10巻 明光寺５巻
【安楽律】報恩寺36巻
【玄 清】無動寺５巻

教育里親制度支援者（教区順・敬称略）
平成22年度支援者
○継続支援（５年間の支援）【一 般】中農弘三 【神奈川】妙楽寺 【南 総】清水寺
【栃 木】観明寺 【陸 奥】永泉寺 【山 形】性相院
○一括支援（15万円一括の支援）【茨 城】長松寺、来迎院
○一時支援（継続、一括以外の支援）【一 般】清水亨桐、酒井一匤、菱山清佳

平成22年度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
心のつどいin比叡山参加者
さくら保育園
常楽寺美術館
人権啓発講座参加者
青少年登山参加者
天台宗スカウト連合協議会
天台宗檀信徒研修会参加者
天台仏教青年連盟
㈱ハウスパートナー川島久明
比叡山高校宗内生托鉢
比叡山中学校ボランティア委員会
岩城 有志
内田 喜子
遠田
博
大橋 浩三
河合 史考
川島 久明
河村 光江
河野
浩
小谷 政美
小林 武夫
清水 亨桐
杉戸紀和子
橘
正明
谷口
清
長峰みどり
中邑 智子
八里
勲
廣橋 昭一
藤﨑
勲
古河 俊介

松下 滋男
松本 静枝
森
直博
森田 栄子
山口 弘正
山口 洋右
吉澤
豊
鰐部 丹蔵
●延暦寺
延暦寺
延暦寺会館 延暦寺大霊園
●滋 賀
滋賀教区本部一隅推進大会
滋賀教区本部托鉢
聖衆来迎寺 法光寺
●京 都
京都教区本部托鉢 三千院
●近 畿
近畿教区本部托鉢 大同寺
●兵 庫
兵庫教区本部 兵庫教区本部托鉢
来迎寺一隅の会 慈門院 和田寺
正福寺 蓮華寺（第六部）
桃源寺
●岡 山
岡山教区本部 岡山教区本部托鉢
善應寺
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●山 陰
山陰教区本部 山陰教区本部托鉢
長昌寺
●四 国
円福寺
●九州東
九州東教区本部托鉢 寶命寺
興導寺 猪鹿狼寺
富貴寺 蕗地区活性化協議会
●九州西
九州西教区 九州西教区本部托鉢
安国寺 相良寺
●三 岐
三岐教区 三岐教区本部托鉢
朝田寺
●東 海
東海教区本部 東海教区本部托鉢
●北 陸
北陸教区本部托鉢
●信 越
信越教区 信越教区托鉢
信越天台仏教青年会托鉢
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●神奈川
神奈川教区 神奈川教区本部托鉢
無量院
●東 京
東京教区 東京教区托鉢
東江寺 寒松院 玉泉寺（第七部）
玉泉寺檀信徒会
（第七部） 千手院
●北 総
北総教区 北総天台仏教青年会
徳星寺檀信徒会 東栄寺
常蓮寺
●南 総
南総教区本部托鉢 笠森寺
●埼 玉
埼玉教区本部
埼玉天台仏教青年会
延命寺（第一部）
瑠璃光寺
（第二部） 建光寺
●群 馬
群馬教区本部 群馬教区本部托鉢
天台宗恩常金一隅会
安養院（前橋部）
安楽寺（北前橋部）
安養寺（桐生部） 正圓寺（桐生部）
華蔵寺 長安寺
●茨 城
長松寺 来迎院
（第一部）
西福寺（第八部）
●栃 木
教光院 光音寺 圓林寺
延命寺（栃木部）
●福 島
福島教区本部托鉢
龍興寺詠讃会伝道師会 行合寺
●陸 奥
観音寺
●山 形
山形教区本部托鉢
●玄 清
大学院
◆チリ・ハイチ大地震義援金
（平成22年度分）
●一 般
天台宗寺庭婦人連合会
遠藤 幸江
木下 義和
小林 武夫
人見 哲史
●延暦寺
円乗院 大泉坊
●滋 賀
法光寺 旅庵寺 勝善寺
●京 都
毘沙門堂門跡 金剛輪寺
●近 畿
地蔵寺 願成寺 長保寺 大同寺
宗泉寺

