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　一隅を照らす運動会長の小堀光詮大僧正
（三千院門跡門主・宗機顧問会会長）が去る、
平成25年６月21日午後４時17分に急性呼吸
窮迫症候群のため入院加療中であった京都
市上京区の府立医科大付属病院でご遷化さ
れた。91歳。
　密葬は６月25日に三千院門跡にてしめや
かに営まれた。本葬は７月31日午後１時か
ら、三千院門跡にて執り行われる。喪主は
長男で延暦寺副執行の光實師。
　小堀会長は1922（大正11）年に栃木県日

光市に生まれ、中学卒業後に比叡山に入り
比叡山専修院を卒業。比叡山中学・高校の
教諭を経て延暦寺副執行、執行、天台宗の
総務室長などを歴任。1988年より三千院門
跡の門主を務められていた。
　一隅を照らす運動では1989（平成元）年
より副会長に就任され、1997（平成９）年
より会長に就任。毎年年末の全国一斉托鉢
では、三千院門前にて托鉢寒行を行うなど
常に先頭に立って、一隅を照らす運動に取
り組んでおられた。また、慈善活動に熱心
に取り組まれており、匿名で乳児園に寄付
を送り続けるなど、伝教大師のお言葉であ
る『己を忘れて他を利する』の実践にまい
進されていた。

一隅を照らす運動総本部だより No.31
一隅を照らす運動ホームページアドレス

http://ichigu.net

小堀光詮会長ご遷化
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　平成25年５月６日から10日までの日程で、
NPO法人「草原の風」主催の「第10回内
モンゴル植林ツアー」が行われ、天台宗か
ら12名が参加した。
　今回は昨年と同様に、砂漠緑化の大切さ
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４名の高校生が
ツアーに参加した。
　第10回参加者22名は、中華人民共和国の
首都北京から西に1000㎞の内モンゴル自治

区ウーシンキとオトクチでの植林活動を行
い、現地の子どもたちや学生との交流を行
った。
　第１日目の７日は、ウーシンキ市街から
１時間ほど離れたチャジャ砂漠へ移動した
後、林昌伸総本部次長が植林活動支援金と
して30万円の目録を植林事務局責任者スチ
ント氏へ手渡した。チャジャ砂漠での植林
は、主にアシチャと呼ばれる高さ30㎝ほど
の苗を約1000本植林した。

第10回 内モンゴル植林ツアー
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　第２日目の８日は、ウーシンキから場所
を移しオトクチで、主に柳を植林した。こ
の日、集まった人々は約100名。中には、
内モンゴルオルドス第二モンゴル族中学校
の学生も含まれていた。
　また、例年になく寒く雨が降る中での植
林作業になったが、約500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の交流会
などを実施した。

■■一隅を照らす運動推進大会■■
○群馬大会
　群馬教区本部（谷晃昭教区本部長）では、
平成25年２月28日に渋川市伊香保町のホテ
ル天坊を会場に、一隅を照らす運動群馬大
会を開催し、檀信徒約500名が参加した。
　はじめに谷教区本部長導師のもと、物故
者回向法要があり会場全体で般若心経をお
唱えした。
　その後、谷教区本部長、一隅群馬教区本
部会長都筑玄澄師、檀信徒会連盟会長木暮
軍平師よりそれぞれ挨拶があった。
　群馬大会では例年、一隅を照らす運動総

本部長より一隅を照らす運動の報告があり、
本年も基本方針、推進事業、地球救援事業
について説明があった。
　続いて、第２講は栃木教区大慈寺住職林
慶仁師より「慈覚大師のおしえ」と題して
講演があり、世界三大旅行記のひとつとさ
れる『入唐求法巡礼行記』などを中心に１
時間半にわたり講演され、参加者は真剣に
聞き入っていた。
　第３講では、南前橋部禅養寺支部宮下昌
宏伝道師より一隅を照らす運動支部活動事
業報告があり、禅養寺では付近の通学路の
雑木林剪定や野焼きなどをして、美化活動
をしている報告があり大会は幕を閉じた。

