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もの支援金が総本部に寄せられている。

災害のミャンマー・中国
に緊急支援金を寄託
緊急支援金を寄託

なお、総本部では、ミャンマー・サイクロン災害と中
国・四川大地震に対する緊急募金への協力を６月末日ま
で、岩手・宮城内陸地震の義援金は８月末日まで受け付
けている。

法華総持院に百萬巻写経を納経
３月14日、総本部では、運動の柱でもある百萬巻写経
の奉納式を比叡山法華総持院東塔に於いて清原恵光延暦
寺執行を導師に延暦寺一山住職出仕のもと、宗務庁内局
が随喜して厳かに行われ、約六万巻の般若心経が納めら
れた。
納められた写経は、一隅を照らす運動で推進する「百
平成20年５月29日、天台宗務庁において、一隅を照ら

萬巻写経」六万巻で、天台宗の一大写経運動として展開

す運動総本部は、去る５月２日から３日にかけて発生し

され、昭和59年に心経一万巻を法華総持院に納経して以

た、ミャンマー・サイクロン災害被災者支援として、

来24年、今日までにおよそ九十万巻が奉納されたことに

NHK大津放送局へ義援金を寄託した。

なる。

当日は、NHK大津放送局から三原渡局長と野矢哲正

百萬巻写経は、毎年、三千巻程が全国各地から寄せら

副局長が来庁し、濱中光礼理事長から義援金100万円を

ているが、総本部としても信仰運動の基盤でもあること

手渡した。この義援金は、日本赤十字社を通じて、現地

から、より一層の推進に努力をし、一日も早い百万巻の

被災者のために役立てられる。

目標を達成したいと考えている。また、今回の奉納は、

また、同じく19日から23日、濱中理事長等が中国を訪

いよいよ円成をむかえる大法会を記念して行われた。

問。20日に国家宗教局を訪ね、５月12日に発生した中
国・四川大地震に対する見舞金として100万円を手渡した。
総本部では、この度のミャンマーのサインクロン被害、
中国・四川大
地震被害に対
して救援募金
呼びかけてお
りますが、約
1,700万円（６
月10日現在）

−1−

一隅を照らす運動総本部だより

平成20年６月19日発行

第13号

岡山教区本部

平成19年度支部活動助成支部
総本部では、宗祖伝教大師のお言葉「己を忘れて他を
利するは慈悲の極み也」の精神の実践活動でもある社会
奉仕活動を永年にわたり実践する１教区本部１支部を奨
励、助成した。平成19年度の支部活動助成支部は以下の
とおり。

延暦寺
延暦寺
●事 業 名「日本赤十字 滋賀県大津支部 坂本分団」
●該当事業：清掃活動、慰問品支給
●日
時：平成19年５月29日10時〜15時、
７月25日８時〜15時、12月５日10時〜12時
●場
所：浄土院周辺、慈眼堂、西教寺内真盛園
●人
数：寺族11名、一般50名
●要
旨：その他として坂本社会福祉行事に協力し、
JR、京阪該当駅座布団設置、清掃奉仕

滋賀教区本部
善應寺支部（梅田義収支部長）
●事 業 名「交通安全啓発及び独居家庭激励訪問事業」
●該当事業：慰問、その他（交通安全啓発）
●日
時：平成20年１月14日〜１月27日
●場
所：甲賀市甲賀町油日、上野地区
●人
数：寺族１名、信徒65名、一般５名
●要
旨：14〜25日「飛び出し注意子供人形標識」の
制作。26日、善應寺で制作した交通安全標識祈願法要。
法要終了後、激励訪問のお弁当用食材等の準備。27日、
飛び出し注意子供人形標識の設置、終了後独居家庭を
激励訪問。激励訪問の昼食のお弁当づくり

近畿教区本部
松尾寺支部（高岡保博支部長）
●事 業 名「和泉市松尾寺公園・清掃、整備管理」
●該当事業：清掃活動、環境保全、美化活動
●日
時：平成19年４月７日〜平成20年１月20日
●場
所：和泉市立松尾寺公園
●人
数：寺族３名、檀徒10名、信徒６名、一般５名
●要
旨：松尾寺境内を中心に和泉市立松尾寺公園の
樹木の整備、遊歩道の草刈り、肥料置きなど、月に一
回のペースで信徒会を中心に何人かで行っている

