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論語にある「四十而不惑」とは、四
十歳ともなれば人生経験が豊かになり、
惑うことのない見識を持つことができ
るということでしょう。「一隅を照らす
運動」もすでに四十年を越え不惑の年
が過ぎました。人にたとえれば血気盛
んで働き盛りの壮年です。おかげさま
で持病もなく健康だと思います。しか

し、壮年の次は老年です。老いることなく若さを保つた
めには若い血が必要です。でありますから、仏青のさら
なる働きを期待しています。
どのような運動にもいえることですが、四・五十年も
経ちますと、世相も変わり動きが鈍くなり、マンネリ化
しがちです。その意味からも新鮮な空気が入りやすい組
織づくりが必要です。
天台宗の看板である「一隅を照らす運動」をみんなの
力で発展させましょう。

私こと昨年12月12日付をもちまして、
総本部長の職をお預かりさせていただ
くことになりました。この場をお借り
し、ご挨拶を申し上げます。
さて、昨年は「一隅を照らす運動」

発足40周年を迎えた節目の年で御座い
ました。
今後は、先人達が発展させてきた運

動を宗内はもとより、宗外の方々にもより一層理解して
いただくために活動してまいります。まず、家族が一緒
に取り組める身近な活動目標として提唱設定された実践
３つの柱「生命（いのち）」「奉仕」「共生」をわかりやす
くアピールし、また会報「きらめき」の紙面の充実と、
さらに各教区本部の推進大会に於ける講師の紹介や派遣
の実現などを実行してまいりたく存じます。
最後になりますが、支部長におかれましては、この運
動を益々発展させていただき、伝教大師のみ教えを地域
に、家庭に弘めてまいりましょう。

■予算理事会を開催、22年度諸議案を承認
平成22年1月21日、天台宗務庁において、一隅を照らす
運動理事会が開催され、平成22年度の一隅を照らす運動
の事業計画や予算を審議し、
○平成22年度「一隅を照らす運動」通常会計歳入歳出予
算　68,000,000円
○平成22年度「一隅を照らす運動」事業計画
○平成22年度「一隅を照らす運動」地球救援事業特別会
計歳入歳出予算　28,000,000円
○平成22年度「一隅を照らす運動」地球救援事業計画が
承認された。
会議の冒頭で、小堀会長は『阿純孝新理事長の方針に

もあるとおり、人材の育成と伝教大師のみ教えを弘める
ことが大切。発足40年を迎えて、運動の更なる発展を期
待する』と挨拶をされた。
22年度の主な計画として、まずは、実践三つの柱「生

命（いのち）」「奉仕」、「共生」の実践目標をもっと実践
可能な具体的な活
動目標とする。総
本部による大会へ
の講師紹介と派
遣。会報「きらめ
き」の紙面の充実
と、頒布の拡充な
どを検討すること
が話された。

■一隅を照らす運動副会長、決定
藤崎勲副会長（前天台宗檀信徒会会長）の退任に伴い

空席となった副会長に、京都教区穴太寺檀信徒の谷口義
久天台宗檀信徒会会長の就任が決定、理事会で阿理事長
より辞令の伝達があ
った。
また、顧問には、

神奈川教区圓満寺住
職・西郊良光師と滋
賀教区金剛輪寺住
職・濱中光礼師が推
薦された。
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また、赤松光真延暦寺一山金台院住職を講師に迎え

