仏旗バンド
お釈迦様の智慧と慈悲の心を身につけ、悲智円満に生きていきましょう！
仏旗とは、仏教徒のシンボルであり、仏教を開かれたお釈迦さまの教えを守り、全て
の世界・全てのものを照らし護ってくださるお釈迦さまの慈悲の心をあらわしてい
ます。
１２月８日に悟りを開かれたお釈迦さまの身体から５色の光明が輝き、あたり
を照らした伝説があります。

仏旗の五色をバンドにしました。
五色の意味は、
青
仏・法・僧の三宝に帰依する心。また
お釈迦さまの髪の色を表し心を乱す
ことなく、力強く行き抜く力「定根 」
を意味します。
黄
金 色に輝くお釈 迦さまの肌の色。正
しい判断力である「智慧」のシンボル
であり、打ち破られることのない「金
剛心」を意味します。
赤

1個２００円・５０個単位・送料別途

お釈迦さまの情熱ほとばしる血液の ※振込用紙を同封し、着払いで発送致します。
色。大いなる慈悲の心で苦しみ悲しん
でいる人々を救済する「精進」を意味 《お申し込み方法》
下記の必要事項を記入の上、
ファックスにて
します。
お申込みください。

白

FAX 0297-58-4496

お釈迦さまの白い御歯(二心のない腹)。
●申込数量
「 泥 中 の 蓮 華 」の ような 清 ら か で、
●県名 ●宗派 ●寺院名 ●氏名
諸々の悪業や煩悩の苦しみを清める
●住所〒 ●電話番号
心「清浄心」を意味します。
樺
《お問い合わせ》

お釈迦さまの身体を包む御袈裟の色。［全日本仏教青年会 救援委員会］
世の中のあらゆる苦しみに耐えて、ひ 担当：救援委員長 米沢 智秀
たすら目標に向かって 前 進 する「 忍 メールアドレス
辱」
「忍耐心」を意味します。
info@jyba.ne.jp
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災害ボランティアの心構え
全日本仏教青年会 第18期理事長

全日本仏教青年会 救援委員長

村山 博雅

米澤
ご挨 拶
まず、昨年3月11日に発生いたしました東日本大震災、並びに引き続く各地の豪雨等により災害に遭われた皆
様方と、
そのご家族の方々へ、心よりのお見舞いを申し上げます。
また、各地災害によって亡くなられた方々のご
冥福をお祈りするとともに、
ご遺族の皆様方に謹んでお悔やみを申し上げます。本会をあげて、
一日も早い災害に
遭われた地域の復興回復を心よりお祈り申し上げると共に、
継続して様々な復興支援活動に精一杯尽力させて
いただきたく存じ上げます。
今期第1号、
通算44号機関誌を発行するに際し、
ご挨拶申し上げます。早くも18期理事長に就任して1年が経
過しました。様々な本会事業並びに復興支援活動にて、
多大なるご理解ご助力を賜りました皆様方に、
心より感
謝するとともに厚く御礼申し上げます。

本会はこの1年間、
東日本大震災の復興支援活動を中心に、
様々な活動をさせていただきました。思う所は何
より、
東日本における被災地の復興状況と原子力発電所事故に付随する災害と問題のことです。諸先生方との
交流も持ちつつ、諸事諸相の正しい理解とそれに伴う行動を念頭に活動しながらも、
どうにもならないもどかしさ
や焦燥感にとらわれることが多々あります。
しかし、私たち青年僧侶にできることは、私たちにしかできないことでもあるという信念のもと、瓦礫の片
付け、
行茶（傾聴）活動、
除染作業等を研修や祈りの法要とともに継続しています。草の根的であっても、
まず目の前にある活動に向き合い率先し
てそれを行うということが、物的なことだけに留まらず更に広く多くの方々の心に作用するということを、
また僧侶として共に祈るということが多くの
方々の心に届いていくということを、
今まで感じ続けてきたからです。
私たちの活動は、先日韓国で行われたWFBY（世界仏教徒青年連盟）世界大会で大変多くの方々の賛同を得ました。その結果、本会は
WFBYのHumanitarian Committee（人道支援委員会）
を担うこととなり、
来年にはアジア各地の青年仏教徒がIBYE
（国際青年仏教徒交換プ
ログラム）
として被災地の支援活動に参加することが決まりました。
日本の青年僧侶が今どのような形で国際社会に必要とされているかを改めて
認識させていただきました。
突然起こる悲しい災害や、
国際社会の広い舞台の前では、
私たち青年僧侶に宗旨宗派地域の垣根が無いこと改めて身を以て実感して参りま
した。本会は和合僧本来の面目の中、
これからも様々な活動に邁進する所存です。以下に初心を振り返る意味も込めて就任時の所信表明を掲
載させていただきました。
ご一読いただけると幸いに存じ上げます。最後になりましたが、
諸先輩並びに本会にご縁ある皆様方におかれましては、
今後とも変わらぬご指導ご鞭撻、
並びにご理解ご協力を伏してお願い申し上げます。
合 掌
所信表明
この度、第17期宮寺守正理事長の後を引き継ぎ、本会の理事長を仰せつかりました村山博雅と申し
ます。
これまで、大阪府佛教青年会会長、大阪曹洞宗青年会会長、全国曹洞宗青年会評議員、
そして
本会・全日本仏教青年会理事を勤めさせていただいて参りましたが、今期、全国曹洞宗青年会の特別委
員長として、第18期理事長に就任することとなりました。思いもよらぬ大役を勤め上げなくてはならない、
そ
の責任の重大さを思うにつけ、惑う自らを叱咤する毎日を過ごしておりますが、任に当たって他に譲り難し、
偏にこの精神にて任期の2年間、
会員諸師方と共に邁進する覚悟であります。
本会・全日本仏教青年会は、
ご存じの通り日本全国の宗派・地域の垣根を越えて、青年仏教徒相互の
友好と連帯を目的とし活動を展開する団体です。現在、各宗派の全国青年会として、天台仏教青年連
盟・金峯山青年僧の会・全真言宗青年連盟・全国浄土宗青年会・融通念佛宗青年会・臨済宗青年僧
の会・全国曹洞宗青年会・全国日蓮宗青年会の8団体が加盟し、
また地域の仏教青年会としては、埼玉
県佛教青年会・神奈川縣佛教青年会・大阪府佛教青年会・(社)神戸青年仏教徒会・神戸市仏教青年
会の5団体が参加しています。
それぞれの団体が乳水和合し、
力を合わせ、様々な社会奉仕活動、仏教
文化活動に取り組んでいます。
またそのような国内の活動に加え、
国際的な活動もその責務としています。本会はJYBA
（All Japan
Young Buddhist Association）
として、WFBY
（World Fellowship of Buddhist Youth世界仏教徒青
年連盟）
に加盟し、
その唯一の日本センターを務めています。全世界の仏教徒との交流を深めつつ、仏教
文化の宣揚と世界平和の進展に寄与することを目指し活動しています。
思うに、
この平成23年6月という時期に、上記のような活動を目的とする本会の理事長に、関西在住
の私が就任させていただくということには、
何か縁起の流れのようなものを感じます。3月に発生した東日本
大震災は、私にとってもあり得ない程の衝撃であり、
また、
まだ忘れることのできない阪神淡路大震災の記
憶が鮮明に蘇る大災害でした。平成7年1月17日の大震災において、私の生まれ育った寺は全壊し、友
人も失いました。
その時の思いは16年経った今もまだ深く胸に刻まれ、
切なくやるせない気持ちにとらわれ
ることが多々あります。
しかし、
その思いが胸にあるからこそまた、
この生かされた
〝いのち〟
を大切に、意義
あるものとして自らの行いに繋げていかなくてはならないという決意も生まれました。今まで、
そんな心を持
つたくさんの仲間と手を携えて来られたことを大変有り難く思います。
東日本大震災は周知の通り、地震規模が日本観測史上最大であるというだけでなく、大津波の発生に
より信じられないほどの広範囲にわたる災害を引き起こした上に、原子力発電所の事故という最悪の事