●兵 庫
日輪寺 和田寺 國府寺 醫王寺
八葉寺 如意輪寺 補陀落寺
寶積院 厳山寺
●岡 山
安養寺（第二部） 圓乗院（第四部）
妙音院 長安寺
●山 陰
観照院 輪光院 三佛寺 妙玄寺
円城寺
●四 国
大宝院 光藏寺 神宮寺
●九州東
観音院
●九州西
大安寺 独鈷寺 普光寺（筑前部）
長谷寺 大興善寺 二階寺
寳琳院
●三 岐
朝田寺 経聞坊
●東 海
慈妙院 光明寺 林瑞寺 明光院
●信 越
願王寺 光明寺（伊那部） 大廣寺
●神奈川
天王院 光明院 宝珠院
●東 京
圓通寺（第一部） 成就寺 龍眼寺
自性院 東光院（第二部） 寒松院
天王寺 総持院 世尊院 圓乗寺
宝泉寺（第五部） 華徳院 知行院
養玉院 祇園寺 本覚院（第八部）
安養寺（第八部） 安養院（第八部）
●北 総
佛法寺 多門院
●南 総
清水寺 真福寺 聖徳寺 妙楽寺
遍照寺
●埼 玉
延命寺（第一部） 東泉寺 實相院
勝福寺 東光寺 圓能寺 立岩寺
●群 馬
妙見寺 遍照寺（北群馬部）
金剛院（沼田部）
●茨 城
来迎寺 智福院 満福寺（第七部）
●栃 木
護光院 光樹院 日増院 徳性院
大通寺 龍蔵寺（足尾町） 光音寺
正光寺 感應寺 円林寺 宝珠院
吉祥寺
●福 島
日輪寺（第二部） 西藏寺 仁王寺
●陸 奥
光圓寺 東雲寺 中尊寺
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●山 形
柏山寺 宗福院
●玄 清
大学院
●常楽院
寶覚寺
◆中国青海省地震義援金
●一 般
天台宗寺庭婦人連合会
天台宗寺庭婦人連合会総会参加者
叡山学院寮 駒込高等学校
中島 克之
●滋 賀
浄福寺 常照寺 安楽寺（蒲北）
仙琳寺
●京 都
京都天台仏教青年会 覚円院
妙法院 法住寺 毘沙門堂門跡
龍雲寺 善願寺 寂光院 久法寺
●近 畿
多喜寺 円珠院 長保寺 大同寺
宗泉寺
●兵 庫
理教院 日輪寺 長光寺 鶴林寺
宝生院 真蔵寺 岩屋寺 極楽寺
國府寺 醫王寺 観音寺（福崎町）
八葉寺 梅林寺 如意輪寺
圓蔵寺 阿彌陀寺（第四部）
補陀落寺 弥勒寺 宝積院
普門寺（赤穂市） 普門寺（一宮町）
巖山寺 蓮華寺（第六部）
白毫寺
●岡 山
浄土寺（第一部） 高福寺
元恩寺 妙行院 自性院 願興寺
福田寺 圓乗院 本性院 恵門院
等覚寺 長安寺 千手寺 圓融寺
●山 陰
大日寺 輪光院 三佛寺 妙玄寺
清水寺
●四 国
妙法寺 四国善光寺 山大寺
萬燈寺 大宝院 医座寺 西法寺
●九州東
文珠仙寺 長慶寺 臨済寺
観音院 萬福寺 猪鹿狼寺
●九州西
大安寺 普光寺
観音寺（久留米部）
観音寺（柳川部） 長壽寺 相良寺
寳琳院 妙観院 浄善寺 大聖寺
●三 岐
朝田寺 寒松院 円楽寺
新善光寺 慈明院
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●東 海
東海教区本部 円福寺 慈妙院
観音寺（第二部） 圓光寺 龍泉寺
石山寺 善光寺別院願王寺
高讃寺 普門寺 蓮増院
蓮華寺（第八部） 明光院 一乗院
●北 陸
帆山寺 妙永寺 観音寺
●信 越
信越天台仏教青年会
正楽寺 常元寺 国分寺（小県部）
東圓院 座光如来寺 瑠璃寺
隣政寺 光明寺
（伊那部）
●神奈川
観行院 養福寺 影向寺 増福寺
金蔵寺 興禅寺 法華寺
正福寺（横浜北部） 神武寺
龍門寺 天徳寺 光明院 妙覚寺
大乗院 光明寺
（相模第二部）
荘厳寺 宝珠院 青柳院 宝積院
●東 京
東漸寺 江東寺 東江寺 成就寺
最勝寺 光明寺 龍眼寺 自性院
金蔵寺檀信徒・写経会一同
（第二部）
寛永寺 津梁院 円珠院 現龍院
真如院 寒松院 東漸院 眞光寺
龍泉寺 圓乗寺 華徳院 圓融寺
常行寺 常楽院 祇園寺 大盛寺
寳泉寺（第七部） 本覚院（第八部）
圓福寺 安養寺
（第八部）
圓林寺 常楽寺
●北 総
善光寺 徳星寺檀信徒会 泉養寺
圓慶寺 長楽寺 佛法寺 善龍寺
圓勝寺 常蓮寺 甚大寺
●南 総
能満寺（第二部） 圓輪院 海厳寺
行元寺 笠森寺 寳泉寺 真光寺
東光寺 観音教寺 東浪見寺
金蔵寺 養眼寺 円頓寺 清水寺
永閑寺 大聖寺 妙楽寺 妙泉寺
正満寺
●埼 玉
延命寺（第一部） 地福寺 喜多院
長徳寺 観音寺
（第二部） 一乗院
實相院 瀧岩院 来迎寺 護国寺
明見院 西福寺
（川越市） 福藏院
圓光寺 養福寺 慈眼寺 泉福寺
常光院 大聖寺 長福寺（第八部）
立岩寺 大光普照寺
勝光寺（第三部）
●群 馬
群馬教区寺庭婦人会
西光寺（南前橋部） 善光寺
安養院（南前橋部） 光琳寺
禅養寺 正法寺 常円寺 妙音寺