『伝教大師さまの心』と題した40周年記念講演が行われ

た。赤松師は「人間一人ひとり、同一ではなく千差万別

です。そのことを踏まえて、自分から相手の立場を理解

しようとする事で、相手も自分の立場を理解しようとす

るのです」と語りかけた。例え話も分かり易く楽しい講

演に会場からは笑いが絶えることなく、参加者一人ひと

りから充実した表情が窺えた。

●三岐大会
三岐教区本部（森喜

良教区本部長）では、

平成21年11月29日、圓

樂寺（三重県四日市

市・生田良徳支部長）

を会場に推進大会を開

催し、約100名の檀信

徒が集った。

第１部では、生田支

部長導師のもと、教区

内住職９名が出仕して

法楽が厳修された後、

森本部長、秋吉文隆総

本部長らが挨拶し、佐

藤文雄宗議会議員が祝

辞を述べた。

第２部では、千日回峰行者の藤波源信大阿闍梨が「日

常の中の修行」と題し講演。藤波師は、千日回峰行につ

いて分かりやすく説明され『わからない事があれば周り

の人に教えていただく。そして、その周りの人が言うこ

とに耳を傾ける、素直な心を持つことが大事なのです』

と話された。

最後に、生田支部長が圓樂寺で集まった浄財10,961円

と、教区本部からの浄財20万円を地球救援募金として秋

吉総本部長に手渡し、閉会となった。

●茨城大会
茨城教区本部（寺門

俊文教区本部長）では、

平成21年11月16日、如

意輪寺（茨城県笠間

市・舩戸俊宏支部長）

の中堂を会場に、40周

年推進大会を開催、

350名が参加した。

14回目を数える今大

会は、前年同様に「一

隅を照らす人々の集

い」をテーマに実施さ

れ、寺門本部長導師に

よる法楽の後、寺庭婦

人会による和讃奉納、同教区第１部各支部の運動実践者

に対し寺門本部長より表彰状が授与された。

引き続き、来賓の秋吉文隆総本部長と松永博英宗議会

議員から祝辞があり、天台仏教青年会による声明公演が

あった。
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■ ■ 一隅を照らす運動推進大会 ■ ■

昨年12月１日、第24回天台宗全国一斉托鉢が行われ、

12月の「地球救援募金強化月間」中は、各教区本部や支

部を中心に戸別托鉢や街頭募金が展開された。今回も大

勢の方々の協力により、平成22年２月10日現在で21教区

本部53会場の実施報告がありました（３～６面に関連記

事）。

全国での募金総額は10,095,988円で、これらの浄財は、

地域社会福祉向上のために地元の社会福祉協議会や

NHKの歳末たすけあいなどに届けられたほか、一隅を

照らす運動総本部「地球救援事務局」に6,004,326円が寄

託された。

全国一斉托鉢を展開
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延暦寺
平成21年12月１日、比叡山麓坂本では、半田孝淳天台

座主猊下を先頭に、延暦寺一山住職や天台宗務庁の役職

員など、約100名が行脚。坂本界隈の戸別托鉢では

473,067円が寄せられた。また、延暦寺寺庭婦人会の協

力をいただいて、寺庭婦人６名と天台宗務庁の役職員が

京阪坂本駅とJR比叡山坂本駅で実施した街頭募金では、

合わせて45,979円が寄せられた。

滋賀
12月１日、安土町の東南寺周辺で戸別托鉢を行い、住

職や檀信徒65名が各戸を訪問。寄せられた浄財279,400

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９名が宗務庁職員と街頭募金を実施し、

23,519円の募金が集まった。

京都
12月５日、25名が参加して托鉢を実施。参加者は京都

市四条河原町の人混みの中、通行人に募金を呼び掛けた。

また、各寺院周辺などでも戸別托鉢を行い、地球救援と

京都新聞社にそれぞれ193,500円を寄託。

近畿
12月５日、仏教青年会会員10名が大阪市の戎橋付近で

托鉢を実施。参加者は二手に分かれて、ポケットティッ

シュを配りながら一隅を照らす運動について説明し、道

ゆく人々に募金を呼び掛けた。地球救援とパンニャ・メ

ッタ協会にそれぞれ63,723円を寄託した。

兵庫
●第一部では、２月４日に加古川市北在家地区を33名が托

鉢。参加者は４班に分かれて真光院檀信徒宅を行脚し

た。ハイチ地震義援金として地球救援に75,827円を寄託。

第24回全国一斉托鉢 各地の模様（中間報告）
募金総額10,095,988円

●第二部では、49名が参加して12月５日に篠山市の和田

寺周辺で托鉢を実施。地球救援に68,478円、篠山市社

協に120,000円、加東市・三田市両社協に20,000円を寄

託。

●第三部では、多可町の法持院・薬王院・鳳凰寺周辺で

参加者76名が12月１日に戸別托鉢。地球救援に

154,000円、多可町社協に153,855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81,531円を地球救援に寄託した。

●第五部では、11月23日に13名が参加し、新温泉町飯野

地区で托鉢を行った。90,250円を地球救援、30,000円

を新温泉町社協に寄託。

●第六部では、11月28日に托鉢を実施した。42名が６班

に分かれて、丹波市の白毫寺の檀信徒宅を廻った。地

球救援に69,242円、丹波市社協に69,243円を寄託。

岡山
●第一部では、部内各寺院から浄財を募り、27,000円を

地球救援に寄託した。

●第二部では、部内の13カ寺から125,000円の募金が集

まり、地球救援に65,000円、山陽新聞社に60,000円を



を廻った。54,300円を地球救援に寄託。

●熊本部では、12名が参加して12月８日、宇土市新町商

店街で托鉢を実施。参加者は各戸に立って募金を呼び

掛けた。地球救援に25,025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名が佐賀市中央大通りを行脚し、募金を呼び