兵庫教区本部
悟真院支部（大塚善忍支部長）
●事 業 名「墓地整備」
●該当事業：その他
●場
所：悟真院
●人
数：寺族２名、檀徒260名
●要
旨：古い石碑が多く、何年も墓参りもなく、周
囲の墓石にも影響が出始めたため、推進委員が率先し
て永代使用権の持ち主を根気よく探し、少しずつ墓地
整備が整っている

淨土寺支部（片岡憲秀支部長）
●事 業 名「一隅を照らし社会を明るくする運動の推進」
●該当事業：その他
●日
時：毎年４月29日９時〜13時
●場
所：浄土寺本堂
●人
数：寺族10名、檀徒160名
●要
旨：毎年、４月29日に春季戦没者慰霊法要並び
に一隅大会を執行し、本年で第29回目を迎える。檀信
徒及び会員等に社会に対し、奉仕、生命、共生を実践
するよう教化している（本山布教師を迎え、講演を依
頼している）。これまでに、慰問、募金、美化活動等
を実践し、近年、境内に植樹を行う予定

山陰教区本部
弥勒寺支部（柴山宣慶支部長）
●事 業 名「弥勒寺一隅会」
●該当事業：清掃活動、環境保全、美化活動
●日
時：平成19年７月３日13時〜16時 秋に一回
●場
所：鳥取県鳥取市紙屋周辺
●人
数：寺族２名、檀徒24名
●要
旨：発足して30年、菩提寺弥勒寺周辺の清掃活
動・草引き等の奉仕活動を毎年行っている。年一回の
本山参拝も実施し、会員は、信仰運動としての「一隅
を照らす」の言葉も認知している

九州西教区本部
普光寺支部（中川原秀人支部長）
●事 業 名「三池山周辺の清掃活動および植樹活動」
●該当事業：清掃活動、環境保全、美化活動
●日
時：平成19年12月９日９時〜15時
●場
所：福岡県大牟田市三池山周辺
●人
数：寺族２名、信徒３名、一般50名
●要
旨：当山はボランティアを中心に年２回の清掃
活動、植樹活動をおこなっており、それを人的にも金銭
的にも全面的に協力している。この活動により美観も少
しづつ回復し、市民の里山の美化意識も高まり、ゴミの
不法投棄も減少している。又、幼稚園、保育園を初め小
中学校等の郊外学習の場ともなっている

三岐教区本部
法真寺支部（宇野光道支部長）
●事 業 名「コミュニティ・ガーデン ―この世から
あの世へ超越するための学習を求めて―」
●該当事業：清掃活動、環境保全、美化活動
●日
時：平成19年３月
●場
所：法真寺境内
●人
数：寺族３名、檀徒５名、信徒10名
●要
旨：すべての人が安心して交流できる場を提供
したいとの考えから450m2の土地にコミュニティ・ガー
デンを設置し、野菜作りを通して、高齢者がリーダー
となり、指導や助言をし、会話が弾んでいる。収穫し
た野菜は、野菜作りに携わった人だけでなく、他の人
とも分け合い喜びを分かち合っている
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東海教区本部

茨城教区本部

吉祥院支部（立松圓浄支部長）
●事 業 名「寒行」
●該当事業：その他
●日
時：平成19年12月１日〜７日18時〜21時
●場
所：知多市内
●人
数：寺族１名、檀徒10名、信徒10名
●要
旨：20数年間、毎年宗祖のお言葉である「己を
忘れて他を利するは慈悲の極み也」の精神のもと寒の
頃托鉢修行を実施

如意輪寺支部（舩戸俊宏支部長）
●事 業 名「川の清掃活動」
●日
時：平成19年７月１日８時〜11時
●場
所：茨城県笠間市上市原〜下市原地区
●人
数：寺族１名、檀徒100名
●要
旨：近隣を流れる涸沼前川の約２kmの区間の
河川敷を如意輪寺檀徒約100名にて、除草及び空き缶、
ゴミ拾いなどの清掃活動を実施

栃木教区本部

神奈川教区本部
泉福寺支部（浮岳堯仁支部長）
●事 業 名「泉福寺我楽多市バザー」
●該当事業：その他
●日
時：平成19年５月４日10時〜14時
●場
所：泉福寺境内
●人
数：寺族４名、檀徒200名、一般1,500名
●要
旨：平成９年５月４日以後、毎年開催している。
運営の主体は泉福寺写経会の会員20名があたってい
る。バザーは毎日募集し、出店は30店。その内10店は
泉福寺主催。当日の収益金は地元宮前区にある愛児園
他スリランカ孤児援助基金、カンボジア義足センター、
スリランカ学校図書費、難民を助ける会等に寄付して
いる

