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40周年西日本大会を盛大に開催

全国一斉托鉢を展開

一隅を照らす運動総本部では、11月５日、福岡県の久
留米市民会館において、一隅を照らす運動40周年西日本
大会が行なわれ、1,300人の参加者で埋め尽くされた。

師走恒例の天台宗全国一斉托鉢は、第23回目を迎えま

開会式では、一隅を照らす運動総裁である半田孝淳天

した。12月の地球救援募金強化月間中は、各教区本部や

台座主猊下御親修による法楽が厳かに奉修され、主催者

支部を中心に戸別托鉢や街頭募金が展開されました。今

を代表して濱中光礼理事長による謝辞と、武覚超延暦寺

年も大勢の方々が協力し、12月25日現在で22教区本部50

執行が祝辞を述べた。
引き続き記念法要として、玄清法流による琵琶法要が

会場の実施報告をいただいております。
全国での募金総額は9,077,002円で、これらの浄財は、

行われた後、放送タレントの永六輔氏による「明日を生

地域社会福祉向上のために地元の社会福祉協議会や

きる力」と題した基調講演が行われた。永氏は「私たち

NHK歳末たすけあいなどに届けられたほか、一隅を照

の生命は両親からいただいたもの。両親の生命はそのま

らす運動総本部の「地球救援事務局」に4,583,359円が寄

た両親から。そうして繋がっているから、36億年前に地

託されました（関連記事５・６・７面）
。

球上に誕生した生命が、全ての人の中で生きている」と、
生命の尊さを強調した。
次いで、質問の時間がもたれ、会場から多くの質問が
寄せられた。
閉会式では、この日会場で集められた地球救援募金50
万円が、秋吉文隆総本部長に寄託された。
大会の最後に、甘井亮淳西日本大会実行委員長（九州
西教区本部長）が挨拶に立ち、「今後も、地道な活動を
通じて、一隅を照らす運動を日本全国に、また世界に根
付かせていくよう、邁進してまいります」と決意を表明
し、閉幕となった。
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■ ■ 一隅を照らす運動推進大会 ■ ■
●南総大会

成る、成仏すると
いう尊いものを持
っているから、そ
の尊いものをそれ
ぞれが、尊重し、
ゆる
認め合い、また宥
し合うことです」
と話された。
また講演後に
は、渋谷幸平氏らによる津軽三味線の演奏が行われ、最
後にこの日会場で集められた浄財を地元福祉協議会へ贈
呈し閉会となった。