JYBA

態を招きました。詳細には触れませんが、阪神大震災に比して数値的規模では比べものにならないほど
の災害になってしまったと言えます。
その被害の甚大さを受け、
この3ヶ月の間、多くの本会並びに各加
盟団体会員青年僧侶の皆が、各々被災地に寄り添い続け、
その各々が様々な切なる想いを胸に刻ん
できました。私は、今こそ改めて、人の命と存在に向き合うという僧侶の本分を全うし、青年僧侶としてで
きることをしっかりと見つめなくてはならない時であると確信いたします。
だからこそ、今期18期全日本仏教青年会は、災害復興支援を軸として活動を展開すべきであると考
えます。
その為に従来から組織される4つの委員会である
「救援委員会」
「 教化研修委員会」
「 広報委
員会」
「国際委員会」、
それぞれの委員会の役割を見直し、組織的にも再編成をはかります。

智秀

◆青年僧の災害復興支援活動
私共青年僧侶は阪神淡路大震災以降、
全国各地の被災地で復
興支援活動を積極的に展開してきました。
その内容は、
瓦礫の片付
けや床下の泥出し、重油回収等の作業から、炊き出しや物資の配
布、
ニーズ
（活動依頼）
の掘り起し、災害ボランティアセンターの運営
支援、行茶、傾聴、心のケア等々、被災者の心に寄り添った活動で
す。
行茶とは、
避難所や仮設住宅集会所等でお茶・コーヒーとお菓子
を振舞いながら、
僧侶が被災された方の話し相手になり、
心のケアを
する事です。一人でも絶望者を出さない取り組みで、
僧侶が被災者
に寄り添う活動として、
多方面より高い評価をいただいております。
人は自分の気持ちを受け止め、理解してくれる人がいる事で、心
の支えや安心感が生まれます。人と人のつながりの尊さを被災地で
実感しながら、
効率を度外視し、
一人の苦しみ・心の痛みに寄り添い、
孤独死・自死を防ぐ、
命を守る最前線の活動をしてきました。

◆誰の為の活動か？
全ては被災地･被災者の為の活動が原則で、
独善的で自己満足
な活動や、売名行為は厳禁です。公共施設に出入りをしますので、
あえて宗派を名乗ったり、教化活動もしません。
やりたい支援をする
のではなく、
被災地・被災者を主体とした活動が第一です。
大切な事は自立再建の支援で、被災者の自立をサポートします。
例えば、
散髪のボランティアも有難い事ですが、
遠くから無料の美容
師が来られたら、地元の美容院は商売が成り立ちません。命を救う
救援物資も、
時期と内容を見定める必要があります。避難所は プラ
イバシーのない体育館等での集団生活ですが、三食付で生活費も
無料です。
仮設住宅は プライバシーは守られますが、
自活しなくてはならず、
食費も光熱費も掛かります。
しかし、
いつまでも無料の物資が配布さ
れると支援依存が生まれ、地元の商店も品物が売れません。様々な
団体が訪問や見守り活動を勝手に展開していくと、
あまりの訪問の
煩雑さに多くの方が居留守を使い、
本当の見守り活動が阻害される
事になります。地元経済の圧迫や、支援依存、引きこもりを生まない
様、
細心の注意が必要です。

救援委員会では、震災発災以来現地にて積極的な活動を続けてきた17期救援委員会
（米澤智秀
委員長）
の組織体制を引き継ぎ、各加盟団体等の被災地での活動をコーディネートし、
また必要に応じ
て活動の支援補助を行います。
また、託寺所・福祉避難所・行茶
（傾聴）
活動等、寺院・組織・団体・人
材等を活用した、復興支援策を企画・提案並びに運用します。
教化研修委員会では、前期救援委員会が行っていた災害復興支援活動に関する研修会の実施や東
大寺千僧法要に代表される儀式法要を通じ、今だからこそ必要な正しい知識と有効な価値意識の創
出に必要とされる研修活動を展開します。
広報委員会では、会報誌の編集・発行、
ホームページの再構築や新たなSNSの運用の中で、救援委
員会の活動や企画提案された復興支援策、並びにその他の活動等の広報を行い、全日本仏教青年
会のインタラクティブな情報発信をはかります。
国際委員会では、WFBY(世界青年仏教徒連盟)の窓口として活動すると共に、震災復興支援活動に
深く関わる私たちの切なる意識を軸に、国際的に求められる仏教青年会活動、並びに日本青年仏教
徒そのもののあり方を追求します。
それぞれの委員会が宗旨宗派地域の境界を超越し、
力を合わせ大衆の威神力を発揮することによっ
て、本会が持つべき素晴らしい意義が、
最高の力となり現成すると信じております。

