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去る4月26日、奈良は華厳宗大本山東大寺様におきまして「全日本仏教青年会仏法興

隆花まつり千僧法要“慈悲の実践、世界平和の祈り”」を開催いたしました。皆様のご

光臨とご協力を賜り、無事に円成することができました。13の各加盟団体の呼びかけ

に応じて、宗派を越えた500名の僧侶が参集し、ご来賓の方々・一般参加者150名が

全国各地より駆けつけてくださいました。そこに集いし皆共々に、仏法興隆、世界平

和、災害物故者追善菩提、被災地復興への心からの祈りを捧げたのでございます。

当日は雨天でありましたので、皆様にはご法衣やお履物に関する多大なるご迷惑をお

かけしたことと拝察いたします。実に申し訳ございませんでした。しかしながら、多く

の参拝者の願いに応えようと精進する皆様の姿に、これこそが本当の僧侶であると感

銘を受けたのは、私ばかりではないでしょう。皆様お一人おひとりが輝いて見えまし

た。また法要終了後、ホテル日航奈良にて「全日本仏教青年会新制40周年記念式典」

を開催し、多くのご来賓や関係諸大徳のご祝意とご光臨をいただきながら、当会のこ

れまでの歴史への学びと、これからへの希望を和やかに共有いたしました。

これをもちまして、私ども第20期全日本仏教青年会が新制40周年記念事業として開

催いたしました「国際仏教徒青年交換プログラム East Asia International Buddhist Youth 

Exchange」（2017年3月9日～12日／宮城県仙台市）、「全日本仏教青年会全国大会」（同

年3月10日／仙台国際センター）、「東日本大震災七回忌法要」（同年3月11日／仙台市日

蓮宗本山孝勝寺様）、そして前述の「仏法興隆花まつり千僧法要」「全日本仏教青年会

新制40周年記念式典」のすべてを完了することができました。

私たちはこの2年間、会員の皆様と共に、広い視点から社会と関わり続ける日本仏教

の「慈悲の実践」をテーマに活動を行い、また世界へと発信して参りました。斯様な

諸事業を勤めることができましたのも、偏に皆様のお力添えによるものと、深甚なる

感謝を申し上げるところでございます。各位のご教導を仰ぎ、会のさらなる発展に努

力精進する覚悟です。今後ともご教導とご協力を賜りますよう懇請申し上げます。

合掌

全日本仏教青年会第20期理事長　東海林良昌

ごあいさつ



せながら工夫しました。また、当時フランスの
パリに渡って禅の布教を行い大変人気があっ
た弟子丸泰仙師や、精神科医の斎藤茂太先
生にご講演いただきました。
ー全国大会などの大きなイベント以外には
どのような活動をされていたのでしょうか。
平原　始めの頃は手探り状態でしたね。埼玉
県内のお寺を会場にして、坐禅会や瞑想の会
を月に1回くらいのペースで開催していまし
た。朝早くからみんなで集まって、参加してく
ださった方々と一緒にお粥を食べたりして。
それから、歳末助け合いの募金として、さま
ざまな宗派の僧侶と共に托鉢もしました。
東海林　その当時は、さまざまな宗派の僧侶
が一緒に並んで活動するのは珍しかったで
しょうね。
平原　確かに珍しかったですね。大宮や浦和
（ともに埼玉県）の駅前で、いろいろな宗派の
僧侶がそれぞれの衣で托鉢をしました。ずい
ぶん目立っていたと思います。
東海林　平原先生は、前例が全くないところ
から活動を始められて、まずは足元にあった
埼玉県内での活動を少しずつ積み上げなが
ら、全国の青年会組織をゆるやかにまとめて
いかれたのですね。全日仏青草創期の様子が
ひしひしと伝わりました。
ー初代理事長の活動から40年余り経過し
ていますが、現在はどのような活動を、どの
ような思いで行っているのでしょうか。
東海林　今年も4月26日に、東大寺にて千僧
法要を執り行いました。第6代理事長である