掛けた。総額25,500円を地球救援に寄託。

●対馬部では、12月16日、対馬市の厳原商店街で16名が

托鉢を実施。参加者はマイクで啓発しながら商店街を

歩いた。地球救援に51,534円、対馬市社協に10,000円

を寄託。

三岐
10月24日、四日市市高角町の金剛寺周辺で托鉢を行っ

た。参加者15名が２班に分かれて集落を巡回、各家で一

隅を照らす運動について説明をし般若心経を唱えた。

71,147円を地球救援に寄託。

東海
第五部知多市の吉祥院では、12月１日から８日まで托

鉢を実施。今回の托鉢は27回目で、８日間で延べ140名

の参加者が知多市八幡地区の約1,500戸を行脚した。地

球救援に60,000円、知多市社協などに602,923円を寄託。

北陸
福井県鯖江市小黒町で14名が参加し、11月29日に托鉢

を行った。この時期の北陸地方にはまれな晴天の元、参
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寄託。

●第四部は、11月27日に53名が参加して倉敷市内で托鉢

を行い、235,552円の浄財が集まった。185,552円を地

球救援に、玉島社協に50,000円を寄託。

山陰
●第一部は、12月

１日、鳥取県の

三朝温泉街で托

鉢を行った。参

加者26名が温泉

街を回り、旅館

や家々の軒先で

般若心経を唱え

た。50,000円を

地球救援に、三

朝 町 社 協 に

118,950円を寄

託。

●第二部では、鳥

取県の大山寺本

堂に設置した助け合い運動の喜捨箱の浄財19,000円を

大山町社協に寄託。

●第三部・第四部は合同で、12月２日に安来市内を戸別

托鉢。部内から６名が参加し、地球救援に30,000円、

安来市社協に32,005円を寄託した。

四国
12月５日、高松市内商店街で托鉢を行った。参加者34

名が琴電瓦町駅前を出発し、各商店街で通行人や商店主

に募金を呼び掛けた。167,073円を地球救援に寄託。

九州西
●筑前部では11月27日、昨年に引き続き、福岡県古賀市

の清瀧寺の檀家を戸別托鉢。13名の参加者が２班に分

かれて家々を行脚した。94,500円を地球救援に寄託。

●久留米部では、12月９日に久留米市内の商店街で托鉢

を行った。雨が降る寒い日であったが、９名が商店街
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北総
昨年に続き、我孫子市布佐で12月１日、16名が勝藏院

の檀信徒を中心に托鉢を実施した。当日は晴天に恵まれ、

参加者は各戸を一軒一軒回った。集まった浄財と寺院住

職からの浄財130,000円を地球救援に寄託。

南総
12月９日、住職19名が参加して、いすみ市大原商店街

で托鉢を行った。好天の中、参加者は２班に分かれて般

若心経を唱えながら行脚した。集まった浄財122,069円

全額を地球救援に寄託。

埼玉

12月１日、JR川越駅前と駅前の百貨店付近、JR熊谷

駅北・南口で37名が参加して托鉢を実施。参加者はそれ

加者は二手に分かれて鯖江市の中道院檀家宅を回り、般

若心経を唱えた。この日集まった浄財は196,724円で全

額を地球救援に寄託。

信越
新潟部では、11月７日、新潟県十日町市を戸別托鉢。

当日は好天に恵まれたが、冬支度のため留守の家も多く

見受けられた。参加者６名は同市の新座地区を行脚した。

地球救援に35,270円を寄託。

神奈川
JR鶴見駅の西口・東口駅前で12月１日に托鉢を実施。

参加者39名が５、６名一組となり、通行人に募金を呼び

掛けた。

また、本回も事前に各寺院へ募金をお願いしていたた

め多額の浄財が集まり、地球救援に128,471円を、教区

救援募金と教区仏青救援募金に各100,000円を寄託した。

東京
浅草の浅草寺宝蔵門前において、12月12日に37名が参

加して托鉢を行った。穏やかな天候の中、参加者は参拝

客に募金を呼び掛けた。地球救援に100,000円、あしな

が育英会などに178,777円を寄託。

また、12月８日には教区仏教青年会の会員20名が港区

の青山から表参道を行脚。仏青会員による都心での托鉢

は今回で４回目となる。43,431円を仏青連盟救援募金に

寄託。
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ぞれ街頭で通行人や買い物客に募金を呼び掛けた。浄財