壬生寺支部（渡邉光喜支部長）
●事 業 名「壬生寺円仁太鼓の演奏」
●該当事業：慰問、その他
●日
時：年数回
●場
所：壬生寺保育園内及び、壬生町内
●人
数：一般40名
●要
旨：14年前から慈覚大師御誕生1200年を記念し
て壬生寺保育園の園児が和太鼓「円仁太鼓」をはじめ
た。その後、大人も参加して「壬生寺円仁太鼓保存会」
を作り、寺の行事や町の行事ふるさと祭、県の行事緑
化フェア、老人ホーム慰問等に参加し、和太鼓演奏を
通し多くの人に喜びと感動を与えている。この他、歳
末助合い運動への募金活動、ペットボトルの回収・リ
サイクル、地元老人会との交流などを実施している

埼玉教区本部

福島教区本部

圓光寺支部（高橋亮誠支部長）
●事 業 名「特養ホームでの月１回のボランティア活動」
●該当事業：清掃活動、慰問
●日
時：毎月第４火曜日 10時〜17時
●場
所：東松山市・東松山特別養護老人ホーム
●人
数：寺族２名、檀徒５名、信徒10名、一般５名
●要
旨：毎月第４火曜日に都合の付く会員５名〜10
名と共に東松山市の特養ホームに於て、住職は法話を
30分、会員はお昼まで清掃、シーツ交換をしたり、お
年寄の話し相手をしたりと、皆さん楽しく参加し現在
８年が経過している

観音寺支部（矢島義謙支部長）
●事 業 名「高松山青少年教化研修会」
●該当事業：清掃活動、環境保全、美化活動、その他
●日
時：毎年８月５〜10日 ６時〜９時
●場
所：高松山ふれあい広場。観光駐車場他
●人
数：寺族３名、檀徒150名、信徒50名、一般20名
●要
旨：毎年、青少年教化研修会を開催、今年で30
年になる。研修生約100名と役員、高松山仏教青年会、
御詠歌会、伝道師会、高松山権現太鼓会等各種団体が
総出でふれあい広場等公共施設を清掃している

陸奥教区本部

群馬教区本部
観音寺支部（ 田興憲支部長）
●事 業 名「清掃活動及び境内を使用した運動の実践」
●該当事業：清掃活動、その他
●場
所：観音寺境内並びに隣接道路・河川・集会所
●人
数：寺族４名、檀徒18名、信徒５名、一般６名
●要
旨：毎年７月第４週、12月第２週の日曜日の午
前中に世話人の呼びかけで檀信徒はじめ一般の方を含
め、境内及び隣接する道路、河川、集会所の清掃を実施。
また、11月には境内を開放し、お茶席や落語と琴の演
奏会を行うなど多くの人に親しみの持てる寺を目指し
ている。また、地区内の老人方も招待している

藤田寺支部（小齋正祥支部長）
●事 業 名「まちをきれいにする会」
●該当事業：清掃活動、環境保全、美化活動
●場
所：角田市藤田地区内
●要
旨：住職拝命以来毎年、檀信徒と共に美化活動
として、地域内の清掃奉仕活動を実施している。
道路、河川敷等の草刈。親子で生活道路のゴミ拾いと
公園の草取り、手入れ。花いっぱい運動として地域内
の空地に菜の花を植え美化に努めている。この事業を
行うことにより、檀信徒との信頼関係が非常に良好な
ものとなり、参加人数が延べ年間300人以上になった
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■ ■ 一隅を照らす運動推進大会 ■ ■
●群馬大会

第２部では、作家の青木新門氏が「いのちのバトンタ
ッチ」と題し、講演。参加者はじっくりと聞き入ってい
た。
最後に、各支部が実施した歳末募金である慈愛募金の
中の200万円と、当日会場で集められた浄財339,225円が、
地球救援募金として寄託された。
また、埼玉教区本部は、地球救援募金に毎年多額の浄
財を寄託していることから、秋吉総本部長より吉田教区
本部長に感謝状が贈られた。