南総教区本部
（浅野玄航教区本
部長）では、平成
20年10月28日、千
葉県「鴨川市市民
会館」を会場に、
第13回一隅を照ら
す運動南総大会を
開催。約600名が
集った。
開会式では、福聚教会による奉詠舞、仏教青年会によ
る法楽、各方面からの挨拶・祝辞などがあった。
講演では、吉田実盛師（兵庫教区眞光院住職）が、 ●近畿大会
近畿教区本部
「どう一隅を照らせばよいのだろうか？」と題した講演
（高岡保博教区本
があり、宗祖伝教大師の教え、天台宗・一隅を照らす運
部長）では、平成
動の歴史と現在、天台宗徒の根底に持つべき心・生活と
20年11月22日、大
宗教的実践をわかりやすく解説された。
阪府高槻市の神峰
●茨城大会
山寺（近藤眞道支
茨城教区本部（寺門俊文教区本部長）では、平成20年
部長）を会場に、
11月８日、茨城県阿見町の善照寺（菅野弘順支部長）を
一隅を照らす運動
会場に、一隅を照らす運動茨城大会を開催、160名が参
近畿大会並びに天
加した。
台大師報恩法要を開催した。今大会は、近畿教区布教師
13回目を数える今大会は「一隅を照らす人びとの集い」 会の研修会も兼ねており、布教師及び檀信徒が約150名
をテーマに実施され、北嶺大行満大阿闍梨・藤波源信延
集った。
暦寺一山宝珠院住職を講師に迎え「修行と生活」と題し
報恩法要に引き続き、推進大会に移り、高岡教区本部
た講演が行われた後、参加者全員が藤波師からお加持を
長と秋吉文隆一隅を照らす運動総本部長が挨拶。その後、
うけた。
叡南覺範毘沙門堂門跡門主を講師に迎え「心の時代へ」
講演に引き続
と題した講演が行われた。叡南門主は、仏教の歴史と伝
き、中国・内モン
教大師のみ教えについて分かりやすく話された。
ゴル自治区出身
●ハワイ大会
で、NPO法人
平成20年11月26日、ハワイ・ハレクラニホテルにおい
「草原の風」の
て、開教35周年ハワイ一隅大会が開催され、総本部から
佐々木ハスゲレル
は秋吉文隆総本部長が臨席した。
さんによる民族楽
大会では、芥川賞作家で僧侶でもある玄侑宗久師が
器を用いた演奏会
「一隅を照らす心―地蔵の心 観音の心―」と題して記
が行われた。
念講演を行った。
●陸奥大会
大会には、天台宗
平成20年11月16日、陸奥教区本部（菅原光中教区本部
海外開教35周年ハ
長）では、岩手県平泉町の平泉小学校体育館を会場に、
ワイ結集団の団員
一隅を照らす運動岩手福祉大会を開催、約500名が参加
ばかりでなく、地
した。
元の日系人も数多
講演では「慈しむ心・思いやる心」と題し、山田俊和
く参加し、会場は
かん す
にんちゅうそん
中尊寺貫 主 が、法華経の言葉「人中尊 」について、岩
立錐の余地もない
手・宮城内陸地震の話をまじえながら「全ての人が仏に
ほどであった。
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岡山教区本部

平成20年度支部活動助成支部
一隅を照らす運動総本部では、平成19年度から宗祖伝
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１支部を奨励し助成しています。平成20
年度の支部活動助成支部は、以下のとおり。

近畿教区本部
本山寺支部（百済寂仁支部長）
●事 業 名「境内清掃並参拝道保全等」
●該当事業：清掃奉仕
●活動年数：35年
●日
時：平成20年４月12日〜平成21年３月９日
８時〜17時
●会
場：本山寺境内〜参拝道約４km
●人
数：住職１名、寺族１名、一般２〜20名
●要
旨：境内及び参拝道の美化。月毎祭前日に、有
志による境内の清掃や植木の刈り込みなどの奉仕。
また、毎週日曜日の写経会参加者による境内の清掃
を実施。
その他、月１回公衆トイレの清掃もボランティアに
より行われている。

兵庫教区本部
蓮華寺支部（速水亘雄支部長）
●事 業 名「地域における清掃活動と環境保全」
●該当事業：清掃奉仕、環境保全
●活動年数：10年
●日
時：平成20年５月12日 ８時〜10時他（年９回）
●場
所：丹波市春日町多利から舞鶴若狭自動車道の
側道まで
●人
数：檀徒（20名〜30名）
●要
旨：集落内より舞鶴若狭自動車道の側道を多利
ボランティアクリーンの会員が３グループに分かれて
（北より、中央から南へ、南から中央へ）日ヶ奥渓谷
キャンプ場／愛ランド自然公園への観光道路を歩い
て、ゴミを
集めてまわ
る。中央に
ゴミを集
め、びん・
缶・燃える
ゴミを分別
する。

龍城院支部（龍迪信支部長）
●事 業 名「花祭り」
●該当事業：教育、まちづくり、文化、その他（子供の
健全育成）
●活動年数：37年
●日
時：平成20年５月10日 ９時〜12時
●場
所：龍城院
●人
数：寺族６名、檀徒150名
●要
旨：花祭りで仏様に接して、家族や地域の人と
ともに子供のすこやかな成長を願う。前日の甘茶のパ
ック詰め（450個）、御供いただいた生花での花見堂の
飾り付け、稚児衣装（当院備え付け）の着付けなどを
手伝う。当日、お練り、法話、紙芝居、パネルシアタ
ーを行う。稚児にはお釈迦様のぬり絵を書いてもらい、
本堂に当日掲示している。

