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　去る５月６日から10日までの日程で、
NPO法人「草原の風」主催の「内モンゴ
ル植林ツアー」が行われ、天台宗から福惠
善高総本部長をはじめ12名が参加した。今
回は昨年までと違い、沙漠緑化の大切さを
知ってもらおうと、宗門の比叡山高校と駒
込高校に参加を呼び掛け６名の高校生がツ
アーに参加した。
　全参加者33名は、中華人民共和国の首都
北京から西に1,000㎞の内モンゴル自治区
オトクチでの植林活動、子どもたちや村人
との交流を行った。
　７日には、オトクチ市街から植林地域へ
移動、福惠総本部長が植林活動支援金とし
て30万円の目録をオトクチ植林事務局副局
長ムーリン氏へ手渡した。
　その後、植林場所に向かい植林を開始、
集まった人々は約100名。中には、内モン
ゴル師範大学青年政治学院日本語科の大学
生や地元の高校生も含まれていた。また、
例年になく暑い中での植林作業になったが、
約1000本を植林することができた。
　現場には、近代的な機器は一切なく、大
きなスコップがあるのみで、約２mの柳苗
木を植えるのに深さ60㎝程の穴を掘って埋
めるという原始的な方法であった。
　滞在中は、シュリゲ寺院（ラマ教）参拝

や内モンゴルの学生と日本の学生との交流
会などを実施した。

■■一隅を照らす運動推進大会■■
○埼玉大会
　平成24年４月29日、埼玉教区本部（木本
清玄教区本部長）では、本庄児玉文化会館
セルディを会場に埼玉教区本部第46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、参加者全員による勤行があ
り、一隅を照らす運動を長年実践している
10名の檀信徒に篤行者表彰があった。
　また、第１部終了後、しょうぐうさんが
教区仏教青年会会員と共に東日本大震災災
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害支援募金活動を行い、参加者から温かい
浄財が寄せられた。
　第２部では、叡山講福聚教会が詠唱と詠
舞を行った。その後、埼玉教区仏教青年会
より「東日本大震災復興ボランティア」の
報告があった。
　第３部では、インド禅定林住職サンガラ
トナ・法天・マナケ師が「比叡山の教えを
インドに」と題して講演。幼少期から比叡
山で修行した経験談や現在のインドの状況
などを述べられ、東日本大震災については
「今だからこそ一人一人が手をたずさえて
いくのが必要だろう」と語られ、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100万円と会場で集められた
浄財が教区仏教青年会へ寄託され、万歳三
唱の後、閉会となった。

○三岐大会
　三岐教区本部（森喜良教区本部長）では、

平成24年５月21日に岐阜県揖斐郡の池野善
光寺（大橋豪念師）を会場に推進大会を開
催し、信徒約60名が参加した。
　第一部で教区内寺院住職ら11名出仕のも
と法要が厳修された。
　出仕僧入堂時、「しょうぐうさん」の姿
を見た参加者は「わぁ」と喜びの声を上げ
た。法要後、森教区本部長、福惠善高総本
部長が祝辞を述べられた。
　第二部では池田智鏡師（九州西教区普光
寺住職）による法話と二弦琵琶演奏が行わ
れた。池田師は「心に残る言葉を後世に伝
えていく。その役目をさせていただく。
　その心が伝教大師の一隅を照らすという
ことです」と述べられた。
　最後に、池田師による「仏御前」「耳な
し芳一」 の琵琶弾き語りがあり、参加者は
熱心に聞き入っていた。
　最後に同教区より浄財200,000円池野善
光寺より13,138円が福惠総本部長に寄託さ
れ閉会となった。
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地球救援募金支援先
平成23年度　総額　18,051,225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） ･･････463,243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） ･･･2,100,000円
教育里親支援（パンニャ・メッタ協会） ････810,000円
○災害支援
タイ洪水災害支援金　天台座主（世界仏教徒連
盟（WFB）） ･･･････････････････････････････1,000,000円