神野哲洲先生の時代に始められた行事です
が、無事29回目を迎えることができました。
また、阪神・淡路大震災から22年、東日本大
震災から6年経ちますが、超宗派での祈り、
そして支え合いの活動がこれまで続いており
ます。私の任期では、「慈悲の実践」をテーマ
に掲げて活動をしました。死別された方々へ
のケアについて学ぶ「安寧僧養成講座」を開
催したり、諸宗教対話としてカトリックやイ
スラームの基礎的な内容を学ぶために、教会
やモスクを実際に訪問したりしました。また、
全日仏青がWFBYにおける日本側の窓口とい
うことで、さまざまな国の方々と交流をさせて
いただく貴重な機会をいただきました。その
ときに感じたのは、先輩方の努力の積み重ね
の上に、日本の代表として信頼と尊重がなさ
れているのだなということです。
平原　本当にそうですね。
東海林　2年間の活動を振り返って思うの
は、全日仏青は自分のものではないのはもち
ろん、宗派仏青や地域仏青のものでもない。
それはやはり、先輩たちが40年間、手渡し手
渡しで大切にしてきた宝物なのだということ
です。その宝物を、私が2年間預かる機会を
いただいた。私の人生にとっても、かけがえ
のない体験でした。
平原　全日仏青の活動というのは本当に、宗
教者として、仏教者として、一人の人間とし
て、他の活動とは代えがたい重要な経験、い
わば「修行」ですよね。宗派仏青や地域仏青
の考えはさまざまですから、こだわるべきとこ

ろと、そうでないところを見極めてゆくことが
とても大事です。口では言い表せないような
想いを受け止めてゆかなければならない、難
しい立場でもありますしね。
東海林　宗派や地域の活動だけにとどまら
ず、あえて超宗派の活動に飛び込んでゆくこ
との難しさを実感するとともに、仲間たちに
助けられてそれを乗り越え、さまざまな団体
がつながってゆく醍醐味を、まさに「修行」と
して味あわせていただいたように感じます。
ー現理事長のお話を聴いて、全日仏青の発
足時から現在まで引き継がれているものもあ
るように思いますが、いかがでしょうか？
平原　私たちが始めた活動や想いが脈々と
受け継がれているという現実を目の当たりに
できて、本当に嬉しく思いました。時々送ら
れてくる全日仏青の会報も、毎度楽しみに目
を通しております。今後も、宗派仏青を縦糸
として、地域仏青を横糸として交流を織りな
す全日仏青の活動を絶やさず、その想いを、
時代を越えて連綿と受け継いでくれること
を、心より期待しています。
東海林　平原先生のお話を聴いて、全日仏青
は40年前の発足時から「現代」に注目し、向
き合ってこられていたのだと気づきました。
今、私たちが抱えている課題は、実はその頃
からあって、常に青年会としてそういった課
題に取り組まれてきたのだということに、あ
らためて思い至りました。次世代にもその想
いをしっかりと伝え、育てていきたいと思い
ます。本日は誠にありがとうございました。

現代が抱える課題に取り組み続ける。
その想いを次世代にしっかり伝えていきたい

ー東海林良昌

全日仏青の活動は、まさに修行。
絶やさず、時代を越えて受け継いでくれれば
ー平原隆秀

ー新制全日本仏教青年会が発足した経緯
について教えてください。
平原　1978年に世界仏教徒会議（WFB）が
日本で開催される運びとなり、世界仏教徒青
年連盟（WFBY）でも記念大会が企画されま
した。その受け皿となって実働する組織が必
要となったため、すでに存在していた全日本
仏教青年会を発展的に継承し、各宗派の青
年会と、埼玉や神奈川、大阪、神戸などで結
成されていた地域の仏教青年会をつなぐ全国
規模の組織へと新たに再編されたのです。再
編に際し、会長という名称ではなく、理事長
をトップに据えた理事会が結成されました。
当時から、地域仏青と宗派仏青だけでなく、
それ以外のさまざまな団体もすべて受け入れ
るという方針でした。