山陰教区本部
圓通寺支部（釋泰澄支部長）
●事 業 名「道路草刈清掃、境内地草刈と整備」
●該当事業：清掃奉仕
●活動年数：20年以上
●日
時：平成20年４月20日 ８時〜12時（年２回）
●場
所：島根県雲南市掛合町多根
●人
数：寺族２名、檀徒26名、信徒10名、一般10名
●要
旨：寺に続く約1.7kmの町道（集落のアクセス
道路）を、年間行事として、春と秋の２回、両端の草
刈りと、掃除を行う。またこれに併わせ、境内の草刈
り、お堂等の内外清掃（婦人部の奉仕）も行っている。

三岐教区本部
朝田寺支部（榎本義譲支部長）
●事 業 名「まつさかチャレンジドプレイス希望の園へ
の支援活動、コンサート・支援グッズの販
売協力」
●活動年数：18年
●日
時：随時
●要
旨：脳性小児麻痺や筋ジストロフィー等の重度
の障がい者の活動できる場の提供と支援活動、コンサ
ート・支援グッズの販売協力。

神奈川教区本部
等覺院支部（中島有淳支部長）
●事 業 名「夏休み子供止観（坐禅会）
」
●活動年数：22年
●日
時：毎年７月24日〜31日迄 午前７時〜
●場
所：等覺院
●人
数：一般（毎回70名〜90名）
●要
旨：毎年７月24日〜31日迄の８日間、朝７時よ
り40分間、本堂で信徒や一般の子供達に夏休み期間を
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栃木教区本部

利用し、止
観をしても
らう。寺の
本堂に入り
普段とは違
った環境で
の体験は子
供達にとっ
て有意義と
考える。近
年は大人の
参加者も増えて、土曜、日曜には90名を越える。

薬師寺支部（本橋孝道支部長）
●事 業 名「清掃奉仕活動」
●該当事業：清掃奉仕、文化
●活動年数：27年
●日
時：平成20年10月26日（日）８時半〜11時
●場
所：薬師寺、旗川周辺
●人
数：寺族２名、信徒24名、一般５名
●要
旨：一級河川の清掃美化と厄除元三大師大祭前
の掃除。奉仕活動「生かされている事の喜び」「人の
ためになる、なれる事の喜び」「仲間達と一致協力出
来る喜び」を目標として、住職指導のもと元三大師様
附近の道路、河川等の廻りを清掃する。会員全員で年
２回行なう。

東京教区本部
東江寺支部（浅井孝順支部長）
●事 業 名「東江寺年間支部活動と寺報発行」
●該当事業：地域教育＆老稚園活動、その他
●活動年数：15年
●場
所：東江寺、他
●要
旨：これからのお寺の活動は 老稚園活動 を
めざすべきであると言う視点から、亡くなってからの
葬儀、それに関するご法事だけでなく、生きているう
ちからお寺に足をはこぼうと呼びかけている。

埼玉教区本部
高蔵寺支部（吉田亮照支部長）
●事 業 名「高蔵寺 夏休み勉強と遊びの会」
●該当事業：清掃奉仕、教育
●活動年数：約20年
●日
時：平成20年７月22日〜８月９日 ８時〜11時、他
●場
所：高蔵寺、他
●人
数：寺族２名、檀徒15名、一般20名
●要
旨：勉強と遊びを中心とした一隅を照らせる人
間育成を実践している。夏休みに地域の子どもを対象
に「勉強と遊びの会」を開催。宝前挨拶・座禅・勉強
の後、遊びや行事を行い、感謝と命を尊ぶことのでき
る、一隅を照らせる人間育成を主眼に実践している。