タイ洪水災害支援金（世界仏教徒連盟（WFB））
 ･････････････････････････････････････････････････2,000,000円

タイ洪水災害支援金（プラティープ財団）
 ･････････････････････････････････････････････････2,000,000円

タイ洪水災害支援金（シャンティ国際ボランティア会）
 ･････････････････････････････････････････････････1,000,000円

タイ洪水・トルコ地震災害支援金（AMDA（アムダ））
 ･････････････････････････････････････････････････1,577,982円

平成23年度　百萬巻写経志納者　2400巻（教区順・敬称略）
【一　般】
玉榮　美雪１巻　石原　了文５巻　宇南山　徹２巻　宇南山君江２巻　永田　和子３巻
杉本　　肇１巻　貴船　泰幸２巻　白山　義晃２巻　北村　厚子２巻　秋元　敏夫１巻
内間　俊徳１巻　奥津　善弘１巻　河戸　行孝２巻　北村　秀人１巻　坂本　文雄１巻
佐藤　明司１巻　多田　澄昭１巻　田中　裕之１巻　長峰　　透１巻　中山　光雄１巻
能仁　　隆１巻　山田　啓蔵１巻　青木八千代１巻　大塚　依子１巻　大松　和子１巻
金山　桂子１巻　川勝　清枝１巻　河戸　利子２巻　城　　久子１巻　多田佐千子１巻
竹田　泰子１巻　長嶺　弘子１巻　福島　保子１巻　山下　幸子１巻　曽我石洋子２巻
谷口　　清１巻　古田みどり２巻　井上　昌子１巻　上塚さな江１巻　平野　うた２巻
酒井　康裕２巻　杉村　房枝８巻　豊岡　佳子１巻　島津　道子１巻　池田　典子１巻
伊藤　長美10巻　田澤　秀子３巻　佐藤　清章１巻　石田　英雄１巻　田岡　利依11巻
池尻　公子１巻　水島　源治１巻　野口美江子１巻　青木　勝夫１巻　李　　昌佑１巻
吉川　浩志１巻　上坂　依子１巻　

【延暦寺】求法寺　52巻　　【滋　賀】　明王寺30巻　石堂寺６巻
【京　都】京都教区194巻　京都教区寺庭婦人会40巻
【兵　庫】兵庫教区第三部檀信徒会33巻　如意輪寺23巻　蓮華寺（六部）44巻
【岡　山】神護寺（中央町）30巻　　【四　国】佛性寺１巻　龍乗院４巻　　【三　岐】三岐教区74巻
【神奈川】本覺寺（横浜南部）15巻　　【東　京】永安寺179巻　大盛寺110巻
【北　総】薬王寺35巻　　【南　総】妙樂寺（十一部）８巻　観音教寺157巻
【埼　玉】文殊寺30巻　東泉寺16巻　來迎寺79巻
【群　馬】珊瑚寺55巻　清泰寺44巻　最勝寺（桐生部）６巻　龍善寺19巻
【茨　城】薬王寺（三部）43巻
【栃　木】光音寺112巻　惣宗寺35巻　圓林寺76巻　観明寺40巻
【陸　奥】清浄光院15巻　延壽院15巻　満願寺５巻　光圓寺５巻　光禪寺５巻　賢聖院５巻
東雲寺５巻　岩藏寺５巻　藤田寺５巻　奥福寺５巻　興福寺20巻　西光寺５巻　永清寺５巻
東之坊30巻　松本坊５巻　大聖寺５巻　萬寶院５巻　観音寺９巻　観福寺15巻　法泉寺10巻
千養寺35巻　黒石寺５巻　千手院５巻　東漸寺15巻　勝軍寺５巻　中尊寺39巻　金色院40巻
大徳院15巻　藥樹王院30巻　願成就院15巻　法泉院10巻　瑠璃光院40巻　利生院25巻
圓乗院40巻　観音院20巻　東福寺５巻　毛越寺５巻　千手院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５巻　白王院５巻　光圓院５巻
福昌院５巻　金剛院５巻　覺性院５巻　正善院５巻　藥王院５巻　妙禅院５巻　感神院５巻
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自性院５巻　天台寺15巻　長楽寺15巻　妙法山歓喜院５巻　藥王院10巻　蓮乘院５巻
浄土寺５巻　明光寺５巻　