東海林　なるほど。宗派や地域の青年会の制
限を越えて、とにかく一緒に青年会活動をや
りましょうという理念だったのですね。
平原　そうなんです。ですから、参加を広く
呼びかけました。やっぱり会ってお話をする
のが一番でしたから。大阪や兵庫、神奈川、
山形、石川など各地をたくさん回りましたよ。
会って、ご飯を食べて、たくさんお話をした
のです。そうして何とか集まってもらって、埼
玉で第1回の全国結集大会を開催しました。
東海林　手元の資料によると、「現代社会に
仏教青年は何をすべきか」という結集テーマ
だったようですね。具体的には、どのような
内容だったのですか。
平原　まず、金岡秀友師に講義をいただきま
して、それから各地の青年会活動における状
況や悩みについて発表してもらいました。地
域ごとに、それぞれ課題は異なると考えてお
りましたので。180名ほどが参加してくれて、
積極的な意見交換が行われました。また、大
阪府仏青が中心となり支えてくれていた全日
仏青の活動に対して、感謝の意を込めて増田
貞円師を表彰し、その想いを引き継いでゆく
というセレモニーも大事な場面でした。
東海林　日本で開催されたWFBYの記念結
集は、どのような雰囲気だったのでしょうか。
平原　大会は増上寺を会場にして行われまし
たが、とにかくすごい人数でした（資料による
と620名）。世界からさまざまな方がみえられ
ていたので、どうやったら一緒にお経を称え
ることができるかなど、いろいろと頭を悩ま

1970年生まれ。浄土宗雲上寺副住職。全
日本仏教青年会第20期理事長。ほかに
浄土宗総合研究所研究員、佛教大学非常
勤講師、介護者サポートネットワーク・
ケアむすび代表などを務めている

東海林良昌（しょうじ・りょうしょう）

1939年生まれ。真言宗智山派大僧正。全
日本仏教青年会初代理事長、埼玉県佛教
青年会初代会長を歴任。現在、全埼玉県
私立幼稚園連合会名誉会長、春日部成就
院幼稚園理事長を務められるなど、幼児
教育の現場でもご尽力されている

平原隆秀（ひらはら・りゅうしゅう）

取材・文／全日本仏教青年会事務局

いくつもの活動を経て、2017年、新制40周年を迎えた全日仏青。
初代理事長の平原隆秀師と、第20期理事長の東海林良昌師が語る
全日仏青の原点や「これから」のあり方とは。

平原隆秀師 × 東海林良昌師 

現代と向き合い続けた40年
全日仏青の「これまで」と「これから」
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東京ジャーミイ
カザン州トルコ人によって1938年に建設さ
れ、老朽化に伴い2000年に立て直された。
毎日多くの日本人が訪れ、日本とイスラー
ムの伝統・未来を結び付ける架け橋として
の役割りを果たしている。多目的ホールも
有し、結婚式、演劇、展示会、公演など、
さまざまな活動も行われている
http://tokyocamii.org/ja/

真命山諸宗教対話・交流センター
九州の名山が眺望でき、山々の緑と静けさ
に囲まれてひっそりと立つ霊性センター。
日本の古典文化を大事にしながら、キリス
ト教霊性の日本文化受肉と諸宗教対話促進
の一翼を担う。第二バチカン公会議の精神
と教会の指導を受けて、さまざまな領域で
諸宗教対話を進めている
http://www.shinmeizan.com/ja/