妙見寺 恩行寺 法峰寺 常泉寺
眞龍寺 金剛院（沼田部）
延命寺（沼田部） 安養寺
にんげんの会 東壽寺 円勝寺
長安寺 来迎寺（世良田部）
勧学寺 栄命寺
●茨 城
長松寺 來迎院 薬王寺（第一部）
法泉寺 真徳寺 千光寺 来迎寺
薬王寺（第三部） 萬福寺（第五部）
満福寺（第七部） 西福寺（第八部）
長福寺（第八部） 圓福寺 華蔵院
●栃 木
輪王寺 護光院 法門院 教光院
光樹院 浄土院 櫻本院 日増院
観音寺（日光部） 清瀧寺 徳性院
大通寺 宝増寺 龍蔵寺（足尾町）
大谷寺 寳藏寺 宝泉寺 東福寺
光音寺 光徳寺
延命寺（宇都宮部） 普門寺
圓林寺 城興寺 定願寺
延命寺（栃木部） 勝泉院 地福寺
宝珠院 吉祥寺 徳蔵寺
●福 島
圓満寺 薬王寺 観音寺（福島市）
観音寺（二本松市） 善応寺
日輪寺（第二部） 西方寺 上合寺
観音寺（白河市） 常光寺
●陸 奥
圓壽院 満願寺 東雲寺 永清寺
永清寺 黒石寺 金剛院（毛越）
天台寺
●山 形
立石寺 中性院 宗福院 平泉寺
●修験道
禅定林寺
●玄 清
大学院 成就寺
●常楽院
寶覚寺
◆パキスタン洪水災害義援金
●一 般
天台仏教青年連盟救援委員会
天台宗寺庭婦人連合会
慈光保育園
㈱ハウスパートナー川島 久明
安藤 博明
●延暦寺
延暦寺 十妙院 行光坊 真蔵院
星光院 本行院 泰門庵 大泉坊
●滋 賀
聖衆来迎寺 大泉寺 浄福寺
常照寺 平等寺 勝善寺
金剛輪寺
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●京 都
真正極楽寺 覺圓院 妙法院
青蓮院 方廣寺 龍雲寺
浄蓮華院（第五部） 寂光院
●近 畿
近畿天台仏教青年会
多喜寺 長保寺 大同寺 宗泉寺
●兵 庫
妙昌寺 宝福寺 日輪寺 来迎寺
長光寺 宝生院 清水寺（第二部）
岩屋寺 極楽寺 國府寺 醫王寺
龍音寺 八葉寺 仁積寺 梅林寺
如意輪寺 圓蔵寺
阿弥陀寺（第四部） 補陀落寺
弥勒寺 宝積院 進美寺 巖山寺
蓮華寺（第六部） 白毫寺
●岡 山
浄土寺（第一部） 吉祥院 徳寿寺
地蔵院（第二部） 圓乗院（第四部）
妙音院 泉勝院 恵門院 国分寺
善応寺 等覚寺 長安寺 千手寺
圓融寺
●山 陰
大日寺 輪光院 三佛寺 妙玄寺
普門院 円城寺
●四 国
大通寺 四国善光寺 山大寺
萬燈寺 医座寺 西法寺 神宮寺
●九州東
大聖寺 霊仙寺 観音院 大泉寺
金光明寺
●九州西
大安寺 普光寺（筑前部）
観音寺（柳川部） 大興善寺
地蔵院（肥前東部） 寳琳院
妙観院 平仙寺
●三 岐
朝田寺 寒松院 円楽寺
新善光寺
●東 海
光明寺 圓光寺 林瑞寺 龍泉寺
大黒寺 高讃寺 一乗院 明光院
●北 陸
帆山寺 妙永寺 道入寺
●信 越
正楽寺 常元寺 国分寺（小県部）
常楽寺 座光如来寺
光明寺（伊那部） 善光寺大勧進
大廣寺
●神奈川
神奈川教区宗務所
神奈川天台仏教青年会
幸福寺 等覚院 金蔵寺 興禅寺
大聖院 観音寺（横浜北部）
本覺寺 円満寺 神武寺 天徳寺
命徳寺 宝珠院 青柳院
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●東 京
圓通寺（第一部） 東漸寺 東江寺
成就寺 最勝寺 光明寺 龍眼寺
燈明寺 寛永寺 真如院 寒松院
林光院 東漸院 天王寺 総持院
龍泉寺 圓乗寺 正法院 知行院
圓融寺 寳塔寺 常楽院 昌翁寺
祇園寺 大盛寺 宝泉寺（第七部）
本覚院（第八部） 安養寺（第八部）
常楽寺
●北 総
北総天台仏教青年会
清水寺 修徳院 泉養寺 圓慶寺
薬王寺（上和泉部）
長楽寺（上和泉部）
佛法寺 龍正院 真城院 多門院
圓勝寺 常蓮寺 甚大寺
●南 総
笠森寺 宝泉寺 真光寺
東光寺（第五部） 海厳寺
円明寺（一宮町） 東浪見寺
歓喜寺 金蔵寺 養眼寺 圓頓寺
永閑寺 大聖寺
（第九部） 行元寺
妙楽寺 善性寺
（第十二部）
方廣寺 正満寺
●埼 玉
埼玉教区本部 報恩寺 長覚院
慈星院 観音院 長徳寺
實相院（第二部） 瀧岩院
勝福寺 来迎寺 福蔵院 圓光寺
養福寺 慈恩寺 圓能寺 正覚寺
高蔵寺 大光普照寺
勝光寺（第三部）
●群 馬
群馬教区寺庭婦人会 極楽寺
乗明院 安養院
（南前橋部）
光巌寺 常圓寺 西福寺 観窓寺
妙見寺 法峰寺 金剛院（沼田部）
安養寺（桐生部） 善龍寺 世音寺
日輪寺 慈照院 華蔵寺 長安寺
勧学寺 常住寺
●茨 城
長松寺 来迎院
（第一部）
薬王寺（第一部） 最勝寺 法泉寺
千妙寺 眞徳寺 千光寺 来迎寺
長福寺（第八部） 東光寺
圓福寺（第八部）
●栃 木
輪王寺 護光院 法門院 光樹院
浄土院 櫻本院 日増院
観音寺（日光部） 清瀧寺 徳性院
宝増寺 龍蔵寺
（足尾町） 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 圓満寺
感應寺（宇都宮部）