発災直後の東日本大震災では、保育園・幼稚園が閉園された
影響で働くお母さんが幼子を会社に連れてくるか、遠隔地の親族
に長期間預け親子が離れ離れに暮らさなければ、勤務が出来な
い状況でした。何とかならないものかと現地で試行錯誤。
「寺院の
伽藍を保育園代わりに活用出来ないか」
と発案し、南相馬市の寺
院・二か寺（浄土宗浄圓寺様、浄土真宗常福寺様）
に快諾をいた
だき、寺に子供を預ける託寺所（平成の寺子屋）
を開設出来まし
た。開設日数は、31日＋23日＝のべ54日。
（ 4/11〜5/31までの間）
参加人数（子供）は、413＋149＝562人。携わったボランティアは、
182＋86＝268人。
閉園の為休職中だった、子供達のフルネームが分かる本物の
先生方がボランティアに名乗りをあげていただき、親子、先生、会
社も安心で、地域に貢献出来るプロジェクトとなりました。

◆仏弟子の可能性
神戸では、仮設住宅・復興住宅での孤独死・自死者が900人以
上にも上り、社会問題になりました。
傾聴等の人の心の痛みに寄り添う活動は、実は誰にでも出来る
活動ではありません。私達は仏弟子として、逃れられない現実の
苦である生老病死を見つめ、諸行無常の真理を認識した、人の
心に寄り添う支援活動が出来るはずです。
これはまさに同事行の
実践です。

◆菩薩道の実践
「備えあれば憂いなし。明日は我が身。困った時はお互い様。見
返りを求めない。」
今後は質の高い活動が求められます。興味本位や物見遊山、
やじ馬根性、偽善者意識は見抜かれます。
全てのものは関わりあって生かされている存在です。諸行無常
の現実である被災者の苦を他人事とせず、
自分の事と同じ様に
考え、同じ立場に身をおく事が重要です。共生の意識と地域のつ
ながりを大切に、全ては被災地・被災者の為に仏弟子として出来
る事を身近な事から共に実践してまいりましょう。

歴代理事長の皆様方、
また多くの諸先輩方の想いとともに本会の長い歴史の中で培われてきたそ
の精神性を受け継ぎ、
この任期中一所懸命に活動させていただきます。本会にご縁ある皆様方のご理
解とご協力を改めてお願いし、
私の所信の表明とさせていただきます。
合 掌
平成23年6月28日
全日本仏教青年会 第18期理事長 村山 博雅 九拝
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災害ボランティアの心構え

理事長挨拶

菩薩道としての復興支援活動

全日本仏教青年会 主催

全国曹洞宗青年会 主管

世界仏教青年連盟 協賛

東日本大震災一周忌慰 霊 追 悼・復 興 祈 願 法 要

東日本大震災一周忌慰 霊追悼・復興祈願法要
全日本仏教青年会 事務局長代行
代行

丸子

道仁

共に祈りを重ねたい

「一周忌の法要は被災地の方々の心情を考えれば早すぎるのではないか」
心情を考えれば早すぎるのではないか」そんな

ア活動に再度身を投じました。在宅避難者の自宅訪問調査活動・仮設住宅への行茶活
・仮設住宅への行茶

ませんでした。
せんでした。当時も3000人を超す行方不明
意見が会議の中で出ることも無理はありませんでした。

動・福島市内での除染活動
様々な支援
最終
動・福島市内での除染活動、様々な支援活動の中で様々なお話を伺いました。
最終日

の方がおられました。時を追うごとに増していく大事な人を失った悲しみ、住み慣れた

に訪れた場所は、福島市国見町観月台にある仮設住宅での傾聴行茶活動でした。小さ

故郷を奪われる苦しみ、世間から見放されていくと感じる不安。被災地の中には過去

な集会場の中にはたくさんのアクリルの毛糸が山積み置いてありました。仮設住宅で暮

にも未来にも心の置き場の無い苦しみが満ちていました。しかし、被災地の外からの

らす皆様の手編みのアクリルたわしを頒布し、復興資金にあてる活動のためでした。色

復興への熱が冷め始めていることが一部では危惧されていました。被災地の内と外の

とりどりのイチゴやヒマワリのかたちをした可愛いタワシがありました。
「助けてもらっ

心の温度差、それを再び紡ぎなおしたい。全日本仏教青年会主催「東日本大震災一周

てばかりじゃだめね。自分たちが出来ることをやらないとね。」皆さんそう明るく話しな

忌慰霊追悼・復興祈願法要」の秘めた願いがそこにありました。

がらタワシ以外にも色々な作品を見せて下さいました。そうして話す中で、皆様が成林

絆

寺での一周忌法要にご参加頂いたことを知りました。あの日、
うつむいてお顔を見るこ

3月11日、福島県伊達市成林寺様にて法要は行われました。成林寺様は全国曹洞宗

とが出来なかった人たちでした。
「今は1年目ということでＴＶや新聞は災害の辛いこと

青年会復興支援部本部として災害発生から支援の輪の中心となっている御寺院です。

を思い出す映像ばかりでしょ。あんなものはもう見たくないの。あなた達みたいな人が

今もなお、傾聴行茶活動をはじめとする様々な支援活動が行われております。成林寺

会いに来てくれるのが嬉しいのよ。あんなにたくさんの和尚さんたちが、手を合わせに

本堂に集まったのは100名を超える宗派を越えた青年僧侶達、そして世界仏教青年連

きてくれて嬉しかった。」そう言ってもらえた時に、私の心の中にあった霧が晴れた気

盟様・全日本仏教会様からも来賓としての御参加を頂きました。何よりも、主管である

がしました。

全国曹洞宗青年会様がバスを手配されて、県内の仮設住宅からも被災された皆さまに

お集まりいただきました。ひとりでも多くの方に足を運んで頂きたい。共に祈りを重ねた
い。そんな思いからのことでした。

慰霊追悼法要では、各宗派の代表者の手から祭壇へ慰霊の灯が捧げられ、支援活

動で現地に詰めておられる女性ボランティアさんの手から献花が捧げられました。九
声の鐘がゆっくりと打ち鳴らされる中、皆が黙祷を捧げ、その後全日本仏教青年会理
事長村山博雅導師のもと、荘厳な雰囲気の中、皆が一心に手を合わせました。