●東京大会

群馬教区本部（藤井祐順教区本部長）では、３月３、４
日の両日、渋川市の「ホテル木暮」を会場に、平成19年
度群馬教区本部年次大会を開催、住職、檀信徒合わせて
450名が参加した。
大会では、秋吉文隆総本部長と、山本光賢延暦寺教化
部長による講演が行われた。秋吉総本部長は、「一隅を
照らす運動の現況について」と題し、インド・タイへの
教育支援、ラオス学校建設や中国内モンゴル自治区での
植林活動など総本部で取組む事業と自ら訪れた中越沖地
震被災地の写真を大スクリーンに映しながら総本部の活
動を紹介した。また、山本部長は「開宗千二百年につい
て」と題した講話があった。当日、大会で集まった浄財
189,905円が、地球救援事務局に寄託された。

●埼玉大会
埼玉教区本部(吉田亮照教区本部長)では、平成20年４
月29日、埼玉県上尾市文化センターを会場に、第42回埼
玉教区本部推進大会を開催。各支部から約600名の檀信
徒が集った。
第１部では、秋吉文隆総本部長より、一隅を照らす運
動を長年実践されている３名の檀信徒の表彰があった。

東京教区本部（寺本亮洞教区本部長）は、平成20年６
月７日、九段会館・大ホールを会場に、第39回東京教区
本部推進大会を開催。今回の大会には、約1,000名が集
った。
第１部では、雅楽と天台声明講演・教区代表によるお
つとめ・和讃奉詠などがあり、杜多道雄前本部長による
「一隅運動のすすめ」と題したお話があった。
第２部では、ライフミッショナリー（命の大切さを伝
える人）白井のり子先生が、「今を生きる」−命って素
晴らしい−と題した講演をされ、自らのサリドマイド被
害者体験を通じて「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、来場者からは感動し
た表情がうかがえた。

●信越大会
信越教区本部（大澤祐仁教区本部長）では、６月13日
に長野県飯田市の大願寺（鷲山芳照支部長）を会場に信
越教区本部大会を約100名が参加し開催した。
第１部では、大澤本部長導師の法楽の後、総本部をは
じめ来賓の方が祝辞を述べ、続いて信越教区伊那部の檀
信徒総代会会長が、「生命」「奉仕」「共生」の３つの柱
を「運動推進の誓い」として参加者全員と唱和した。
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第２部では、天台宗群馬教区妙見寺住職の小川晃豊師
を講師に迎え「いまこそご先祖さまの供養を」と題した
講演が行われた。身近に出来ることは「先祖を大事にす
ること」
「それには先ず我々が形に現すことです」と講演。
最後に、鷲山支部長から本大会参加者からの浄財が、
ミャンマーと中国・四川の義援金として75,582円が総本
部に手渡された。
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270,728円が寄託された。

●東海大会
平成20年６月14日、東海教区本部（中村廣文教区本部
長）は、名古屋市の覚王山日泰寺普門閣を会場に、東海
大会並びに東海教区檀信徒総会を開催し、約110名が参
加した。
大会は、来賓の秋吉文隆総本部長、同教区本部事務局
長・佐藤正延師が挨拶。その後、永年にわたり社会奉仕
活動を継続している吉祥院支部に対して、秋吉総本部長
から吉祥院檀徒総代に感謝状と目録が手渡された。
また、同教区本部からは、総本部に浄財が寄託された。
講演では、吉祥院・立松圓浄住職が「一隅を照らす」
と題し、自身が住職となって始めた托鉢や御詠歌等の活
動について話した。

●神奈川大会
平成20年６月13日、神奈川教区本部（溝江光運教区本
部長）では、神奈川川崎大会を川崎市高津市民館にて開
催、約600名が参加した。
第一部では、溝江教区本部長を導師に法楽、福聚教会
による御詠歌、詠舞が行われた。その後、同教区布教師
会副会長・浮岳堯仁師の「一隅を照らす運動のすすめ」
と題した法話があった。

●兵庫大会
平成20年６月19日、兵庫教区本部（草別碩善教区本部
長）では、加西市の「健康福祉会館」を会場に、推進大
会を檀信徒総会と併せて開催、約300名が参加した。
大会は法楽の後、一隅を照らす運動の実践活動をされ
ている代表者３名が、それぞれ日頃の寺院護持や、地元
での福祉活動などを発表し、６名が総本部長表彰を受けた。
講演では「比叡の四季」−お山の行事と修行を通し
て−と題し、延暦寺一山瑞応院住職の山田能裕師がホワ
イトボードを用いながら、現代社会における心の問題を
多数の例を取り上げ、わかりやすく説明された。