【安楽律】報恩寺30巻

教育里親制度支援者（教区順・敬称略）
平成23年度支援者
○継続支援（５年間の支援）　【一　般】青木　敏子、瀧　裕善　【延暦寺】延命院
　【京　都】覚円院　【兵　庫】普門寺　【岡　山】新龍寺　【神奈川】妙圓寺
　【東　京】最勝寺、円珠院　【南　総】延寿寺　【埼　玉】圓能寺
○一括支援（15万円一括の支援）　【栃　木】浄光寺　植木善見、浄光寺　植木豪見
○一時支援（継続、一括以外の支援）　【一　般】萱島　宏美、原田　学【陸　奥】延壽院

●一　般
“心のつどい in 比叡山”参加者
一隅公開講座参加者浄財
天台青少年比叡山の集い参加者
天台宗務庁内・滋賀院募金箱
全国一斉托鉢坂本周辺
天台仏青連盟救援委員会
比叡山高校寒行托鉢浄財
（株）ハウスパートナー川島久明
祝部　富子　大橋　浩三
岡部　忠行　奥村　昌子
片尾　茂子　河合　史考
木村　　誠　黒川　　巖
関野　東悦　池田　慶子
鈴木　　恕　内田　　寛
魚　　　栄　高橋美都子
竹中　清澄　谷口　　清
土井美津子　橋場　邦守
橋元　邦夫　水本　光冶
安田美代江　山﨑　　健
鰐部　円蔵
●延暦寺一山
比叡山大護摩
延暦寺戸別托鉢浄財
延暦寺ご誕生会浄財
●滋　賀
一隅大会浄財
教区托鉢浄財
●京　都
教区托鉢浄財　三千院門跡
毘沙門堂門跡　寺庭婦人会
●近　畿
近畿教区仏教青年会事務局
○四　部　圓珠院
●兵　庫
第一部托鉢浄財　第二部托鉢浄財
第六部托鉢浄財　第五部托鉢浄財
○一　部　長光寺　鶴林寺
来迎寺一隅の会

平成23年度地球救援募金ご協力者名簿（教区順・敬称略）
○四　部　寶積院
○六　部　永祐寺　済納寺
●岡　山
教区托鉢浄財　第一部托鉢浄財
第五部托鉢浄財
●山　陰
教区托鉢浄財
第三部第四部托鉢浄財
仏青托鉢浄財
●四　国
教区托鉢浄財
○一　部　萬燈寺
○二　部　医座寺
●九州東
一隅大会浄財
第26回延岡「橋の日」募金
第二教部托鉢浄財　第三教部托鉢浄財
第四教部托鉢浄財　第五教部托鉢浄財
第六教部托鉢浄財
○三教部
富貴寺内蕗地区活性化協議会
●九州西
対馬部托鉢浄財　備前東托鉢浄財
備前西托鉢浄財
○筑前部　安國寺
○柳川部　観音寺
○熊本部　相良寺
●三　岐
一隅大会浄財
教区托鉢浄財
●東　海
一隅を照らす運動東海教区本部
教区托鉢浄財
○五　部　吉祥院
●北　陸
教区托鉢浄財
●信　越
一隅大会浄財
教区托鉢浄財