壬生寺 定願寺 延命寺（栃木部）
勝泉院 宝珠院 徳蔵寺
●福 島
円満寺 観世寺 宝泉院（第二部）
善應寺 金礼寺 妙林寺 西蔵寺
薬師寺（会津高田町） 天王寺
●陸 奥
満願寺 東雲寺 永清寺 黒石寺
大長寿院 金剛院（毛越） 満福寺
正覺院 天台寺 長楽寺 浄土寺
●山 形
宗福院 薬師寺
●北海道
浅草観音寺
●修験道
三嶽寺 禅定林寺
●玄 清
大学院 成就寺 妙音寺
●常楽院
寶覚寺
◆ラオス学校建設支援
●一 般
比叡山高等学校 トラベルサライ
◆ユニセフ
●一 般
内田 喜子

内田

由子

◆奄美大島被災者義援金
●一 般
叡山学院玉泉会 松葉佐

正

◆パンニャ・メッタ協会
●近 畿
近畿教区本部托鉢
◆平和の鐘
●東 海
根福寺
◆東北地方太平洋沖地震義援金
（平成22年度分）
●一 般
叡山学院職員一同
エス・シー・シーコミュニケーションズ
株式会社 松栄堂代表取締役畑正高
京都教区檀信徒会会長山口義久
駒込学園 魚栄山本栄敏
ガリレオクラブ 下野三楽園
中国国清寺
天台宗災害補償制度東京事務所促進担当一同
天台宗務庁永親会
天台宗務庁女子会
姫路商工会青年部 随願寺研修会参加者一同
福聚教会滋賀・京都地方本部研修会参加者一同