○埼玉大会
　埼玉教区本部（木本清玄教区本部長）で
は、平成25年４月29日に埼玉県上尾市の上
尾市文化センターを会場に、一隅を照らす
運動埼玉大会を開催し、1000名を超す檀信
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徒が参加した。
　第１講では、天台宗宗歌を唱えた後、木
本教区本部長導師のもと法楽があり会場全
体で三帰依文、般若心経、山家学生式をお
唱えした。
　埼玉大会では例年篤行者表彰があり５名
の方に埼玉教区本部長賞が木本教区本部長
より贈呈された。つづいて、福惠善高総本
部長より６名の方に総本部長賞が贈られた。
　今大会には来賓として、天台宗宗務総長
阿純孝師、参議院議員片山さつき氏、上尾
市長代理副市長後藤文男氏をお招きし、そ
れぞれ祝辞をいただいた。
　続いて、第２講では埼玉教区法儀研究会
による「慈覚大師御影供」が厳かな雰囲気
のなか厳修され、参加者は真剣に聞き入っ
ていた。
　第３講では、衆議院議員東国原英夫氏に
よる「ピンチをチャンスに」と題した講演
があり、若い頃から「一隅を照らす」とい
う言葉をよく使っていたとの話や、宮崎県
知事時代の話や芸能界時代の話などを巧み
な話術で話され、会場が一体となって盛り
上がった。
　最後に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58万円を超す浄財
が総本部長へ寄託され、埼玉大会恒例の万
歳三唱で閉会となった。

ニュース News

◎教区本部事務局長会議を開催

　平成25年３月14日、天台宗務庁中会議室
にて平成24年度一隅を照らす運動教区本部
事務局長会議が開催された。
　この会議では、一隅を照らす運動の推進
活動をよりよく支部に浸透させるため、教
区本部事務局長に出席いただき開催してい
る。
　今年度は、自然災害対策の意識を高める
ため、岡山市に本部を構える、特定非営利
活動法人アムダより、ボランティアセンタ
ー事務局長補佐（広報室兼任）谷佳世氏を
お迎えして、「天台宗寺院災害対策マニュ
アルについて」と題して、講義をされた。
　講義では、「発生から存命率が高い72時
間以内に助けなければならない、大は小を
兼ねるので衣類は大きい物を備蓄する方が
よい、電気を必要としない石油ストーブの
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常備の推奨」など東日本大震災で経験され
たことを話され、みな聞き入っていた。
　また、一隅を照らす運動総本部では『天
台宗寺院災害対策マニュアル』を作成し、
全支部に配布することを検討している。

◎ イラストデータをダウンロード
可能に

　平成25年４月１日より、天台宗宗徒向け
ホームページ（http://member.tendai.or.jp）
に一隅を照らす運動イラストデータ30点を
掲載しました。各イラストデータはダウン
ロード可能ですので、ご活用下さい。
　また、使用する際は注意事項をよくお読
みになりご使用ください。

◎ 「みんなのとしょかん」へえんぴつ
の寄託

　一隅を照らす運動総本部では、平成25年
４月25日一般社団法人「みんなのとしょか
ん」の代表である川端秀明氏が来庁され、

現在の活動についての説明を受けた。
　「みんなのとしょかん」プロジェクトで
は、自然災害等により移住を余儀なくされ、
コミュニティの再生が急務とされる地域や、
過疎化が進む地域に、コミュニティを醸成
できる場所として、図書館を設置する活動
を行っている。
　また、設置した図書館において、カルチ
ャー教室などを開催し、地域での生きがい
づくりや、技術習得の手伝いを行っており、
地域の方による自立したコミュニティの中
心としての図書館の構築を目指している。
　今回は、山陰教区の清水寺支部から寄託
していただいたえんぴつをプロジェクトに
活用していただくため、阿純孝一隅を照ら
す運動理事長から川端秀明氏に手渡された。

◎「こどもほっしんえ」チラシを作成
　この度、一隅を照らす運動総本部で推進
しております「こどもほっしんえ」の檀信
徒配布用チラシを作成いたしました。
　つきましては「こどもほっしんえ」ペー
ジ（http://ichigu.net/information/hosshine.
html）よりダウンロードしていただき、ご
活用いただきますようお願い申し上げます。

「こどもほっしんえ」のポスター
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パンニャ・メッタ学園増築支援（パンニャ・メッタ協会）
 ･････････････････････････････････････････････････2,000,000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
みんなのとしょかん協力支援（社団法人みんなのとしょかん）
 ････････････････････････････････････････････････････500,000円

タイ植林活動支援（南総教区仏教青年会）･････100,000円
会員継続支援（仏教NGOネットワーク） ･･･30,000円
会員継続支援（AMDA） ･･････････････････････30,000円
○指定寄付・里親育英金
教育里親支援（プラティープ財団） ･･････1,800,000円
教育里親支援（パンニャ・メッタ協会） ･･･720,000円
協会活動支援（パンニャ・メッタ協会） ････62,293円
○災害支援
九州豪雨災害支援（福岡県） ･･････････････300,000円
九州豪雨災害支援（熊本県） ･･････････････300,000円
九州豪雨災害支援（大分県） ･･････････････300,000円