新潟部托鉢浄財
●神奈川
一隅大会浄財
教区托鉢浄財
○川崎一部　無量院
○横浜南部　本覺寺
○相模一部　天徳寺
●東　京
教区托鉢浄財
○七　部　玉泉寺
○八　部　安養院
●北　総
教区托鉢浄財
●南　総
教区托鉢浄財
○二　部　常福寺
○七　部　歓喜寺
●埼　玉
埼玉教区
天台仏教青年会
天台仏教青年会托鉢浄財
●群　馬
群馬教区　教区托鉢浄財
○北前橋部　安樂寺
○桐生部　安養寺
○伊勢崎部　長安寺
●茨　城
教区托鉢浄財
○一部　長松寺　來迎院
○三部　來迎寺
○八部　西福寺支部
●福島
教区托鉢浄財
●陸奥
一隅大会浄財
陸奥教区
○二部　達谷西光寺
●山　形
○山形部　宗福院
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●北海道
青蓮寺

◆タイ洪水災害・トルコ大地震義援金
 （平成23年度11～１月分）
●一　般
佐々木純子　庄司和子
●延暦寺一山
天台座主　半田孝淳
○東　塔　護心院　行光坊
○西　塔　真蔵院　本行院
○横　川　惠心院
●滋　賀
○湖西部　恵明坊
○野栗部　神宮寺
○蒲北部　安楽寺
○愛犬部　金剛輪寺
●京　都
○一　部　覚円院
○二　部　西林寺
○四　部　龍華院
○五　部　寂光院　妙伝寺
●近　畿
高槻日輪学園
○四　部　長保寺　福蔵院
大同寺　宗泉寺
○非法人　慈久院
●兵　庫
○一　部　長光寺
○二　部　妙楽寺
○三　部　岩屋寺　極楽寺
楊柳寺　國府寺　醫王寺
觀音寺（福崎町）　觀音寺（川町）
八葉寺　梅林寺
○四　部　如意輪寺　圓藏寺
補陀落寺
○五　部　正楽寺
○非法人　延命菴
●岡　山
○一　部　淨土寺　高福寺
○二　部　地蔵院　願興寺
福田寺
○四　部　圓乗院　海蔵寺
妙音院　前住職大江亮昭
泉勝院　大光院　惠門院
○五　部　千手寺
●山　陰
○一　部　大日寺　觀照院
善光院　三佛寺
○四　部　愛宕寺
●四　国
○一　部　妙法寺　大通寺
四国善光寺　長尾寺　薬師寺
光藏寺
○二　部　常信寺　西法寺
○三　部　神宮寺

●九州東
六教部托鉢浄財
○二教部　文殊仙寺
○四教部　臨濟寺　觀音院
○六教部　猪鹿狼寺　金光明寺
○非法人　水月寺
●九州西
○筑前部　成就院　大安寺
普光寺　成福寺　宝満山妙香庵
○柳川部　観音寺　清水寺
○熊本部　長壽寺
○肥前東部　二階寺
○肥前西部　見明寺　淨善寺
○対馬部　清玄寺
●三　岐
○三重一部　朝田寺檀信徒一同
○三重二部　寒松院　圓樂寺
○岐阜一部　新善光寺　密嚴寺
圓興寺
○岐阜三部　慈明院
●東　海
○二　部　観音寺　圓光寺
龍徳寺
○三　部　石山寺
○四　部　善光寺別院願王寺
○五　部　延命寺　玉泉寺
○六　部　神護寺
○七　部　林瑞寺
○八　部　東光寺　蓮華寺
○非法人　明光院
●北　陸
○南越部　帆山寺　窓安寺
妙永寺　中道院
○加能越部　薬王寺
●信　越
慈光保育園
○佐久部　正樂寺　常元寺
千手院
○小県部　國分寺　東圓院
○伊那部　座光如来寺　願王寺
隣政寺
○新潟部　大廣寺
●神奈川
○川崎一部　幸福寺
○川崎三部　等覺院　明鏡寺
明鏡寺名誉住職　原田俊文
増福寺
○横浜北部　金蔵寺　興禪寺
大聖院
○横浜南部　寶塔寺　本覺寺
光明寺　円満寺　杉本寺
寳戒寺　神武寺
○相模一部　龍門寺　本源寺
○相模二部　妙覚寺　大乗院
○相模三部　荘嚴寺　寶珠院
●東　京