群馬教区本部
正圓寺支部（山本堯光支部長）
●事 業 名「古墳（正圓寺古墳）の下草刈（年２回）」
●該当事業：清掃奉仕、環境保全
●活動年数：約20年
●日
時：毎年６月頃と10月頃（年２回）
●場
所：正圓寺古墳周辺
●人
数：寺族２名、檀徒80名
●要
旨：文化財の保護に対する意識を高めると共
に、檀徒との関係を深めるため檀信徒会の年間行事と
して年２回行っている。約１時間、80名程度で実施。

福島教区本部
龍興寺支部（筧光海支部長）
●事 業 名「龍興寺歳末助け合い詠讃托鉢」他
●活動年数：40年以上
●該当事業：清掃奉仕、福祉、まちづくり、その他（青
少年教育）
●場
所：龍興寺並びに会津美里町高田町内
●人
数：寺族４名、檀徒20名
●要
旨：昭和20年代から托鉢を40年以上に亘って実
践。昭和63年からは天台宗全国一斉托鉢に協賛し、歳
末に行っている。当寺福聚教会詠讃会員、伝道師会員
と共に「伝教大師讃仰のご和讃」を詠唱し、町内各戸
を巡り、その浄財を地元社会福祉協議会と地球救援事
務局へ寄託している（第21回目）
。
その他、昭和44年より毎年、７月第３土曜日、日曜
日に「蓮台写経会」、平成元年より「少年少女寺子屋
研修会」
「寒修行」を行っている。

陸奥教区本部
奥福寺支部（山崎法久支部長）
●事 業 名「体験学校（年５回）
」
●活動年数：５年
●該当事業：教育
●日
時：平成20年１月〜11月（５回）
●場
所：宮城県栗原市
●人
数：寺族１名、檀徒30名、信徒10名、一般50名
（内子供40名）
●要
旨：檀信徒から料理作りのベテランを講師に、
各季節事に地元で採れた食材による、郷土料理の作り
方と試食会、住職による法話を通して、感謝の心を持
つ子供を育成している。少しずつ参加者が増え近年は、
檀信徒以外も参加するようになり、地区内の人達にも
喜ばれている。
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◎全国各地の托鉢状況（中間報告） ※12月25日現在
延暦寺

●第五部では、11月23日に12名が参加し、新温泉町浜坂
三谷地区と浜坂地区で托鉢を行った。集まった浄財

比叡山麓坂本では、半田孝淳天台座主猊下を先頭に、

37,000円全額を地球救援に寄託。

延暦寺一山住職や天台宗務庁の役職員など、約70名が行
脚。坂本界隈の戸別托鉢では386,447円が寄せられた。

●第六部では、11月29日に托鉢を実施した。42名が二手

また、延暦寺寺庭婦人会の協力をいただいて、寺庭婦人

に分かれて、安穏寺と桃源寺の檀徒宅を廻った。地球

５名と天台宗務庁の役職員が京阪坂本駅とJR比叡山坂

救援に63,750円、丹波市社協に41,000円を寄託。

本駅で実施した街頭募金では、合わせて56,772円が寄せ
られた。

滋賀
12月１日、甲南部の嶺南寺・明王寺・圓福寺周辺で戸
別托鉢を行い、参加者54名が各戸を訪問。寄せられた浄
財308,036円を地球救援に寄託した。またJR堅田駅では、
湖西部寺庭婦人会８名が宗務庁職員と街頭募金を実施
し、21,960円の募金が集まった。