地球救援募金支援先
平成24年度　総額　13,966,145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） ･･････423,852円
中国内モンゴル植林支援（NPO法人「草原の風」）
 ････････････････････････････････････････････････････300,000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

平成24年度　百萬巻写経志納者　1631巻（教区順・敬称略）
【一　般】　青木　勝夫２巻　青木八千代１巻　石田　英雄１巻　石本　厚子１巻　井出　陽子１巻　

池田　哲哉10巻　市村　愼吾４巻　井村　春香５巻　内田　美樹２巻　大松　和子１巻　
奥津　善弘１巻　小引やすえ４巻　金山　桂子１巻　金山　美保１巻　菊池　京子１巻　
北村　秀人１巻　坂本　文雄１巻　坂本　泰子２巻　佐藤　榮子１巻　城　　久子１巻　
白山　義晃１巻　曽我石洋子１巻　田岡　利依14巻　高橋七三恵１巻　竹田　泰子１巻　
田澤　秀子５巻　多田佐千子１巻　多田　澄昭１巻　土田由美子７巻　二瓶　和喜１巻　
猶野　鮎美１巻　中山　光雄１巻　古田みどり１巻　堀井　昌子４巻　前田清一郎１巻　
山崎　芳伸１巻　山田　啓蔵１巻　吉川　浩志１巻　米田　博之１巻　和田　　洵１巻

【延暦寺】　大慈院５巻
【京　都】　護浄院200巻　勝持寺21巻
【近　畿】　福藏院12巻
【兵　庫】　兵庫教区第三部檀信徒会33巻　鳳凰寺40巻　如意輪寺74巻　蓮華寺（第六部）46巻
【岡　山】　神護寺（賀陽町）30巻
【三　岐】　三岐教区61巻
【東　京】　大盛寺104巻
【南　総】　観音教寺152巻
【埼　玉】　來迎寺93巻　常光院52巻
【群　馬】　 珊瑚寺51巻　萬福寺（高崎部）２巻　清泰寺46巻　常泉寺14巻　最勝寺（桐生部）10巻　

　龍善寺18巻
【茨　城】　藥王寺80巻
【栃　木】　圓林寺111巻　惣宗寺36巻　高勝寺100巻
【福　島】　天王寺60巻
【陸　奥】　 延壽院17巻　善入院５巻　観音寺10巻　藤田寺５巻　興福寺20巻　願成就院５巻

地藏院２巻
【安楽律】　報恩寺28巻
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教育里親制度支援者（教区順・敬称略）
平成24年度新規支援者
○継続支援（５年間の支援）　【一　般】内藤巧、松下澄旺・慶純　【滋　賀】金剛輪寺　濱中光礼
　【京　都】妙法院　菅原信海　【兵　庫】兵庫教区寺庭婦人会　【九州東】金光明寺　廣瀬邦照
　【信　越】願王寺　萱垣寿満子　【神奈川】本覺寺　河村隆哲
　【東　京】本覺院　大照晃順、東福寺　清水都嗣
　【群　馬】安養寺　船戸義澄、安養寺「にんげん」の会、常住寺　薗實丞
○一括支援（15万円一括の支援）　【一　般】石井英章【東　京】圓通寺　瀧良英、永安寺　金子聡秀、
永安寺　金子教子、玉泉寺　浮岳貞昭、玉泉寺　玉泉寺檀信徒会

　【栃　木】淨光寺　植木善見、淨光寺　植木豪見【陸　奥】東雲寺　山田清隆
○一時支援（継続、一括以外の支援）　【一　般】石津嘉昭、岩沢秀子、清水亨桐、原田孝

●一　般
心のつどいin比叡山参加者
一隅公開講座参加者
天台青少年比叡山の集い参加者
天台宗檀信徒祖山研修会参加者
天台仏青連盟救援委員会
天台宗務庁内・滋賀院・照隅苑募金箱
全国一斉托鉢　JR比叡山坂本駅托鉢浄財
全国一斉托鉢　JR堅田駅托鉢浄財
全国一斉托鉢　京阪坂本駅托鉢浄財
比叡山高等学校実践仏教托鉢浄財
株式会社美佐伝
池野善光寺
青木　正子　有川　弘子
伊藤　好枝　内田　宗孝
樫村喜代子　鎌田まり子
川口　邦子　佐藤　澄子
柴崎千恵子　鈴木　　恕
多川カツコ　竹ノ家代三郎
瀧本　真理　田村　昇平
田村　芳治　土屋　ちか　
中根　由佳　橋元　邦夫
早川富美子　日下　石緑
日野原正敏　平田孝太郎
堀井　英男　松岡　茂生
森松　一利　山口　弘昭
●延暦寺一山
延暦寺大護摩浄財
延暦寺戸別托鉢浄財
●滋　賀
一隅大会浄財
教区托鉢浄財
○湖西部
法光寺
●京　都
○第５部