○一　部　圓通寺　東漸寺
江東寺　延命寺　成就寺
光明寺　龍眼寺
○二　部　常福寺　燈明寺
○三　部　寛永寺　圓珠院
現龍院　真如院　寒松院
林光院　東漸院　養寿院
淨名院
○四　部　眞光寺　南谷寺
心城院　圓乗寺　正法院
○五　部　寶泉寺　華徳院
教學院　久成院　教學院教会
○六　部　瀧泉寺　成就院
圓融寺　寳塔寺　常行寺　養玉院
○七　部　觀音院　祇園寺
西光寺　大盛寺　玉泉寺
○八　部　觀音寺　眞覺寺
安養寺　常樂寺
○非法人　宝台院
●北　総
○上和泉部　泉養寺　圓慶寺
長福寺　佛法寺　福満寺
○下和泉部　地藏寺　瀧水寺
○山之作部　多門院
○龍角寺部　常蓮寺
●南　総
○一　部　行徳寺　眞乘寺
○二　部　圓輪寺　常福寺
○三　部　西願寺　圓藥寺
西蓮寺　安樂寺
○四　部　笠森寺　寳泉寺
水沼寺　醫山寺　祐藏院
長栄寺　圓壽寺　円覺寺
○七　部　圓明寺　東浪見寺
正満寺
○八　部　般若寺　圓頓寺
清水寺　眺洋寺
○十　部　聖徳寺
○十一部　妙樂寺
●埼　玉
埼玉教区
○一　部　吉祥寺　延命寺
文珠寺
○二　部　喜多院　長徳寺
観音寺　實相院　勝福寺
安樂寺　護國寺　中院
○三　部　福正寺　勝光寺
福藏院
○四　部　圓光寺
○五　部　養福寺　慈眼寺
福正寺　東光寺
○六　部　慈恩寺
○七　部　圓照寺　常光院
圓能寺　吉祥寺　寳幢寺
○八　部　長福寺
○九　部　立岩寺　大光普照寺
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●群　馬
寺庭婦人会
○南前橋部　西光寺　乘明院
萬福寺　安養院
○西前橋部　光巌寺　昌樂寺
林倉寺　正法寺　妙音寺　妙見寺
○高崎部　天龍護國寺
○富岡部　満願寺
○北群馬部　法峰寺　華藏院
常泉寺　柳澤寺
○沼田部　延命寺
○桐生部　世音寺　日輪寺
○東前橋部　東壽寺
○伊勢崎部　華藏寺
○世良田部　最勝寺
○下仁田部　歡學寺　常住寺
●茨　城
○一　部　淨蓮寺　長松寺
寳積寺　來迎院　藥王寺
○二　部　法泉寺　養雲院
心性院　眞徳寺　千光寺
○三　部　華蔵院
○六　部　安穏寺
○七　部　萬福寺　觀音寺
○八　部　長福寺　東光寺
圓福寺
●栃　木
○日光部　輪王寺　實教院
醫王院　護光院　法門院
光樹院　淨土院　櫻本院
觀音寺　龍藏寺　清瀧寺
月藏寺　德性院　大通寺
寶増寺　龍藏寺
○宇都宮部　大谷寺　善願寺
寳泉寺　東福寺　光音寺
光徳寺　正光寺　延命寺
智音寺　普門寺　感應寺
○真岡部　圓林寺　荘嚴寺
常珍寺　城興寺
○小山部　観明寺　壬生寺檀徒会
○栃木部　延命寺　勝泉院
圓通寺　廣泉寺　東泉寺　寳珠院
○佐野部　藥師寺　滝水寺
清水寺
○足利部　吉祥寺　徳蔵寺
●山　形
○山寺部　立石寺　金乘院
○山形部　宗福院
○長井部　正光院
○屋代部　藥師寺
●北海道
天祐寺
●沖縄
○非法人　地蔵院
●安楽律
寂光院