─7─

青柳 敏行
荒槇 純隆
市川 律子
伊藤 幸男
井上 昌子
牛尾
滉
内山 勝融
内海 才治
大江 亮昭
大西 幹子
大森 行隼
オカベ ヨシトモ
荻原万紀子
春日 邦義
河戸 行孝
神崎 礼子
貴船 泰幸
倉田 長男
桑原 浩幸
小久保美則
小西
勝
小西 理加
米田 加代
済脇 妙子
坂本 貞子
坂本 貞子
坂本 秀生
笹江
隆
潮尻 聖生
潮尻 康之
柴田乃婦子
柴田 正樹
柴田 亮平
下水流智砂子
下村
壽
新保 道寛
杉村 房枝
杉本
肇
鈴木 一正
鈴木 崇之
千島 秀元
仙波知佐子
曽我石洋子
髙井 皓湛
高岡 岩藏
髙橋 文英・由弥子
竹嶋 政俊
田澤 秀子
谷口
清
田原 彦治
辻
亮仁
津田 治子
飛田 千秋
富田美代子
冨永 幸彦
巴 すみる
中島 克之
中農 弘三
名取 正秋
波多 米子
新田 哲生
野村 綱二
橋元 邦夫
早坂 孝一
林
寿江
原
康男
檜山 俊治
廣瀬 邦照
福島 静子
藤川 泰博
藤﨑 有子
藤堂まり子
藤平 寛田
藤村 和子
丸尾ひで子
三輪 覚源
三輪 真純
モリーヴァラー
森尻 一弘
安里
柳田紀予子
山口 弘昭
山口 吉信
山下 幸子
李
昌佑
良木
健
●延暦寺
天台座主半田孝淳猊下
十妙院 霊山院 吉祥院 雙厳院
延命院 蓮華院 護心院 行光坊
観明院 真蔵院 本行院 恵心院
瑞応院 龍禅院 弘法寺 円頓坊
宮本 祖豊
豊岡 慶澄
白毫院 中道院
●滋 賀
滋賀教区甲南部
滋賀教区仏教青年会
福聚教会滋賀本部無窮碍楽舎
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托鉢浄財草津市実施分
大正寺 十輪寺 聖衆来迎寺
理境坊 恵明坊 眞光寺 安養院
東光寺（湖西部） 大泉寺
観音寺（野栗部） 神宮寺（野栗部）
東門院 福寿院 福林寺 園養寺
善水寺 南照寺 観音寺（甲北部）
常楽寺（甲北部） 西教寺 嶺南寺
明王寺 金龍寺 檜尾寺 息障寺
慈音院 永昌寺 廣徳寺 飯道寺
常照寺 常照寺檀信徒会
願成就寺 興隆寺 妙覚院
延光院 稱名寺 安楽寺（蒲北部）
薬師寺 教林坊 光善寺
金剛定寺 圓林寺 石塔寺
長寿寺（蒲南部） 仙琳寺 智教寺
金剛輪寺 明寿院 百済寺
引接寺 喜見院 安養寺 西明寺
円如寺 成菩提院 徳源院
大吉寺 文殊院
●京 都
法傳寺 西林寺 空也堂極楽院
行願寺 妙法院
青蓮院門跡 東伏見慈晃
香雪院 毘沙門堂 元慶寺
龍雲寺 曼殊院門跡
三千院門跡 小堀 光詮
浄蓮華院
（第五部） 寂光院
妙傳寺 金蔵寺 長峯寺 長法寺
最玄寺
●近 畿
近畿教区仏教青年会 天鷲寺
地蔵寺 月照寺 光澤寺 本山寺
神峰山寺 寂定院 施福寺
松尾寺 宝瓶院 大乗院
観音院（第二部） 松見寺 渓谷寺
雲蓋院 長保寺 大同寺 修徳院
南光寺 天福寺 小松院 宗泉寺
了法寺 浄福寺 慈光寺 三宝院
満願寺
●兵 庫
兵庫教区仏教青年会
兵庫教区檀信徒会
兵庫教区第三部 理教院
妙光院（第一部） 妙昌寺
安養院（第一部） 龍象院 興楽寺
宝福寺 日輪寺 長光寺
長光寺檀信徒会 長光寺叡山講
来迎寺 善楽寺 不動院 法泉院
常住院 清水寺
（第二部） 真蔵寺
和田寺 妙楽寺 大勝院 観明院
大國寺 龍蔵寺 高蔵寺 東窟寺
浄法寺 福徳貴寺 弘誓寺
福田寺 岩屋寺 極楽寺 楊柳寺
法持院 薬王院 西岸寺 長圓寺
羅漢寺 常行院 上中善信