第二部では、作家・青木新門氏による「いのちのバト
ンタッチ」と題した講演があり、青木氏のわかりやすい
お話しに参加者は聞き入っていた。
また、第三部では、溝江教区本部長が、高津区社会福
祉協議会と総本部に本大会で集められた募金を贈呈。総
本部には、地球救援募金として544,607円、ミャンマ
ー・サイクロン災害と中国・四川大地震の義援金として
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ソコンによる現状の活動報告を受け、クロントイスラム

インド・パンニャ・メッタを視察

を視察した。

２月８日、総本部では、サンガラトナ・法天・マナケ

財団は、スラムで暮らす人々の生活改善を目指し、教

師（インド・禅定林住職）が運営する「パンニャ・メッ

育里親制度・幼稚園運営等の教育事業、「生き直しの学

タ子供の家」と「パンニャ・メッタ図書館」の支援のた

校」と呼ばれる人材育成事業等、22の事業を行っている。

め、禅定林大本堂落慶一周年法要に秋吉文隆総本部長が

財団では、創設者のプラティープ女史と面会した後「生

参加した。

き直しの学校」支援金100万円の目録を手渡し、財団の

滞在中、

現状や今後の支援について話し合った。

秋吉総本部

現在では、「生き直しの学校」で育った子どもたちが

長は、ナグ

自立し、施設の職員として働き、また、アブラヤシから

プール市内

ヤシ油を抽出する工場を造ったりしている。財団が取り

にある「パ

組んでいる人材育成事業は、着実に成果を上げている。

ンニャ・メ

さらに、本年８月31日、財団設立30年を迎えるにあた

ッタ学園」

り、「生き直しの学校」にアブラヤシ農園の拡張を計画

や、ルヤー

しており、平成24年までの４年間に、2,000本の苗木の

ド村の「パ

植林を予定している。植林代は、土地整備や苗木代、４

ンニャ・メ

年間の管理費等を含めて、１本3,000バーツ（約11,000円）
。

タ子供の家」などを視察。平成７年に完成した「子供の

森林保護と自然環境を考え地球温暖化を防止し、採集し

家」は、様々な活動を続けるサンガ師の最初の拠点であ

たヤシ油でバイオディーゼル燃料を精製して収入を得、

り、原点とも言える場所である。現在は、カーストや宗

運営費に充てる。総本部も、支援を検討していく。

教の異なる６歳から22歳までの子どもたち46人が、共同
生活を送っている。総本部では、弱い立場にある人々の
精神向上、識字率向上、自立を願い、禅定林に毎年支援

「一隅を照らす木」を比叡山に植樹。

をしており、本年も、秋吉総本部長が100万円をサンガ

総本部では、３月10日に奥比叡ドライブウエイ、３月
19日には比叡山ドライブウエイの道路脇に「一隅を照ら

師に贈った。
ところが、この日は思いがけず、サンガ師から秋吉総

す木」として桜の木14本を植樹した。

本部長に「子供の家」の子どもたちが一食を捧げ募金し

この取り組みは、総本部の事業活動「一隅を照らす木

た支援金が手渡された。このお金は、子どもたちが「自

植樹里親」募集によるもので、本運動が掲げる３つの柱

分たちも誰かの役に立ちたい」と自発的に集めたもの。

の１つ「共

秋吉総本部長は「子どもたちの気持ちは、まさしく一

生」の実践
活動として

隅を照らす行動です」と述べた。

地球温暖化
防止活動の

タイ・プラテープ財団を訪問

一環として

２月15日、秋吉文隆総本部長はタイ・バンコク市内ク

の取り組み

ロントイスラムにあるシャンティ国際ボランティア会

で今回で第

（SVA）とドゥアン・プラティープ財団を訪問した。

３回目を迎

SVAで

える。

は、秋吉総

それぞれ

本部長から

の木には「地球温暖化防止

プロマー事

ッセージと、植樹に賛同する支部寺院や個人のネームプ

務局長に支

レートが取り付けられる。「地球温暖化防止」と銘打つ

援金30万円

には、極ささやかな取り組みではあるが、木々が大きく

の目録を手

枝を広げるように、やがて全国の天台宗寺院や多くの人

渡した後、

に広がっていくことを願っている。

一隅を照らす木」というメ

日本人スタ

今回の里親は次の通り、広島県 五島和子、鳥取県 木

ッフからパ

村俊視・安恵、福島県 荒川タイ、福岡県 中尾秋枝、大
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阪府 中尾秀昭、滋賀県 斉藤佳奈、茨城教区 如意輪寺