●修験道
三嶽寺
慈照院
●玄　清
成就寺
山崎庵三宝院
●常楽院
寶覚寺

◆東北地方太平洋沖地震義援金
 （平成23年度８～３月分）
●一　般
孝道教団
天台宗学校教職員連盟
天台宗檀信徒会
天台宗檀信徒研修会参加者
念法眞教総本山　金剛寺
（株）嵯峨野観光鉄道
露の団姫　上月　等
滝本真理　林　ヒデ
宮澤観博
●延暦寺
比叡山延暦寺
●滋　賀
○甲南部　浄福寺
○愛犬部　金剛輪寺
●京　都
天台京都仏青
毘沙門堂
●兵　庫
教学研修会参加者
○三　部　第三部托鉢浄財
八葉寺
○四　部　第四部托鉢浄財
兵庫第四部　寶積院
○五　部　正福寺
○六　部　蓮華寺
●岡　山
○五　部　善應寺　觀音寺
●山　陰
○一　部　三佛寺
●九州西
○久留米部　久留米部托鉢浄財
●三　岐
三岐教区
○三重一部　賢明寺
○岐阜一部　寳光院　玉泉寺
○岐阜二部　華厳寺　明王院
地藏院　法輪寺　一乘院
○岐阜三部　美江寺
○岐阜四部　藥王寺　福生寺
●東　海
○三　部　一乗院
●北　陸
一隅大会浄財
○北越部　顯海寺

●信　越
信越教区仏教青年会
○小県部　常楽寺
○伊那部　長春寺　慈眼寺
●神奈川
○川崎一部　醫王寺　幸福寺
久遠寺　明長寺　無量院　遍照寺
法榮寺　千藏寺　観行院　壽永寺
○川崎二部　養福寺　能満寺
妙法寺　西藏寺　影向寺　泉福寺
正福寺　西福寺
○川崎三部　等覺院　妙樂寺
龍厳寺　明鏡寺　増福寺　法泉寺　
福昌寺　觀音寺　龍臺寺　延命寺　
長福寺
○横浜北部　金藏寺　西光院
西量寺　興禪寺　塩谷寺　大聖院　
法華寺　正覺寺　正福寺　觀音寺
○横浜南部　大聖寺　天王院
真福寺　寶塔寺　寶泉寺　本覺寺　
光明寺　観音寺　杉本寺　寳戒寺　
慈音寺　極楽寺　圓満寺
○相模一部　龍門寺　天徳寺
命徳寺　妙相寺　養泉院　光明院　
西光寺　本源寺　観音院　不動院
○相模二部　延命寺　妙覺寺
大乘院　妙圓寺　天宗院　正藏院　
寂靜寺　光明寺　東光寺　長福寺　
観音寺　智恩寺　淨発願寺
觀音寺　清真寺
○相模三部　荘嚴寺　龍福院
寶珠院　青柳院　萬福寺　長泉寺　
明王院　海音寺　大泉寺　成願寺　
明珠院　寶積院　楊谷寺　慶覺院　
景観寺
○山梨部　光福寺　東圓寺
法性寺　寶樹院
●東　京
天台こよみ刊行会
○五　部　永安寺　観音寺
○七　部　大圓寺
●北　総
○下和泉部　瀧水寺
●群　馬
甘楽西部仏教会
○南前橋部　極樂寺　
善光寺護持会
○伊勢崎部　正觀寺
●茨　城
一隅大会浄財
●栃　木
○日光部　淨光寺
●陸　奥
陸奥教区仏教青年会
●玄清
○非法人　大学院
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