醫王寺 観音寺（第三部）
八葉寺 仁積寺 梅林寺 正明寺
随願寺 善光寺（第四部） 昌楽寺
東南寺 圓教寺 仙岳院
妙光院（第四部） 瑞光院 十地院
如意輪寺 圓蔵寺 阿彌陀寺
安養寺 延命寺 圓明寺
補陀落寺 彌勒寺 護願寺
蓮華寺（第四部） 性海寺 満願寺
寶積院 長楽寺 如来寺
普門寺（赤穂市） 普門寺（一宮町）
斑鳩寺 清泉寺 安養院（第五部）
熊谷亮澄 巌山寺 安穏寺
常楽寺 済納寺 吉見こども園
●岡 山
成願寺 恵亮院 吉祥院 高福寺
長楽寺 地蔵院（第二部）
安養寺（第二部） 元恩寺 妙行院
寳生院 自性院 千光寺 玉泉院
浄土寺（第二部） 正満寺 願興寺
蓮華寺 圓乗院（第四部） 待雲寺
真如院（第四部） 清瀧寺 林光院
本性院 海蔵寺 安養院 圓珠院
龍城院 大光院 石山寺 善応寺
新龍寺 観音寺（第五部） 円光寺
等覚寺 千手寺 圓融寺 般若寺
長法寺 多聞寺 寳蔵寺 金光坊
慈圓寺 宝性寺
●山 陰
観音院 座光寺 成就院 長谷寺
吉祥院 三佛寺 妙玄寺 普門院
瑞雲寺 遍照寺 宝照院 円城寺
法王寺 圓通寺 華蔵寺 南明寺
興隆寺
●四 国
行泉寺 妙法寺 玉瀧寺 香古寺
大通寺 四国善光寺 長尾寺
玉泉寺（第一部） 山大寺 萬燈寺
薬師寺 大宝院 光蔵寺 立石寺
鏡峰寺 医座寺 佛性寺 西法寺
松岳寺 根香寺
●九州東
東光寺 両子寺 瑠璃光寺
神宮寺 大聖寺 成佛寺 霊仙寺
實相院 富貴寺 應暦寺 正平寺
寶満寺 臨済寺 観音院 真光寺
國分寺 圓通寺 王楽寺 長徳寺
萬福寺 妙見寺 大泉寺
猪鹿狼寺 仙寿院 南泉院
水月寺
●九州西
宗栄寺 大日寺 成就院（筑前部）
大安寺 独鈷寺 観世音寺
普光寺（筑前部）
観音寺（久留米部）
観音寺（柳川部） 坂東寺 長命寺
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地蔵院（柳川部） 寶聚寺 延寿寺
円満寺 釈迦院 安生寺 圓蔵院
大興善寺 持光寺 寶琳院
見明寺 妙観院 松本寺 三學寺
願福寺 真光院 平仙寺 祗園寺
浄善寺 普門寺 清玄寺 成福寺
天台宗片島教会
●三 岐
天台宗三岐教区宗務所
福聚教会三岐本部
常住寺 妙雲寺 極楽寺 真教寺
寒松院 円楽寺 金剛寺
観音寺（三重二部） 新善光寺
密厳寺 眞禪院 長命寺 法真寺
横藏寺 東光寺（岐阜二部）
慈明院 観音寺（岐阜三部）
全照寺 大本寺 経聞坊 東榮寺
延命寺（四日市市）
●東 海
一隅を照らす運動東海教区本部
東海天台仏教青年会
東海教区第六部寺院一同 円福寺
常泉寺 慈妙院 観音寺（第二部）
法王寺 龍光寺 圓光寺 賢林寺
善光寺（第二部） 龍泉寺 石山寺
瀧之寺 成願寺 海岸寺
善光寺別院願王寺 長尾寺
高讃寺 松栄寺 延命寺 観福寺
吉祥院 法華寺（第六部） 神宮寺
薬師寺 甲山寺 極楽寺 真福寺
金蔵寺 林瑞寺 大泉寺
普門院（第七部） 法性寺
智満寺 東光寺 法華寺（第八部）
龍華院 安楽寺（第八部） 普門寺
薬師寺 蓮増院 蓮華寺（第八部）
観音寺（第八部） 徳音院 一乘院
根福寺 明光院
●北 陸
帆山寺 窓安寺 妙永寺 光明寺
光照寺 西得寺 医王山寺
道入寺 薬師寺 円隆寺
●信 越
東漸寺 正楽寺 龍泉寺 常元寺
弥勒寺（佐久部） 長慶寺 威徳寺
東明寺 千手院 國分寺（小県部）
東圓院 法住寺 實相院 大法寺
座光如来寺 光前寺 長春寺
願王寺 隣政寺 大願寺 慈眼寺
光明寺（高筑部） 福満寺
善光寺大勧進 薬王院 光明院
最勝院 徳壽院 本覺院 長養院
寶林院 良性院 福生院 吉祥院
教授院 常智院 尊勝院 蓮華院
世尊院 常任院 威徳院 圓乗院
玉照院 常行院 甚妙院 玄證院
善行院 常徳院 寿量院
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国分寺（新潟部） 明静院 本城院
大慶院 大廣寺 塩入法道
村上光田 本多賢胤
●神奈川
久遠寺 観行院 養福寺 能満寺
西蔵寺 影向寺 等覚院 妙楽寺
明鏡寺 増福寺
観音寺（川崎第三部）
延命寺（川崎第三部）
金蔵寺 西光院 西量寺 興禅寺
大聖院 法華寺
正福寺（横浜北部） 大聖寺
真福寺 宝塔寺 寶泉寺 杉本寺
宝戒寺 龍門寺 天徳寺 命徳寺
養泉院 光明院 観音院
延命寺（相模第二部） 妙覺寺
大乗院 光明寺
（相模第二部）
東光寺 荘厳寺 宝珠院 成願寺
明珠院 楊谷寺 景観寺 東円寺
寳樹院 妙法寺 極楽寺
●東 京
長命寺 圓通寺 東漸寺 江東寺
南蔵院 東江寺 延命寺 徳正寺
浄光寺 西光寺 成就寺 最勝寺
龍眼寺 金蔵寺
（第二部） 清水寺
華蔵院 永久寺 薬王寺 燈明寺
観音院（第二部） 寒松院 天王寺
大泉寺 法蔵院 金嶺寺 総持院
真光寺 龍泉寺 圓乗寺 善養寺
正法院 吉祥院
（第五部） 立教寺
久成院 永安寺 教学院教会
成就院（第六部） 寿福寺 圓融寺
徳蔵寺 常行寺 養玉院
大福生寺 幸福寺 泉龍寺
普賢寺 深大寺 昌翁寺 祇園寺
常演寺 東光院
（第七部）
玉泉寺（第七部） 玉泉寺檀信徒会
圓住院 宝泉寺 普明寺
本覚院（第八部） 眞覺寺 安養寺
圓通寺 寶印寺 三光院
東福寺（第八部） 圓林寺 大善院
成就院（第八部） 常楽寺 妙見寺
医王寺 安養院
（第八部） 宝台院
浮岳貞昭
●北 総
善光寺 賢徳寺 永命寺 泉養寺
東正寺 泉倉寺 安養寺
薬王寺（上和泉部）
長楽寺（上和泉部）
佛法寺 持法院 福満寺 地蔵寺
東大寺 東光院
（下和泉部）
龍正院 高福寺 證明寺 医王寺
多門院 圓勝寺 常蓮寺 甚大寺
大乗寺 正徳寺 西福寺 光明寺
●南 総
行徳寺 真乗寺 浄法寺 正善寺