宮城県の仮設住宅の中には、家族や住まいのみならずお墓もご遺骨ごと波にさらわ

れた人もおられました。福島県では、放射能のため避難地域に指定されてお墓詣りに行
けないという方もおられました。手を合わせたくても、合わせる場所が奪われた。弔い
たくても、その弔うべき家族が未だ見つからない方がおられました。
私たちが一周忌をお勤めさせて頂いた方々は、そういう思いを抱えた方々であったこ

とを改めて気づかせて頂きました。

復興祈願法要では、当会副理事長松岡広也導師のもと曹洞宗の大般若祈祷会の作

私の身近にも現地に赴けなくとも、同じ時心ひとつに手を合わせて下さった方が大

法で執り行なわれました。松岡副理事長は、自ら堂内の参列者のおひとりおひとりの膝

勢おられました。日本だけではなく、世界もまた同じ思いであると世界仏教青年連盟デ

もとにおもむき、無病息災の功徳をもつ大般若経理趣分の風を送られました。その風

ンポン事務総長様はお伝えくださいました。場所も宗派も越えてこの東日本大震災一周

が苦しみも悲しみも、すべてふきとばしてくれることを全員で願いました。

忌法要に祈りを重ねた方々は、きっと今もそれぞれの郷土で被災地との絆を紡ぎ、更な
る支援の輪を拡げていることと信じています。

一周忌の法要が終わった後、被災された皆様の心情に本当に寄り添えたのかと考え
ました。うつむき必死で手を合わせる参列者の皆様のお姿が頭から離れませんでし

来年は三回忌を迎えます。それぞれの支援活動の先に、再び皆様と祈りを重ねたい

と願っております。
合 掌

た。その答えを出す間もなく、私たちは法要の前後1週間に設定した、一斉ボランティ
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村山 博雅
全日本仏教青年会並びにその加盟団体は、昨年、平成23年3月
11日に発生した東日本大震災において甚大なる数の方々が被災さ

◆一斉復興支援ボランティア活動
平成24年3月8日
（木）から14日
（水）
まで

れた事実を鑑み、今日までそれぞれが様々な支援活動に携わってま
いりました。

被災地各所での慰霊・復興祈願法要に参列される団体に、
これ
を機会として、改めて被災地でのボランティア活動をして頂くコーデ

その上で今「一年」
という節目に当たり、青年僧侶として心からの

ィネートをします。

祈りを捧げることはもちろんのことながら、
この度の経験に対する切
なる意識を全加盟団体とその会員個々が被災地の内外を問わず

◆法要情報の共有

共有していく為、全会的な活動とともに再確認する場を、支援活動
に深いゆかりを持つこの地での法要、並びに、改めて行う各加盟団

期間中に厳修される、加盟・関連団体による慰霊・復興祈願法要
の予定を共有し、相互的参加調整を行います。

体それぞれによる被災地全域にわたる一斉支援活動として設ける
ことといたしました。

◆「共に祈る」

この1年間、全国の多くの仏教者が日々手を合わせ、被災地への

3月11日午後2時46分厳修中の各地法要等に参加できない皆様

精一杯の支援活動を継続しています。
しかし、多くのメディアが、震

方には、震災発生直後より本会が推進して参りました「2時46分に

災後の様々な事態や被災された皆様方に対しての関心や行動に

読経、鐘を鳴らすなどにより共に祈る」活動を改めてお願いします。

ついて、被災地の中と外で大きな温度差があると報じています。
震災発生から１年を迎えるに当たり行われるこのたびの法要と結
集が、広く社会的に、今後の支援ボランティア活動と被災地への寄

全日本仏教青年会

全日本仏教青年会 理事長

一斉復興支援
ボランティア活動

一斉復興支援ボランティア活動

東日本大震災一周忌慰霊追悼・復興祈願法要と
一斉復興支援ボランティア活動

り添いの気持ちをつなぎ止め、
さらにその意識を拡充する為に必要
であると確信いたします。被災地の1日も早い復興と、災害に遭われ
た皆様方が安心して暮らせる日が1日も早く取り戻されることを、謹ん
で心より念じ上げ、
これからも皆様方と共に支援活動に邁進させて
合 掌
いただく所存です。

執行部活動日程
華厳宗管長・東大寺別当
北河原公敬大僧正からのメッセージ
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3月8日
宮城県石巻市中里〜牡鹿・在宅避難者支援活動
3月9日
福島市飯坂町平野の仮設住宅・傾聴行茶活動
3月10日
福島県伊達市成林寺・逮夜法要
3月11日
福島県伊達市成林寺・慰霊追悼 復興祈願法要
3月12日
宮城県亘理郡亘理町仮設住宅・傾聴行茶活動
3月13日
福島県福島市山口常圓寺・近隣の小学校の
通学路・除染作業・仮置場での汚染土の処理作業
3月14日
福島県福島市国見町観月台の仮設住宅・
傾聴行茶活動
他