京都
12月６日、26名が参加して托鉢を実施。２班に分かれ

山陰

て篤信者宅を巡り、京都市四条河原町では通行人に募金

●第一部は、12月１日、鳥取県の三朝温泉街で托鉢を行

を呼び掛けた。街頭募金では、若者が浄財を喜捨する姿

った。参加者26名が旅館や家々を行脚し、般若心経を

が多く見られた。地球救援と京都新聞社にそれぞれ

唱えながら家内安全などを祈願した。地球救援に

213,000円を寄託。

64,231円、三朝町社協に139,803円を寄託。
●第二部は、大山寺本堂に設置した、助け合い運動の喜

近畿

捨箱の浄財21,000円を大山町社協に寄託。

12月13日、仏青会員７名が大阪市の戎橋で托鉢を実施。

●第三・第四部は合同で、12月２日に安来市内で托鉢を

参加者は二手に分かれて、ティッシュを配りながら一隅

実施した。部内４名が参加し、地球救援に30,000円、

を照らす運動について説明し、通行人に募金を呼び掛け

安来市社協に45,760円を寄託した。

た。地球救援と、パンニャ・メッタ協会にそれぞれ

四国

60,470円を寄託した。

12月１日、愛媛県宇和島市で托鉢を行った。晴天のも

兵庫

と、参加者11名が駅前から商店街を行脚し、募金を呼び

●第二部では、46名が参加して12月６日に福徳貴寺周辺

掛けた。地球救援に寄せられた浄財40,950円全額を寄託。

で托鉢を実施。地球救援に85,500円、篠山市社協に
121,000円、加東市・三田市両社協に20,000円を寄託。
●第三部では、12月１日に姫路市山田町、加西市福居
町・山下町で64名が戸別托鉢。地球救援に154,000円、
加西市・姫路市両社協に合わせて155,000円を寄託し
た。
●第四部では、12月１日に山電姫路駅から姫路城まで行
脚し、大手門前で托鉢を行った。12名が参加し、集ま
った浄財84,208円を地球救援に寄託した。
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九州東

分かれて各戸を巡った。托鉢と一隅を照らす運動三岐大

●第一教部では、12月１日に安岐町・武蔵町・国東町の

会での浄財合わせて77,928円を地球救援に寄託した。

商店街を７名が行脚し、募金を呼び掛けた。寄せられ

東海

た浄財20,000円を地球救援に寄託。
●第二教部では、10名が参加して12月１日、国見町商店

第五部の吉祥院では、12月１日から７日まで托鉢を実

街で托鉢を実施。呼び掛けに応じて、買い物客等が浄

施。26回目を迎えた今托鉢には７日間で延べ140名が参

財を喜捨した。地球救援に50,000円を寄託。

加し、知多市内を行脚した。地球救援に50,000円、知多

●第三教部では、豊後高田市で12月１日に托鉢を行い、

市社協などに601,355円を寄託。

14名が市内を行脚。地球救援に129,349円を、大分県

北陸

交通安全協会豊後高田支部に70,000円を寄託した。
●第四教部では、12月１日に大分市内のデパート前で街

福井県坂井市丸岡町で21名が参加し、11月30日に托鉢

頭募金を実施、住職や寺族ら14名が参加した。寄せら

を実施。氷雨の降る中、参加者は二手に分かれて市街地

れた浄財69,948円を地球救援に寄託。

を行脚した。集まった浄財114,180円全額を地球救援に

●第六教部では、12月１日に托鉢を実施。10,000円を地

寄託。

球救援に寄託した。

神奈川
九州西

JR鶴見駅の西口・東口前で12月１日に托鉢を実施。

●筑前部では12名が参加して、11月25日に福岡県古賀市

参加者34名が５名一組となり、通行人に募金を呼び掛け

の清瀧寺檀家を戸別托鉢。同地区では初めての托鉢で

た。また昨年に続き、事前に各寺院へ募金を依頼したた

あったが、地球救援に総額58,500円を寄託。

め多額の浄財が集まった。地球救援に138,257円を、教

●久留米部では、12月８日に久留米市の商店街で托鉢を
行った。雨で厳しい寒さの中、10名が商店街を一軒ず

区救援募金と教区仏青救援募金に各100,000円を寄託し
た。

つ廻った。地球救援に47,728円を寄託。
●柳川部では、12月３日、柳川市内で戸別托鉢を行った。
参加者８名が二組に分かれて、長命寺を出発して商店
街を行脚し、地球救援に33,820円を寄託。
●肥前東・西部では、12月４日に合同で托鉢を行った。
参加者19名が２班に分かれて、佐賀市中央大通りを行
脚。地球救援に総額47,219円を寄託。