雄大な自然の中で平和を想う

　去る2016年11月28日、熊本県玉名郡にあ
る、カトリックの日本における諸宗教対話セ
ンター、真命山諸宗教対話・霊性交流セン
ターにて「全日仏青諸宗教対話委員会スタ
ディツアー」を開催した。真命山は、車が1台
しか通れない山道を登っていった山の頂上付
近に位置している。静けさの中にたたずみ、
日本建築を意識した、温かさを感じさせる施
設である。庭には木々と石庭を配置し、仏教
寺院か茶室を思わせる。西を望めば、はるか
に有明海と島原半島雲仙が見えた。
　フランコ・ソットコルノラ神父は、私たちを
優しい笑顔で迎え入れてくれた。講座では、
フランコ神父からは真命山の活動、マリア・
デ・ジョルジ先生からカトリックにおける諸
宗教対話、園田善昭神父から鎌倉仏教と聖フ
ランシスコについてご講義いただいた。違い

を尊重しながら、現代的な問題の解決を志向
する上で、思いとして一致できる可能性を共
有していく、本当に有り難い時間であった。
　仏教とキリスト教との関係について「大乗
仏教が展開するにあたって、シルクロードを
通じた諸宗教対話があったのでは」というマ
リア先生のお話が印象的だった。また、カト
リックがそれ以外の諸宗教を認め対話を宣言
した「第二バチカン公会議」が提示された背
景には、第二次世界大戦への反省があったな
ど、初めて知ることも多かった。参加者から
も良い研修だったとの声があり、あらためて
この事業を継続していく意義深さを感じた。
　講義の合間に、フランコ神父がティータイ
ムを提供してくれた。決して堅苦しい講座で
はなく、和やかな雰囲気の中、平和への想い
を同じくさせていただく貴重な時間であっ
た。また来させてもらいたい。その気持ちを
抱きながら、熊本を後にした。

左上／会場の真命山・祈りの家。静かに内省し、沈黙を味
わうにふさわしい場だ　右上／園田神父のご講義を傾聴
する参加者たち　右下／ティータイムを提供してくれたフ
ランコ神父（中央）。その人柄に、冷えた身体が温まる

イスラームが教えてくれるもの

　2016年7月19日、東京代々木上原の東京
ジャーミイにて「全日仏青第 2回諸宗教対話
僧養成講座」が開催された（各宗派仏青、地
域仏青から32名が参加）。広報担当の下山茂
先生からイスラームやモスクについてお話を
伺った後、礼拝に参加させていただき、ハ
ラールの食事がふるまわれた。
　東京ジャーミイでは、金曜日の礼拝には
800名を越える方が参拝される。下山先生の
お話は、イスラームは平和を求める宗教、近

代の西洋思想より前のコーランに基づいてい
る信仰のあり方、同じ信仰を持つ者は国家を
越えて家族であるということなど、私たちに
理解の扉を開かせてくれる内容だった。参加
者は信仰者としての共通点や、新たな視点を
発見する機会になったことであろう。講座の
途中で、モロッコ人男性が下山先生に会いた
くてとの思いで来訪し、「彼も私の兄弟」と
仰っていた下山先生の笑顔が印象的だった。
　現在、モスクや礼拝所は日本各地にあり、
北は北海道小樽市、南は沖縄県沖縄市にいた
るまで約80のモスクがある。最近は、日本の

大学に学びにきた留学生が、モスクの設置に
向けた活動を行うこともあるらしい。始めは
断固拒否を貫いていた地域が、学生たちの真
摯で礼節をわきまえた姿勢に感心し、モスク
の設置が実現したケースもあるそうだ。
　日本で生活をしているイスラームの方たち
は少なくないが、彼らが心配しているのは、
偏見や差別だ。外国から来たムスリムが日本
人と結婚をする場合も、多くの困難があると
いう。特に印象的だったのは、ムスリム男性
と結婚した日本人女性がムスリムになろうと
した際、彼女の家族から強い反対を受けるこ
とが多いというお話だった。これは、イスラー
ムという宗教への無知から生まれる偏見なの
かもしれない。この無知であるがゆえの偏見
は、私たち自身にも当てはまるのではない
か。自分の考えや行動を見つめ直し、隣の方
に伝えることができるよう、これからも学び
や体験の機会を持ちたいと思う。