JYBA

06

仏法興隆花まつり

茨城県つくば市

千僧法要

全日本仏教青年会 教化研修委員長

樋上

孝教

４月２６日午後１２時４５分に東大寺金鐘会館を約３００名の僧侶に加え、一般の参拝者を

復興支援活動について

交えた行列が出発し、東大寺大仏殿盧遮那仏御宝前に於いて仏法興隆花まつり千僧法

全日本仏教青年会 救援委員長

要が始まった。今年は昨年全国各地を襲った災害に対し、東日本大震災及び各地災害復

米澤

◆被害状況：電柱も斜めに。北条商店街。

智秀

興祈願、
あわせて災害被害により犠牲となった方々への慰霊の法要として執り行われた。
各加盟団体の参加者は全国各地から奈良東大寺に集合。それぞれ宗派の法衣を身に
まとい整列した。金峯山青年僧の会が吹く法螺の音を合図に出発し、全国日蓮宗青年会の
力強い団扇太鼓が大仏殿へと続く参道に響きわたった。
法要は大仏殿内の蓮台上で行われ、先ず天台仏教青年連盟による声明散華が唱えら
れ、参加者一同は声明に合わせて散華を行った。続いて村山博雅全日本仏教青年会理事
長導師の下、復興祈願文を奉読し、参加者全員が一心に一日も早い復興を祈った。続いて
融通念佛宗青年会による声明・念仏が唱えられ、全国日蓮宗青年会による木剣修法、
その
後、東大寺に奉納された大般若経六百巻の転読が行われた。
大仏殿での法要後、参加者一同はアショカピラー宝塔へ移動。岡崎良昭南都二六会会
長導師の下、法要が執り行われた。
この宝塔は、昭和６３年に全日仏青が仏法興隆の願い
をもって花まつり千僧法要が行われ、苦悩する人々の心の救済と人類の福祉・世界の平和
に寄与することを誓願し、
その精神を永く継承し青年僧の思いを後世に伝えることを形にし
たもので、
それ以後、毎年４月２６日に花まつり千僧法要が執り行われている。
また、法要後の道中に於いて全日仏青広宣布教の「花の種」を東大寺に訪れた多くの参
拝者へ配布し、今年度の花まつり千僧法要が無事終了することとなった。

◆平成24年5月6日
突 風 が 発 生した1 3 時 頃 ，
気 温は2 5 . 6 度で，
平年最高気温
21.3度を上回る暖かさだった一方、上空約5500メートルには平
年を約5度下回る氷点下19.1度の寒気が流入。
この寒暖差で
強い上昇気流が発生し、大気の状態が不安定となり、落雷や突
風、降ひょうを伴う積乱雲を発達させた。建物被害は全壊210、
大 規 模 半 壊 4 7、半 壊 1 9 7、一 部 損 壊 6 3 9、合 計 1 0 9 3 軒で死 亡
者は1 名 。活 動したボランティアは延 べ 3 5 7 4 人で活 動 件 数は
364件。発災6日後の5/12(土)に527人(最大)、翌13日(日)に453
人が活動。
ガレキ片付け作業は2週間でほぼ終息し、6月15日現
地ボランティアセンターは閉鎖した。

◆被害状況：全壊した家屋。
報道陣だけでなく一般人もカメラ持参。

◆復興支援活動
自宅から3 0キロ、4 0 分で移 動出来たので、発 災 直 後から情
報収集し、7日より現地入り。ボランティアセンター立上げと運営を
支援（6月末までに28日間活動）
まずは被災した曹洞宗寺院を
御見舞い。周辺地域の被害も調査後に、立上げ準備中の災害
ボランティアセンターを訪問。協力出来る体制と意思を伝え、茨
城県曹洞宗青年会を団体登録。すぐに明日の活動依頼をいた
だく。8日は青年僧15名が集い、
ガレキ片付け等に汗を流す。そ
の後も連日青年僧が活動。
ガレキ片付けが落着いた後は、保健
士、社 協 職員と共に、サロンにて傾 聴 ( 行 茶 ) 活 動を展 開 。発 災
後の数日間は、
カメラ片 手の野 次 馬の車が周 辺 道 路の渋 滞を
生み、報 道ヘリの轟 音やごった返す報 道 関 係 者 等で、現 地は
混乱を極めた。

◆活動状況：茨城県曹洞宗青年会

◆迅速な復旧・片付け作業
被害が局地的だった為、つくば市全体の社会機能に打撃は
なく、行政対応や電気復旧工事、解体・建設業者も一斉に復旧
作業に取り組めた。
また、被災地域は筑波山麓ののどかな田園
地帯で、元々地域の繋がりも深く、親族も近隣に居住する等、地
域・親族一丸となって、片付け作業が進んだ。昨年の東日本大
震災の活動経験により、素早く機動力あるNPOが活躍し、一般
ボランティアも慣れた経 験 者が多 数いた。最 初の週 末、二日間
で約1000名が活動する等、支援の手も行き届き、極めて迅速に
復旧作業が進んだ。

◆ボラセン状況：総合受付とニー ズ班

◆見守り活動の重要性
被害は局地的で、道一つはさんで、被災した家と無傷の家が
並ぶ現場。
「隣は無事なのになぜ自分だけが・
・
・」等、突然の竜
巻で自宅を失った被 災 者の苦 悩は深く、現 実の受 容は困 難で
ある。だからこそ、諸行無常の現実の苦に寄り添える僧侶の継
続した見守り・寄り添い活動が被災地では望まれている。

◆住民説明会：行政対応について質問が相次ぐ
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茨城県つくば市竜巻災害復興支援活動

仏法興隆花まつり千僧法要

東日本大震災及び各地災害復興祈願

竜巻災害

国際事業活動報告世界大会

国際事業活動報告IBYE

WFBY
（The World Fellowship of Buddhist Youth・世界仏教徒青年連盟）世界大会
日時：平成24年6月11日〜16日

会場：韓国・麗水／The Ocean Resort, Yeosu City, South Korea

国際事業活動報告

去る 6 月 11 日〜 16 日、WFBY 世界大会が韓国南部、麗水にて開催されました。

国際委員会活動報告
「 EA-IBYE（East Asia International Buddhist
Youth Exchange Program・

様々なフォーラムが開かれるとともに、第 63 回常任理事会、第 17 回総会、執行
部会等の会議や WFBY 設立 40 周年の祝賀会が行われました。本会より村山博