144,460円を地球救援に寄託。

群馬
●南前橋部では、前橋市山王町の禅養寺周辺で12月５日

に托鉢を行った。126名が戸別に協力を呼び掛けた。

558,084円を地球救援に寄託。

●北前橋部では、12月２日に前橋市の龍藏寺周辺で実施。

部内住職と龍藏寺世話人27名が２班に分かれて街頭募

金を呼び掛け、檀信徒宅等を行脚した。113,000円を

地球救援に上毛新聞社に100,000円を寄託。

●西前橋部では、高崎市妙音寺付近で12月１日に実施。

部内住職と妙音寺檀信徒36名が５班に分かれて戸別托

鉢と街頭募金を行った。地球救援に150,000円、群馬

県仏教保護会などに123,230円を寄託。

●富岡部では、29名が参加し12月５日に托鉢。富岡市内

と甘楽町内を広報車先導の後、住職が門口で読経した。

地球救援に30,000円、富岡市社協などに257,431円を寄

託。

●北群馬部では、12月５日に61名が参加し、渋川市内で

托鉢を行った。雨の中、参加者は広報車に続いて行脚

した。地球救援に154,280円、上毛新聞社と同市社協

にそれぞれ100,000円を寄託。

●沼田部では、22名が参加して沼田市周辺で12月５日に

托鉢を行い、同市広域消防本部に毛布を贈呈した。

●桐生部では、12月６日、桐生市本町通りで24名が参加

して托鉢を実施。参加者は通りに面した店舗や民家を

回った。寄せられた浄財83,284円全額を地球救援に寄

託した。

●東前橋部では、前橋市大胡町商店街で12月５日、部内

住職10名が参加して托鉢を行った。集まった浄財

120,000円を地球救援に寄託した。

●伊勢崎部では、伊勢崎市市街地で12月１日に托鉢を行

った。34名が参加して街頭と各寺院で協力を呼び掛け、

浄財404,800円全額を地球救援に寄託。

●世良田部では、部内住職12名が参加して12月16日、世

良田町周辺を行脚した。30,000円を地球救援に寄託し

た。

●下仁田部では、12月１日、14名が参加して下仁田町と

南牧村で托鉢を行った。地球救援に30,000円、下仁田

社協等に204,940円を寄託した。

茨城
12月３日、７名が下館駅前と駅前の店舗で募金を呼び

掛け、下館駅北口・南口商店街を行脚した。集まった浄

財127,378円を筑西市社協に寄託。

また、５日は、第二部の千光寺を中心につくば市大曽

根地区を20名が戸別托鉢。途中から雨模様となったが、

参加者は各戸を廻った。総額152,552円をラオス学校建

設支援金として地球救援に寄託した。

同じく12月６日には、25名が茨城県内の各地で托鉢と

募金活動を実施。集まった浄財292,890円を地球救援に

寄託。

栃木
佐野市のショッピングセンター前で11名が参加して、

11月29日に托鉢を実施。参加者は買い物客らに募金を呼

び掛けた。下野三楽園に170,128円、仏青連盟救援募金

に50,000円を寄託。

福島
第四部の龍興寺では11月30日、詠讃会・伝道師会の会

員と共に会津美里町高田町内で托鉢。「伝教大師讃仰の

ご和讃」を詠唱し、町内各戸を巡った。地球救援と同町

社協にそれぞれ45,350円を寄託した。

陸奥
10月24日、岩手県平泉町の中尊寺と毛越寺境内で托鉢

を実施。29名の参加者が募金を呼び掛けると、多くの参

拝者が喜捨された。浄財68,980円を地球救援に寄託した。

山形
山形県南陽市で、11月27日に66名が参加して托鉢を実

施。当日は天候にも恵まれ、参加者は同市二色根地区を

行脚した。地球救援に150,000円、山形新聞愛の事業団

に111,763円を寄託した。



月１日に比叡山麓坂本で行われた「天台宗全国一斉托鉢」

の浄財473,067円と、11月25日まで総本部が呼び掛けた

「台風９号・18号、サモア諸島・スマトラ沖地震災害支

援」の募金から台風18号災害支援として90万円が、海外

たすけあいには、地球救援事務局から100万円が寄託さ

れた。

また、寄託式には、比叡山幼稚園から園児と保護者６

名も出席し、11月８日に比叡山幼稚園で行われた秋バザ

ーの収益金が園児たちから亀井局長に手渡された。

ラオスに寄宿舎を贈呈
総本部では、昨

年 1 2 月に B A C

（仏教救援センタ

ー）の依頼により、

ラオスのナムプー

ン中学校の寄宿舎

１棟の建設費70万

円を寄託し、去る

１月21日にはその落成式が行われ、同運動の顧問でもあ

る西郊良光神奈川教区圓満寺住職が出席した。

ラオスの教育事情は非常に悪く、中等教育である中学