子どもたち、遊牧民との交流を行った。６日、オトクチ

（笠間市）、如意輪寺（茨城町）、善照寺、西福寺、滋賀

市街から植林地へ移動、現地林業局主催のオープニング

教区 東雲寺、九州西教区 清水寺（順不同敬称略）。

セレモニーに出席し、総本部より活動支援金30万円の目
録がオトクチ林業局局長ボージンサン氏に手渡された。
その後、植林を開始、集まった現地人は70名。中には、

新潟県義援金寄託の表彰

ラマ教寺院のチョンクル住職をはじめ僧侶数名・林業局

平成20年３月24日、新潟市の新潟県庁で「新潟県中越

職員25名・中学生40名も含まれていた。現場にあるのは、

沖地震感謝状贈呈式」が開かれ、義援金を贈るなど被災

長い柄のスコップのみで、近代的な機器は一切なく、２

者支援の活動をした団体や企業の関係者約70人が出席し

ｍ位の柳の苗木を深さ１ｍ・直径50cmの穴を掘って埋

た。総本部からは、秋吉文隆総本部長が出席し、泉田裕

めるという単純な方法であった。その他、林業局や遊牧

彦知事代理

民との交流夕食会に参加、過去４回の植林した場所も視

の神保和男

察した。また、オトクチ市街では、オトクチ専門学校を

副知事から

訪問し、日本語授業を見学した。

感謝状が贈

総本部では、前回までの植林の成果を実感し、継続し

呈された。

た活動を前向きに検討していく。

一隅を照
らす運動総

三宅島の子どもたちに教育支援金を寄託

本部では、
昨年７月16

平成20年５月27日、一隅を照らす運動総本部は、三宅

日に発生し

島噴火災害支援として、義援金を三宅村教育委員会へ寄

た新潟県中

託した。

越沖地震の被災者支援のため、宗内各寺院や一般に募金

草別善哉

を呼び掛け、集まった浄財1,000万円を新潟県に寄託し

一隅を照ら

ている。

す運動総本
部次長が現
地に赴き、

第５回内モンゴル植林ツアーに参加

三宅村教育

総本部では、去る５月５日から11日にかけて「内モン

委員会があ

ゴルの砂漠を緑化する会・NPO法人草原の風」（代表：

る三宅村役

中田忠夫氏）が主催する「第５回内モンゴル植林ツアー」

場を訪問。

に職員２名を派遣した。同会は、内モンゴル出身で長野

平野祐康三

県飯田市在住の佐々木ハスゲレルさんが始めた植林活動

宅村長、櫻田昭正三宅村教育委員会教育長と面会し、雄

を支援しようと、飯田市下伊那の有志により平成16年に

山噴火当時の様子や復興状況などを伺った。

発足。これまでに実施した４回のツアーで、柳や薬草な

その後、草別次長が三宅村の子どもたちの教育支援金

ど約10万本

として、平野村長に1,057,289円を手渡した。この支援金

を植林して

は、以前、総本部が平成12年（2000年）の雄山噴火の際、

いる。平成

募金を呼び掛けて集まった浄財で、全島避難した村民が

18年11月に

帰島するまで預かっていたもの。羽田―三宅島間の飛行

はハスゲレ

機が、４月26日に運行再開したことを機会に現地へ届け

ルさんらが

た。

天台宗務庁

また、27日と28日の両日に渡って、教育委員会の木村

を訪れ、総

教育課長に案内していただき、今なおいたる所に噴火の

本部に植林

爪跡が残る島内を視察した。現在も、雄山からは火山ガ

支援を依

スが発生しているため、立入禁止区域があり、家に戻れ

頼、それを

ない人々がいる。島の本当の復興には、まだ時間がかか

受けて昨年より支援を行っており、本年も首都北京から

る。

西に1,000kmの内モンゴル自治区オトクチで植林活動や
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ニュース News