東アジア国際仏教徒青年交換プログラム）」

雅理事長、松岡広也副理事長、宮寺守正国際委員長、坂本観泰顧問、五條良

日時：平成23年8月25日〜29日

知顧問他計 12 名が参加した総会では役員改選が行われ、選挙の結果、村山理

会場：韓国・曹渓宗国際禅センター

The International
Buddhist Youth Exchange
Program

事長は WFBY 副会長に、坂本顧問は引き続き WFBY 顧問に就任しました。今
期 WFBY には本会より2 名、役員として出向することとなります。
東日本大震災に関する復興支援活動を年間活動報告の一つとして発表した本会
が、今期担う委員会は Humanitarian Committee（人道支援委員会）。平成 25
年 8 月 25 日〜 29 日には Crisis Management IBYE Japanと題し、IBYE（国際
仏教徒青年交換プログラム）を復興支援活動として日本で開催することが決定しま
した。各加盟団体を始めとする日本の青年僧侶が、様々な方向から被災地に寄り
添ってきた経験をふまえ、この度の災害に対する切なる思いを国際社会に発信し、

仏教徒青年 30 名参加のもと実現いたしました。東アジアに限定され

改めて尊いいのちや自然環境を考える機会を広く創出していきたいと考えています。

た IBYE は 2007 年日本で開催されたのが始まりで、その後 2010
年台湾で行われ、本年、韓国に引き継がれました。地域を限定す

世界仏教徒青年連盟WFBY
（The World Fellowship of Buddhist Youth）
とは…
世界仏教徒青年連盟WFBYとは、未来を担う青年たちの仏教に対する理解を広
め、深める事を目的に結成された国際ネットワークです。1950年設立された世界仏教
徒連盟WFBの第10回世界仏教徒会議において、1972年5月正式に発足しました。現
在では18ヶ国、38の仏教団体が会員として加盟する世界最大の国際仏教青年会に
成長しています。
WFBYは、交流プログラムやリーダー育成研修などの活動を通じ、世界中の青年仏
教徒の交流を促進すると共に、仏教に基づいた人材の育成に取り組んでいます。
ま
た、青年を対象とした活動だけではなく、青年を指導する人々のためのプログラムも実
施しています。

るメリットは、広範囲にまたがらないため旅費等の負担が少ないなど
WFBY会長・事務局長来日
平成24年3月12日・於：福島県成林寺
（全国曹洞宗青年会復興支援現地本部）
3月11日、本会主催震災慰霊法要に参列した
Denphong Suwannachairop WFBY事務局
長に12日Pornchai Pinyapong会長が合流し、
本会との会談が行われました。
この会談中、
タイ
国の代表として会長より、本会が平成23年4月
に受賞していたタイ国の最高仏教栄誉賞を改め
て直接授与されました。
また、本会からは全国よ
り集まったタイ洪水被害の支援金を寄付させて
いただきました。初めて被災地に入った両氏は
WFBYとして東日本大震災に対する理解を更に
深め、復興支援協力に関する思いを伝えて下さ
いました。

日本では、
全日本仏教青年会がJYBA（All Japan Young Buddhist Association）
と
してWFBYに加盟し、
日本国内唯一のセンター
（Regional Center）
として各国の青年仏
教徒との交流を深めつつ、
世界平和への貢献と仏教の宣揚を目的に活動しています。

◆組織・活動内容
Executive Board (EXBO) 執行部
Programs 活動内容
会
長
（任期2年、選挙により選任 現1名） ・THE GENERAL CONFERENCES総会
・a President
（世界仏教徒会議）
・a Deputy President
会長代行
（任期2年、選挙により選任 現1名） ・MEETINGS会議
・seven Vice Presidents
副会長
（任期2年、選挙により選任 現7名） 「Headquarters Meetings本部会議」
・a Secretary General
事務総長
（会長が指名、執行部が承認 現1名） 「Executive Board Meetings執行部会議
（理事会）
」
・a Treasurer General
会
計
（任期2年、選挙により選任 現1名） ・INTERNATIONAL PROGRAMS国際プログラム
・Assistant Secretary Generals 事務局員
（執行部が指名 現10名）
「IBYF
（International Buddhist Youth Forum）
」
・Assistant Treasurers
会計補
（執行部が指名 現4名）
[WFBY CLUB 25関連]
「IBYE
（International Buddhist Youth Exchange）
」
STANDING COMMITTEE 常設委員会
「SEAIBYE（Southeast Asia International Buddhist Youth Exchange）」
・Administrations
管理委員会
「EAIBYE
（East Asia International Buddhist Youth Exchange）
」
・Youth Development
青少年教化委員会※
「SAIBYE
（South Asia International Buddhist Youth Exchange）」
・International Relation
国際関係委員会※
「BYLT
（Buddhist Youth Leadership Training）
」
・Leadership Development
リーダーシップ開発委員会※
「BYLS
（Buddhist Youth Leadership Seminar）
」
・Humanitarian
人道支援委員会※
・Headquarters ACTIVITIES本部事業
・Buddhist Education
仏教教育委員会※
「Dhamma in Benjasiri Park,Bangkok」
・Buddhist Propagation
仏教伝道委員会※
「Club 25 Thailand」
・Buddhist Art & Culture
仏教芸術文化委員会※
「International Art of Dhamma for the King」
・Finance
財務委員会
「Save the Cow's Life」
※…7名の副会長が各委員会を分掌します。
「Merits for Dad」

JYBA
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昨年 8 月 25 日〜 29 日、WFBY の主催により、世界各国の青