校と高等学校の数は極端に不足している。ナムプーン村

近隣の村は学校から20キロ近く離れているため、多くの

子どもたちが中学校への進学を諦めざるを得ない。

BACではこのような状況に対し、学校の敷地内に寄

宿舎を建て、そこから子どもたちを通学させるプロジェク

トを進めている。

ナムプーン村の寄宿舎は、小中学校の全校生徒1044人

の内、74人がそこで寝食を共にしながら学校に通う。

インドの子どもたちに支援
総本部では、インドのサンガラトナ・法天・マナケ禅定

林住職が運営する孤児院「パンニャ・メッタ子供の家」の

子どもたちがきちんと教育を受けられ、子どもらしい生活

を送れるよう願い、禅定林に毎年100万円を支援している。

本年も、２月８日の禅定林開設並びに大本堂落慶３周

年記念日に厳修さ

れた記念法要に出

仕したパンニャ・

メッタ協会常任理

事の横山照泰師が

総本部からの支援

金の目録をサンガ

師に手渡した。

宍粟市・佐用町に義援金を寄託
平成21年12月７

日、総本部は、台

風９号災害支援と

して兵庫県の宍粟

市役所と佐用町役

場を訪問し、義援

金をそれぞれに寄

託した。

秋吉文隆総本部

長、地元兵庫の草

別碩善教区本部長

と重白孝昭教区本

部事務局長が現地

に赴き、最初に訪

れた宍粟市役所で

は田路勝市長、岩

崎良樹副市長と面

談（写真上）。秋吉総本部長が田路市長に義援金100万円

を手渡した。次に訪れた佐用町役場では、高見俊男副町

長から当日の様子や復興状況などを聞いた後、高見副町

長に義援金200万円を手渡した（写真下）。

この義援金は、昨年10月に「台風９号・18号、サモア

諸島・スマトラ沖地震災害義援金」として、総本部が宗

内各寺院等に緊急募金を呼びかけ、11月25日までに集ま

った6,041,968円の内の300万円。

なお、台風18号災害支援としてNHK歳末たすけあい

に90万円、サモア諸島・スマトラ沖地震災害支援として

日本赤十字社に100万円、シャンティ国際ボランティア

会（SVA）と世界宗教者平和会議日本委員会（WCRP）、

仏教NGOネットワーク（BNN）にそれぞれ30万円を寄

託した。

NHKに一斉托鉢の浄財を寄託
平成21年12月９日、総本

部では、NHK歳末たすけ

あい・海外たすけあいへの

義援金寄託式を行った。

当日は、NHK大津放送

局から亀井保樹局長らが来

庁し、濱中光礼理事長と武

覚超副理事長、秋吉文隆総

本部長がそれぞれ義援金を

手渡した。

歳末たすけあいには、同
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当日は午前８時半、小雨の降る中、小堀光詮門主を先

頭に法螺貝を合図とし

て三千院山門を出発。

僧侶や職員など約60名

が４班に分かれて、地

元大原の土産物屋など

約700軒を廻って、玄

関先で般若心経を唱え

た。地元の人たちは静

かに手を合わせて一年

の無事を感謝し、新年

の平穏を祈っていた。

◎ラオス教育省から記念盾を授与
平成22年２月５日、この度、総本部が建設支援を行っ

たラオスのナムプーン村寄宿舎落成式の報告のため、神

奈川教区圓満寺住職・西郊良光師（同運動顧問）が天台

宗務庁に来

庁し、その

席上でラオ

ス教育省か

らの感謝の

意を示す記

念盾を阿純

孝理事長に

手渡した。

◎大分・富貴寺ライトアップでの浄財を寄託
平成21年12月４、５の両日、ライトアップイベントが

九州東教区富貴寺（河野英信支部長）で開催された。こ

れは地元の「ふき活性化協議会」主催による催しで今回

で２年目となる。この日は、ライトで照らされた富貴寺

を一目見ようとたくさんの人が訪れた。

大堂では、バイオリンとピアノのミニコンサートや声

明講演が行われ、心に沁みる音色に、あたりは幻想的な

雰囲気に包まれた。

イベント開

催中、一隅を照

らす運動の一

環として会場

に募金箱を設

置し寄せられ

た浄財36,358

円が総本部に

寄託された。

◎三千院托鉢の浄財を寄託
平成21年12月24日、京都大原・三千院門跡の大島亮幸

執事長が天台宗務庁に来庁し、地球救援募金として20万

円を福惠善高総本部長に手渡した。

これは、毎年12月23日、天台宗全国一斉托鉢として同

門跡で実施している寒行托鉢で寄せられた浄財。
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