圓輪寺 長光寺 円薬寺 安楽寺
笠森寺 長福寿寺
長光寺（第四部） 寶泉寺 清浄院
薬王寺（第四部） 東泉寺（第四部）
般若寺（第四部） 長照寺 不動院
光明寺 観明寺 東浪見寺
歓喜寺 薬王寺（第七部） 金蔵寺
東円寺 飯縄寺 般若寺（第八部）
圓頓寺 法興寺 清水寺 真福寺
眺洋寺 永閑寺 星応寺 長秀寺
瀧泉寺 大聖寺（第九部）
東栄寺（第九部） 宝性寺 長岡寺
坂水寺 海蔵寺（第九部） 法藏寺
最明寺 妙音寺 観音寺（浜）
聖徳寺 西福寺（第十一部）
西福寺檀信徒会 能満寺
三光寺 宝勝院 天徳院
安養寺（第十一部）
延命寺（第十一部） 石堂寺
善性寺（第十二部）
萬福寺（第十二部）
遍照寺 正満寺 妙泉寺 恵光院
●埼 玉
延命寺（第一部） 報恩寺 廣田寺
慈星院 観音院 長徳寺 妙善寺
観音寺（第二部） 最明寺 灌頂院
瀧岩院 勝福寺
安楽寺（上福岡市）
徳性寺 来迎寺 星行院 明見院
西福寺（川越市） 延命寺（第三部）
福正寺（第三部） 西福寺（板戸市）
福藏院 福聚寺 浄光寺 定宗寺
青蓮寺 光明寺（第四部） 圓光寺
養福寺 慈寶院 福正寺（第五部）
妙光寺 東光寺 常光寺 常光院
延命院 光明寺（第七部） 寶幢寺
大聖寺 普光寺（小川町） 安照寺
高蔵寺 真鏡寺 普門寺（第九部）
延命寺（第九部） 長慶寺
大光普照寺 石重寺 法西寺
●群 馬
群馬天台仏教青年会
西光寺（南前橋部） 圓満寺
永福寺 極楽寺 乗明院 善光寺
来迎寺（南前橋部） 圓福寺
萬福寺（南前橋部）
安養院（南前橋部） 東栄寺
神楽寺 圓龍寺 光巌寺 西福寺
妙見寺 薬王寺 寿福寺
施無畏寺 源正寺 薬師寺
随應寺 恩行寺 常行院 真光寺
不動寺 法峰寺 華蔵院 常泉寺
東光寺（北群馬部） 天龍寺
極楽院 正善寺 長廣寺
延命寺（沼田部） 延命院 大蔵院
安養寺（桐生部） 覚成寺 世音寺
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日輪寺 東寿寺
東昌寺（東前橋部） 中台寺
普光寺 圓勝寺 養寿寺 長安寺
普門寺（世良田部）
長光寺（世良田部） 勧学寺
霊山寺 福泉寺（西群馬） 泉福寺
観音寺（西群馬部）
●茨 城
薬王寺（古河市） 善照寺
●栃 木
天台宗栃木教区宗務所
護光院 法門院 光樹院 浄土院
華蔵院 桜本院 浄光寺
（日光部）
観音寺（日光部） 龍蔵寺（日光市）
清瀧寺 月蔵寺 徳性院 明静寺
宝増寺 龍蔵寺（足尾町） 大谷寺
宝蔵寺 善願寺 宝泉寺 東福寺
光音寺 光徳寺 正光寺
（宇都宮部）
延命寺
感應寺（宇都宮部） 荘厳寺
城興寺 観明寺 圓宗寺
長榮寺（小山部） 満願寺 台林寺
定願寺 延命寺（栃木部） 勝泉院
圓通寺 地福寺 廣泉寺 東泉寺
宝珠院 牛来寺 台元寺 薬師寺
感應寺（佐野部） 大慈寺 滝水寺
清水寺 報恩寺 吉祥寺
光明寺（足利部）
●福 島
岩角寺
●陸 奥
東雲寺
●山 形
中性院 性相院 華蔵院 風立寺
柏山寺 寶光院 宗福院 正楽寺
秀藏寺 慈光明院 利円寺
大蔵院 和光院 若松寺 本寿院
常林坊 薬師寺 大聖院 明楽院
青龍寺 林照院 松巌寺
●北海道
光明院 等澍院 観音寺 多聞寺
●安楽律
世尊寺 宝林寺 寂光院 福聚院
一乘寺 報恩寺
●修験道
龍華院 三嶽寺 宝寿院 慈照院
禅定林寺 普寛教会
●玄 清
圓應院 観音寺 光真寺 養福寺
成就寺 大漸院 恵光院 護生寺
福智院 伝正院 妙音寺 薬師院
●常楽院
常楽院 一音寺 寳覚寺 長久寺
（平成23年度分は次号掲載）
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救援物資ご協力者名簿（教区順・敬称略）
●一 般
浅野 瑛美
高田 恵樹
舘山 淳子
山本 典子
●延暦寺
松禅院
●滋 賀
滋賀天台仏教青年会 大泉寺
●京 都
寂光院
●兵 庫
兵庫天台仏教青年会
善光寺（灘区） 妙光院（第一部）
善楽寺 不動院 法泉院 鶴林寺
寳生院 和田寺 薬王院 一乘寺
悟真院 應聖寺 正福寺（第五部）
永祐寺
●岡 山
岡山教区
●山 陰
山陰教区
●四 国
四国教区 寺庭婦人会
●九州東
安龍寺 國分寺
●九州西
九州西教区
●東 海
密蔵院 一乘院 松栄寺 延命寺
蓮増院
●信 越
座光如来寺 長春寺 仲仙寺
長養院
●神奈川
神奈川教区
●東 京
長命寺 法蔵院 世尊院 心城院
龍泉寺 教学院 久成院