の省力化にもあります。WFBY 会長の Pornchai Pinyapong 氏は、

年仏教徒が研修をもとに交流を深めることを目的とする IBYE（国

期間中に行われた会議で、EA-IBYE の毎年開催を切望していまし

際仏教徒青年交換プログラム）が行われました。この度は、韓国

た。

に 3 つある WFBY Regional Center（地域センター）の一つであ

今回、日本からは村山博雅理事長、松岡広也副理事長、坂本

る PSH（People Sharing Happiness）Korea にホスト役を務めて

観泰顧問が引率者として同行し、全国曹洞宗青年会より丹治大輔

いただき、韓国ソウルにある国際禅センター（the International

師が本プログラムに参加いたしました。参加者は朝 4：30 分起床、

Seon Center）において開催されました。

坐禅や食事作法を通じて禅文化に接するなど参禅研修としての意

国際禅センターは、韓国曹渓宗が昨年 11 月 15 日、ソウルの陽

義ある時間を過ごすとともに、韓国の伝統文化に触れるプログラムや

川区（ヤンチョング）新亭洞（シンジョン

市内観光等により深い交流をはかりました。最終日には、各国の伝

ドン）に作り上げた、近代設備の整う伝

統的な文化を披露する時間が設けられ、日本は丹治師による祈祷

統と現代的な様式が調和した佇まいの施

太鼓を披露し大変な好評を博しました。

設です。「韓国仏教のグローバル化」と

アジア各国における仏教に対する一般的価値意識と、日本におけ

いう旗印を掲げて設けられたと聞きました

る仏教に対する価値意識の違いを改めて認識すると共に、今後、

が、現在まさしく、都心の修行センターと

日本仏教の在り方をさらに各国に理解していただくという課題をいた

して機能しているようで、国籍を問わず

だいたような気がいたします。各国の青年仏教徒が持ち続ける仏教

多くの禅文化に興味のある方々や参禅者

徒としての誇りと絆を、若い日本仏教徒が交流を通じて持ち帰り、

で賑わっていました。

将来的な力ある日本仏教の原動力となることを切に祈ります。本会と
しては、これからもこの交換プログラムが盛んに行われる為の一助と

この度の IBYE は EA（East Asia）
IBYE 2011 Korea と題され、東アジア

なるべく、Club 25 Japan の設立を含め、様々な活動に邁進してい

諸国を中心に日本、韓国、台湾、タイの

く予定です。

JYBA
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阪神淡路大震災追悼慰霊法要

全日本仏教青年会 事務局長代行

（社）神戸青年仏教徒会主催

丸子

道仁

第46回 大阪府仏教徒大会（大阪府仏教青年会 共催）
平成23年11月8日・於：ホテル日航大阪
大阪 府仏教会・大阪 府仏教青 年会共催、恒例「大阪 府仏教 徒大会」が 今回も盛大に開催さ
れました。今 年は東日本大 震災物故者追悼並びに復興大祈願法要を中心に、大阪大学総長・
平野俊夫 氏により「医学といのち」をテーマに講演会が行われました。
また村山当会理事長による東日本大震災現地ボランティア報告もなされました。例年通り一
般も含む約4 0 0名の参加者の下、無事円成しました。

震災から毎年続けられてきたこの追悼慰霊法要は今年で17年目
を迎えました。16日には(社)神戸青年仏教徒会事務所にて逮夜法要
が行われ、翌17日には長田区あわせの地蔵にて追悼法要が行われ

全真言宗青年連盟

ました。
午前5時46分に金峯山青年僧の会会員諸師による法螺を合図に

1月16日神戸青年仏教徒会主催の逮夜法要 1月17日あわせの地蔵での追悼法要

法要が始まり、
氷点下に近い気温の中、
多くの方々による読経と焼香

第32回結集

宮島大会

平成23年11月8日〜9日・於：嚴島神社／大本山大聖院／リーガロイヤルホテル広島
全真言宗青年連盟の第32回結集が広島県で「いのちに真言（まこと）の祈りを」をテーマに開催
されました。8日には同連盟の深い想いを託した「十八本山御本尊種字掛軸」の開眼法要が、長岡
誠宏同連盟理事長を導師、各派青年会代表を脇導師として盛大に執り行われました。
また末木文
美士氏による基調講演が「今、密教を問い直す−日本仏教の視点から−」を演題に行われました。
さらに9日には、宮島町の嚴島神社で「千僧供養」が厳修されました。全国各地から集まった同連盟
青年僧侶約200名が散華を撒きながら同社神職の先導で廻廊にて行道、祓殿では、長岡理事長を
大導師に東日本大震災や九月の台風災害の被災地の復興や世界平和等が祈り上げられました。

が営まれます。僧俗共に、
震災で犠牲になられた方々に祈りを捧げる
姿は、何年経っても決して変わることのない光景です。
しかし本年は
少し違う光景もありました。昨年発生した東日本大震災のことです。
参列者の皆様は、
自らと同じ体験をされた東日本の皆様の慰霊と復
興を一心に祈られていました。
月日が過ぎても被災者の皆様の悲しみが癒えることはないのかも
知れません。
しかしながら、
両被災地の姿を心に留めて伝えていくこと
1月17日あわせの地蔵

の大切さを、
改めて感じさせていただいた法要でした。

たかとり教会慰霊追悼ミサの模様

現代語仏教聖典
各種法要の記念品・施本として最適!
て最適!
（会員価格でご提供いたします）
す）

『釈尊のご生涯とみ教え』 一家に一冊どうぞ
うぞ！
木津無庵師より始まり、市川義成師に至る幾多の学匠や高僧方

のご苦労の結晶であったが、
ほとんど忘れ去られようとしていた。
この度、格調高い言葉はそのままに美麗な装丁と挿絵（田村
展子）
によって新たに甦った。教科書的な教えの羅列ではなく、出
典の確かな、弟子や外道、人々との対話とエピソードにより八十年
の偉大なご生涯が生き生きと描き出される。

１０００円＋税
（ソフトカバー）
２２８ページ
ページ
発行所：全日本仏教青年会 大阪府豊中市南桜塚１-１
府豊中市南桜塚１-１２-７
（東光院内）
発行人：冨士 玄峰
お問い合わせ

全国日蓮宗青年僧

結成50周年記念結集大会

平成24年5月24日〜25日
・於：池上本門寺/ＴＫＰガーデンシティ品川

全日仏青広告
平成２４年５月１日初版発行

第50回

tel/fax ０７８
８-６
６９１
１-３
３４４６

http://www.hi-net.zaq.ne.jp/nagaland/seiten.htm

50年前に全国日蓮宗青年会が決起した池上本門寺にて、改めて「原点回帰」
という意識を込め
行われた今大会は、東日本大震災が刻み込んだ日本全国にわたる物心両面の深く未だ癒えること
のない爪痕を鑑み、
この混迷の時に我々僧侶が社会に向けて「今なにをすべきか」
「今こそ立ち上
がらなくては」という思いから、
「いまこそ」という言葉をテーマに行われました。24日、一般の方々と
の縁づくりの場としてのチャリティイベント
「お坊さんフェスティバル」に合わせ「立正平和世界平和
祈念行脚」
と引き続いて行われた「全国日蓮宗青年会結成五十周年報恩大法要」では、伊東政浩
同会会長を導師に勤め上げられた報恩法要の後、2日前に御不幸があったにもかかわらず大会イ
ベントに駆けつけられたみのもんた氏ご令室様に対する慰霊諷経も行われました。全国より総勢約
350名の僧侶参加の下、無事円成しました。