北総
我孫子市布佐で12月１日、18名が勝藏院の檀徒を中心
に托鉢を実施した。当日は師走とは思えない好天の中、
参加者は２班に分かれて檀徒各戸を廻った。集まった浄
財173,977円を地球救援に寄託。

南総
三岐

11月30日、住職と檀信徒併せて20名が参加して、いす

12月８日、岐阜三部の般若寺周辺で托鉢を行った。同
地区では初めての托鉢であったが、参加者10名が２班に

み鉄道大多喜駅前で托鉢を行った。集まった浄財43,237
円全額を地球救援に寄託。
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122,200円を地球救援に寄託した。
同じく７日には、25名が茨城県内各地で托鉢と募金活

12月１日、JR熊谷駅南北口とJR川越駅で托鉢を実施
した。参加者27名が通行人に募金を呼び掛けると、かけ

動を実施。地球救援に297,700円を寄託。

寄って浄財を喜捨する人の姿も見受けられた。地球救援
に132,202円を、仏青連盟救援委員会に48,955円を寄託。

福島
第四部の龍興寺では12月１日、詠讃会・伝道師会の会

群馬

員と共に会津美里町高田町内で托鉢。「伝教大師讃仰の

●南前橋部では、前橋市上佐鳥町の西光寺周辺で12月１

ご和讃」を詠唱し、町内各戸を巡った。地球救援に

日に托鉢を行った。124名が戸別に協力を呼び掛けた。

49,155円、同町社協に49,155円を寄託した。

492,484円を地球救援に寄託。
●北前橋部では、12月６日に前橋市玉藏院周辺で実施。
15名が街頭で募金を呼び掛け、家々を行脚した。地球
救援に50,000円、上毛新聞社に58,930円を寄託。
●西前橋部では、57名が参加し12月１日に実施。高崎市
寶門寺・観窓寺周辺で托鉢し、浄財81,000円を地球救
援に、50,000円を群馬県仏教保護会に、48,100円を上
毛新聞社に寄託。
●富岡部では、12月６日に托鉢を行った。富岡市内で31
名が参加し、地球救援に30,000円を、富岡市社協に
221,646円を、甘楽町社協に50,000円を寄託。
●北群馬部では、12月６日に69名が参加し、渋川市内で
募金を呼び掛けた。地球救援に145,227円を、上毛新

陸奥

聞社と同市社協にそれぞれ100,000円を寄託した。

他教区本部に先がけて、10月16日に第二部満福寺周辺

●沼田部では、22名が参加して沼田市周辺で12月５日に

で戸別托鉢を実施。参加者60名が檀信徒各家を廻り、地

托鉢を行い、同市広域消防本部に毛布を贈呈した。

球救援に50,000円、知的障害者施設黄金荘に154,360円を

●桐生部では、12月９日、桐生市本町周辺で23名が参加

寄託した。

して托鉢を実施。寄せられた浄財82,981円全額を地球

山形

救援に寄託した。
●東前橋部では、120,000円を地球救援に寄託した。

山形県鶴岡市羽黒町で、11月10日に47名が参加して托

●伊勢崎部では、伊勢崎市市街地で12月１日に托鉢を行

鉢を実施。晴天の中、参加者は同町手向地内を行脚した。

った。35名が参加して街頭と各寺院で協力を呼び掛け、

浄財259,056円の内、地球救援に150,000円、山形新聞愛

浄財411,530円全額を地球救援に寄託。

の事業団に109,056円を寄託した。

●世良田部では、30,000円を地球救援に寄託した。
●下仁田部では、12月１日、16名が参加して下仁田町・
南牧村で托鉢を行った。地球救援に30,000円、下仁田
南牧村社協等に218,426円を寄託した。

茨城
12月１日、７名が下館駅前で募金を呼び掛け、下館駅
北口・南口商店街を行脚した。集まった浄財141,180円
を筑西市社協に寄託。
また、６日は、つくば市大曽根地区で16名が戸別托鉢。
第二部の千光寺を中心に参加者が各戸を廻った。総額
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◎聖エジディオ共同体に支援金を寄贈