観音寺（第六部） 千手院
大圓寺（第七部） 觀音寺（第八部）
●南 総
南総教区
●埼 玉
西福寺（川越市） 松福院
●群 馬
群馬教区
●茨 城
茨城教区 茨城天台仏教青年会
茨城教区寺庭婦人会
○一 部
月山寺 藥王寺
○二 部
觀音寺 福聚寺 尊像寺 安楽院
福蔵院 千光寺 最勝王寺
○三 部
安樂寺 觀明寺 歓喜寺（石下町）
歡喜寺（八千代町）
藥王寺（八千代町） 慈光寺
華蔵院
○四 部
西光寺（竜ヶ崎市） 般若院
龍泉寺 永福寺 藥師寺 来迎院
安楽寺 正安寺 長泉寺 妙行寺
○五 部
善照寺 西福寺 普賢院
○六 部
安穏寺 神宮寺 満光院
○七 部
圓妙寺 宝幢院 圓長寺
圓満寺（北浦町） 二本松寺
實相院 西光院（鉾田町）
圓満寺（鉾田町） 徳蔵寺
○八 部
護国寺 西福寺 長福寺 仏性寺
東光寺 圓福寺 福性寺 永福寺

妙行院
●栃 木
佐野部 栃木部 安養院 實教院
禅智院 照尊院 法門院 教光院
光樹院 浄土院 桜本院 浄光寺
觀音寺（日光部） 龍藏寺（日光市）
圓光寺 清瀧寺 月蔵寺 徳性院
明静寺 大通寺 眞光院 寳増寺
龍藏寺（足尾町） 自在寺
寶藏寺（宇都宮部） 東福寺
光徳寺 正光寺 延命寺 智音寺
圓満寺 揚源寺 太平寺
普門寺（宇都宮部） 感應寺
浄光寺 長命寺 昌玖寺 光見寺
無量寿寺 円林寺 般若寺
荘厳寺 瑞光寺 清光寺 薬王寺
宗光寺 全水寺 常珍寺 天王寺
城興寺 普門寺（真岡部） 福城寺
興法寺 廣済寺 観明寺 壬生寺
興永寺 長榮寺 満願寺 無量寺
台林寺 定願寺 勝泉院 圓通寺
地福寺 廣泉寺 東泉寺 連祥院
寶珠院 牛来寺 長樂寺 大聖寺
普門院 大慈寺 東光院 滝水寺
清水寺 報恩寺 東明寺 龍泉寺
觀音寺（足利部） 吉祥寺
光明寺（足利部） 正善寺 徳蔵寺
浄光寺（足利部） 宝禅寺
●北海道
天祐寺
●玄 清
玄清法流
●常楽院
常楽院法流

この度の災害における義援金並びに救援物資のご提供、誠にありがとうございました。
ことに、東日本大震災における義援金は被災地寺院復興と檀信徒並びに一般の支援
のために役立たせていただきます。また、救援物資は被災者の方々にお送り致しました。
今後もご支援ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
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