平成24年度 全国日蓮宗青年会 沖縄慰霊行脚
平成24年6月23日・於：琉球山法華経寺 他 沖縄戦史跡各所
沖縄では6月23日を戦没者慰霊の日と定め、全国より多くの方々がこの地を訪れ、無数の戦死者
への追悼の想いと平和への祈りを捧げています。全国日蓮宗青年会は長年に亘ってこの慰霊の日
に唱題行脚を行っています。我が国が終戦を迎えて早60年以上の月日が流れ、私達も含め戦争を
知らない世代が社会の大半を占めるようになりました。今日私達が当たり前のように暮らす事の出来
る平和な社会、その礎となられた方々へ感謝の念を忘れてはなりません。そして未来永劫の平和へ
の願い、祈りを後世に伝えてゆくことが、今を生きる私達に与えられた大切な役目ではないでしょう
か。今年の行脚は、一般を含む約100名の参加者と共に無事円成しました。

平成24年度 全国曹洞宗青年会 禅文化学林・京都曹洞宗青年会創立50周年記念事業
平成24年6月25日・於：京都国際ホテル

初転法輪
「見よ、如来は安逸を貪るものでもなく、努
力を捨てた者でもない。
耳を傾けて、
不死に至る道を聴け。」

入滅ねはん

貧者の一灯

「アヌルッダは
『そのように憂い、悲しんで
はならぬ。世尊は、毎
（つね）
に、一切は無
常である。
と説かれたではないか』
と慰め
た。」

JYBA

「目連よ、
その灯明は、海の水をあつめて
来ても、消すことはできないであろう。
彼女の深い信仰の心から供養されたもの
であるから。」
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アジャセの煩悶
（はんもん）
「王よ、
今より以後、信仰を失わないように
つとめなければならぬ。
何となれば、信仰によって、無量無数の
罪悪を滅すことができるからである。」

京都曹洞宗青年会創立50周年事業と併催して行われた全国曹洞宗青年会平成24年度禅文
化学林は、一般参加者も含む報恩坐禅に始まり、続く元曹洞宗管長板橋興宗禅師による基調講演
会では、現代社会であるからこそ「坐ること」
「読経する事」の大切さが説かれました。
更に引き続きパネルディスカッションが『 坐禅のすすめ』
をテーマに開催されました。
会場の参加者からの質問に対しても活発な意見交換がなされ、予定時間を大幅に超過し、参集
した聴衆も最後まで熱心に聞き入るなど、大変有意義なパネルディスカッションが行われました。

JYBA

12

加盟団体事業参加報告

阪 神 淡 路 大 震 災 追 悼 慰 霊 法 要・広 告

平成24年1月16日・17日
於：神戸青年仏教徒会事務所
カトリックたかとり教会
あわせの地蔵

企業協賛広告
協賛広
広告
広告

明日、天気になあれ。
安らかであかるい明日を願う心、
「明日、天気になあれ」。

天台仏教青年連盟
代
副 代
副 代
事務局

表
表
表
長

高倉
佐藤
井藤
光榮

聖法
正寛
圭順
純貴

事務局次長
事務局次長
事務局次長
事務局次長

庶務／横山
会計／谷
法務／鈴木
渉外／長道

大阪府佛教青年会

大山
晃仁
大和
圓俊

会

社団法人

如蓮華不着水。

事務所 〒650-0017 神戸市中央区楠町5丁目4番16
（ワコーレ大倉山フラッツ102号）
Tel 078-382-2224 Fax 078-382-2245
ホームページ http://kobe-jb.skr.jp

http://www.bussei.com

和嶌デザイン研究所 072-747-8685

〒666-0121 兵庫県川西市平野 1-27-12
fax ：072-747-6833 mail ：waken-626j@art.zaq.jp

神戸青年仏教徒会

（神戸JBクラブ）

埼玉県佛教青年会

寺院広報をトータルサポート

友信

事務局 〒550-0022 大阪市西区本田3-4-18 九島院 内
Tel 06-6583-2725 Fax 06-6583-0908
ホームページ http://www.oyba.jp/

事務局 〒309-1451 茨城県桜川市西小塙1677 月山寺内
TEL 0296-75-2251 FAX 0296-75-4329
ホームページ http://www.t-y-b-a.com/

そんなお寺が望まれている時代かも知れませんね。

★AIDMA の法則 ★オズボーンのチェックリスト ★3C ★SWOT 分析 ★4P ★PDCA サイクルこれらの用語（法則）は､
セールスプロモーション等に必須の分析・評価・再構築・発信のためのキーワード。望まれる、親しまれる、頼りにされる。
地域の人々の営みに欠くことのできない「拠り所」となるために、SP プランニングで､成すべきモノ・ゴトに取り組むために…。

長 増田

全真言宗青年連盟
理事長 清雲 俊雄

会 長

事務局 〒840-0011 佐賀県佐賀市北川副町江上345 福満寺内
Tel 0952-24-7940 Fax 0952-24-7940
ホームページ http://www.kobodaishi.jp/

五條 良知

事務局 〒639-3115
奈良県吉野郡吉野町吉野山2498 総本山金峯山寺内
TEL：0746-32-8371 FAX：0746-32-4563
ホームページ http://www.kinpusen.or.jp/

融通念佛宗青年会
http://www.yuzusei.com

http://kyba.jp/

〒547-0045
大阪市平野区平野上町1-7-26 総本山 大念佛寺内
Tel 06-6791-0026
（代表）

〜共に励み 共に歩む〜

全国浄土宗青年会
全国
国浄土宗青年会
Terai

理事長

Issai

寺井 一哉

〒046-00 北海道余市町沢町5-85 寳隆寺内

HR：QRコード

全国日蓮宗青年会
会 長

小泉 輝泰

http://www.zennissei.com/
JYBA
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加盟団体協賛広告

企業協賛広告

コミュニティの拠り所、日々のやすらぎ、心の潤いを見いだせる

加盟団体協賛広告