歳末たすけあいには、12月１日、比叡山麓坂本で行わ

一隅を照らす運動総本部では、世界の子どもたちの福

れた「天台宗全国一斉托鉢」の浄財386,447円が、海外

祉と教育向上を願って、イタリアの聖エジディオ共同体

たすけあいには、地球救援事務局から100万円が寄託さ

を支援しており、毎年開催される「世界宗教者平和の祈

れた。
また、寄託式に比叡山幼稚園の園児、保護者も出席し、

りの集い」において支援金を寄贈している。
本年は平成20年11月17、18日の両日、聖エジディオ共
同体が主催する「第22回世界宗教者平和の祈りの集い」
がキプロスのニコシアで開催された。18日に天台宗代表
使節団団長を務め

11月９日に行われたチャリティーバザーの収益金を三原
局長に手渡した。

◎「一隅を照らす木」を植樹

た栢木寛照宗議会

総本部では、11月28日比叡山延暦寺境内に、同29日奥

副議長から、聖エ

比叡ドライブウエイ沿線に、12月６日比叡山ドライブウ

ジディオ共同体の

エイ沿線にサクラ、モミジ等、合計17本を植樹した。

アゴスティーノ・

この植樹は、「一隅を照らす木植樹里親」募集による

ジョバンニョーリ

もので、本運動が掲げる３つの柱の１つ、「共生」の実

教授に共同体活動

践活動として、また地球温暖化防止活動の一環として行

支援金30万円を手

っており、今回で第４回目を迎える。それぞれの木には

渡した。

「地球温暖化防止

一隅を照らす木」というメッセージ

と、植樹に賛同した個人の名前を刻んだプレートが取り

◎叡山学院が托鉢浄財を寄託

付けられた。

12月９日、叡山学院生と職員が来庁し、12月２日に実

植樹里親は次のとおり、埼玉県 宮崎英憲・宮崎恵

施した寒行托鉢の浄財を秋吉文隆総本部長に手渡した。

子・宮崎敬寛・宮崎敦寛・宮崎雅大・後藤信夫・羽石キ

これは、同学院の生徒で組織する玉泉会が、天台宗全

ヨミ・羽石正幸、東京都 高橋潔・高橋洋子、鹿児島県

国一斉托鉢と実践仏教の一環として、大津市園城寺（三

川崎勝子・上塩富

井寺）界隈で毎年行っているもので、20年以上続けられ

子、山形県 山中

ている。

美 智 子 （ ２ 口 ）、
当日は、学院生

宮城県 福村勉、

約50名が５班に分

島根県 松本智美、

かれて各戸を行

和歌山県 岩本和

脚。近年は留守宅

代（順不同敬称

も多いが、寒行托

略）
。

鉢として定着し学
院生の訪問を待っ

◎一隅を照らす運動教区本部看板が完成

ている住民も多

平成20年11月11日、天台宗務庁（滋賀県大津市）にお

い。寄せられた浄財85,252円を地球救援に寄託した。

いて、一隅を照らす運動教区本部長会議が開催され、各
教区本部長30名が出席。同

◎NHKに浄財を寄託

会議の席上で、各教区本部

平成20年12月10日、総本部では、NHK「歳末たすけ

の看板（ケヤキ材、高さ４

あい」・「海外たすけあい」への義援金寄託式を行った。

尺、幅７寸、厚さ１寸）が、

当日は、NHK

この度完成し披露された。

大津放送局から三

これは、さらなる運動推

原渡局長、吉田利

進を目的に、各教区本部に

嗣副局長が来庁

共通した看板を掲げてもら

し、濱中光礼理事

おうと、一隅を照らす運動

長と武覚超副理事

の総裁である半田孝淳天台

長がそれぞれ義援

座主猊下に揮毫を頂き今般

金を手渡した。

完成した。
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