平成24年度地球救援募金ご協力者名簿（教区順・敬称略）
三千院
●近　畿
一隅大会浄財
仏教青年会
○第４部
大同寺
●兵　庫
仏教青年会
第１部托鉢浄財
第２部托鉢浄財
第３部檀信徒会托鉢浄財
第４部托鉢浄財
第５部托鉢浄財
第６部托鉢浄財
今田天台仏青会
來迎寺一隅の会
○第５部
正福寺
○第６部
蓮華寺
●岡　山
教区托鉢浄財
第２部托鉢浄財
第４部托鉢浄財
第５部托鉢浄財
●山　陰
第１部寺院檀信徒托鉢浄財
第３部第４部合同托鉢浄財
○第２部
長昌寺
●四　国
教区托鉢浄財
●九州東
第２教部托鉢浄財
第３教部托鉢浄財
第４教部托鉢浄財

第５教部托鉢浄財
第６教部托鉢浄財
○第１教部
両子寺
●九州西
久留米部托鉢浄財
柳川部托鉢浄財
熊本部托鉢浄財
肥前東部・肥前西部合同托鉢浄財
対馬部托鉢浄財
○筑前部
安國寺
●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
一隅大会浄財
教区托鉢浄財
第８部檀信徒大会浄財
○第２部
根福寺
○第５部
吉祥院
○第８部
蓮華寺
●北　陸
教区托鉢浄財
○北越部
顯海寺
●信　越
一隅大会浄財
伊那部托鉢浄財
新潟部托鉢浄財
○伊那部
長岳寺
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●神奈川
一隅大会浄財
教区托鉢浄財
檀信徒会
○横浜南部
本覺寺
寳戒寺
○相模第３部
寶珠院
○山梨部
東圓寺
●東　京
教区托鉢浄財
●北　総
教区托鉢浄財
○滑河部
眞城院
○千葉部
千手院
●南　総
○第４部
笠森寺
○第６部
観音教寺
●埼　玉
一隅大会浄財
天台仏教青年会
○第５部
徳星寺
●群　馬
群馬教区
天台宗恩常金一隅会
教区托鉢浄財
慈眼寺さくら保育園
○桐生部
善龍寺
○伊勢崎部
長安寺
●茨　城
一隅大会浄財
教区托鉢浄財
教区新年会募金
○第１部
長松寺
○第２部
福藏院
○第８部
西福寺
圓福寺
●栃　木
○日光部
明静寺

○宇都宮部
光音寺
○真岡部
圓林寺
●福　島
教区托鉢浄財
●陸　奥
教区托鉢浄財
○第１部
觀音寺
●山　形
○山形部
寶光院
宗福院

★東北地方太平洋沖地震義援金
 （平成24年度）
●一　般
天台宗布教師会東北・北海道地区協議会
天台宗寺庭婦人連合会会員一同
叡山学院玉泉会
叡山学院墨跡展浄財
叡山学院托鉢浄財
比叡山中学校ボランティア委員会
駒込高校１年生比叡山研修浄財
露の団姫　藤川一茂
吉川浩志　渡邉雅和
●延暦寺一山
井村春香
●京　都
寺庭婦人会
○第５部
三千院
●兵　庫
○第２部
和田寺
○第４部
彌勒寺
○第６部
常樂寺
●九州東
○第１教部
両子寺
○非法人
今山大師教会
●九州西
○熊本部
相良寺
●東　海
○第５部
吉祥院

●神奈川
○川崎第３部
等覺院
○相模第２部
妙圓寺
○相模第３部
青柳院
●東　京
○第５部
永安寺
○第７部
明靜院
○第８部
普明寺
●南　総
○第４部
笠森寺
●埼　玉
○第６部
満藏寺
●群　馬
群馬天台青年会
寺庭婦人会
東日本親睦野球大会参加者
○南前橋部
極樂寺
○桐生部
善昌寺
○伊勢崎部
正觀寺
○西群馬部
常樂寺
●茨　城
○第２部
最勝王寺
●栃　木
○真岡部
圓林寺
●福　島
龍興寺詠讃会・伝道師会
●陸　奥
第２部檀信徒会
●玄清法流
○非法人
大学院
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