◎「一食を捧げる募金」を寄託。三岐・円楽寺
２月28日、三岐
教区円楽寺（四日
市市）の生田良徳
支部長が、総本部
を訪れ、檀信徒の
磯田行雄氏の行っ
た、「一食を捧げ
る募金」の浄財な
どを地球救援募金に寄託した。
磯田氏は、80歳を超えた今も、毎週水曜日にお寺にこ
られ、墓参りをし、花を替えるのを日課としている。自
ら「一食を捧げる募金」として１日10円を募金し、一年
分を寺に寄せられた。「偉そうにしていても一文も出さ
ない人が多い中、気持ちがうれしい」と生田支部長は話
す。浄財はこの他、位牌堂に設置している募金箱の分も
併せた13,499円。

◎仏青連盟托鉢浄財100万円を寄託
去る４月23日、
宗務庁で、天台仏
教青年連盟代議員
会が開催され、天
台仏教青年連盟の
綾小路乗俊代表か
ら濱中光礼理事長
に地球救援募金と
して100万円が寄託された。
この浄財は、仏青が、天台宗開宗1200年を慶讃して平
成17年４月から平成19年４月までの２年間にわたり各教
区を巡回した「不滅の法燈全国行脚」での托鉢募金の一部。

期間中は各教区仏青が募金活動などを展開し多くの浄
財が集まった。

◎「平和の鐘」の浄財を寄託。東海・根福寺
４月24日、東海
教区根福寺（稲沢
市）の林敬順支部
長が天台宗務庁を
訪れ、浄財16,892
円を秋吉総本部長
に寄託した。
これは、林支部
長の考案で同寺本堂内に設置した「平和の鐘（ミニチュ
ア和鐘）」の浄財。林支部長は「設置して以来、参拝者
の関心が高く沢山の浄財が集まったので、是非、地球救
援事業に役立てて貰いたい」と話した。

◎寺庭婦人連合会が災害支援義援金を寄託
６月18日、天台宗寺庭婦人連合会（霜村和子会長）の
堀澤光妙副会長が来庁、ミャンマー・サインクロン被害
と中国四川大地震に対する義援金を総本部に寄託した。
義援金は、寺婦連の堀澤副会長から濱中光礼理事長に
653,482円が贈られた。
また、九州東教区寺庭婦人会（寺田桂子会長）から寄
せられた84,050円
も併せて寄託され
た。いずれもミャ
ンマーと中国災害
支援金として役立
てられる。

教育里親制度支援者（順不同・敬称略）ご協力ありがとうございます
平成17年度支援者
○継続支援（５年間の支援）【一 般】福澤貴美恵、三枝房枝、山形京子【神奈川】妙楽寺・溝江光運
【南 総】清水寺・井上享海、天台宗南総教区第２部檀信徒連合会【陸 奥】永泉寺・中臣亮啓【山 形】性相院・後藤仁田
○一括支援（15万円一括の支援）
【一 般】清田哲生、的場ヒデ子
○一時支援（継続、一括以外の支援）
【一 般】古澤正彦【茨 城】西福寺・西福寺一隅会【福 島】長命寺・須藤恭俊
【陸 奥】延壽院・山本峰聖

平成18年度支援者
○継続支援（５年間の支援）
【一 般】安岡 勝、瀧 裕善、青木敏子、黒川浩吉、橋本良枝【延暦寺一山】延命院・獅子王圓泰
【京 都】覚円院・奥村慶淳【近 畿】本山寺・百済寂仁【兵 庫】普門寺・藤本恵祐【岡 山】新龍寺・一色教圓
【東 京】最勝寺・山田俊和、修禅院・水上晴美、圓珠院・杉谷義純【南 総】延寿寺・白川良威、遍照寺・白鳥憲舜
【埼 玉】圓能寺・光栄純映【茨 城】妙行寺・大宮孝詮【栃 木】観明寺・勝呂俊裕
【陸 奥】薬王院・千葉秀海、妙法山歓喜院・高橋法海
○一括支援（15万円一括の支援）
【一 般】水野光章【東 京】養壽院・赤沼廣海
○一時支援（継続、一括以外の支援）
【一 般】古澤正彦、鈴木和子、有川弘子、乗附京子【九州西】東明寺・三重野仁澄
【茨 城】西福寺・志鳥融光【陸 奥】延壽院・山本峰聖
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