上／極彩飾の空間でお祈りされる現地スタッフと、それを見つめる
養成講座の参加者たち。オスマントルコ様式のモスクは荘厳で、参
加者たちの五感を刺激し、圧倒させた　下左／お話をされる下山先
生　下右／ハラールの食事。この日はチキンソテーがメインだった

取材・文／全日本仏教青年会事務局

他宗教との対話を重ねて世界の平和を願うことを目的として
今期より実施されている「諸宗教対話僧養成講座」。
イスラーム、カトリックの信仰に生きる人々と語り、
お互いの違いを尊重しつつ、平和を実現する道を探った。

すべての道は平和に通じる
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とこしえなる安らぎを祈る

　当会は、宮城県仙台市の日蓮
宗本山孝勝寺（谷川日清貫首）を
会所として、同寺ならびに全国日
蓮宗青年会との共催「東日本大
震災七回忌法要」を厳修した。
　法要には全国から来賓や加盟
団体会員ら約100名の僧侶が参
列したほか、震災物故者の遺族
や孝勝寺檀信徒、世界仏教徒青
年連盟のメンバーなど約150名
が参加。大震災発生時刻の午後
2時46分には、追悼の鐘が鳴ら
され、失われた命とその遺族の
心の安寧、被災地の早期復興を
念じ、黙とうが捧げられた。
　法要中には、導師をつとめら

れた谷川貫首猊下より、震災発
生当時の思い出や、物故者とそ
の遺族、復興への思いについて
のご垂示が述べられた。また、東
海林理事長も「物故者の追善菩
提と、この地に住む人の心の平
安を願います」と思いを語った。
　法要後には、日蓮宗総本山身
延山久遠寺と身延山大学関係者
が東日本大震災慰霊のために制
作し、後日孝勝寺に安置される
「慈母観音像」のノミ入れ式が行
われた。参加者全員がひと叩き
ずつノミを入れ、殉難者への追
悼や復興への想いを託した観音
像のかけらを、結縁のお守りとし
て受け取った。
　法要の締めくくりとして、浄土

宗僧侶で二胡奏者の川野真広師
が追悼演奏を行った。被災地を
二胡演奏で慰問する活動に取り
組む川野師により、「ふるさと」
や自作の楽曲などが奉納され、
美しい追悼の調べに、参加者は
涙を浮かべながら聞き入り、あり
し日の故人や、失われたかつて
の風景を偲んでいた。

特報◎熊本地震復興祈願
柴灯大護摩供法要

　 2017年4月3日、当会は昨年
発災した熊本地震で大きな被害
を受けた熊本県益城町の再春館
ヒルトップにて、「熊本地震復興
祈願柴灯大護摩供法要」を厳修

した。米澤智秀顧問の指導のも
と、埼玉県仏教青年会が準備を
進め、熊本市仏教連合会・華厳
宗大本山東大寺との共催、益城
町社会福祉協議会の後援を得て
開催。東大寺別当狭川普門猊
下、当会東海林理事長、カトリッ
クの神父の皆様をはじめ、熊本
県・全国各地の青年僧侶が出仕
し、住民の皆様と共に復興への
祈りを捧げた。   〈詳細は次号掲載〉

会場／日蓮宗本山 孝勝寺（宮城県仙台市）
日付／2017年 3月11日
共催／孝勝寺　全国日蓮宗青年会　全日本仏教青年会

東日本大震災七回忌法要

1.孝勝寺檀信徒と遺族の方々が見守るなかご祈祷
する日蓮宗僧侶たち　2.慈母観音像。包み込んで
くれるような温かさがあった　3. 東海林理事長も
現地で震災を経験したひとり。特別な思いで法要
に臨んだ　4. 黙祷する孝勝寺檀信徒と遺族の
方々　5.二胡を演奏してくれた浄土宗・川野師

COMPASSION IN PRACTICE
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東日本大震災から6年
心をひとつに

　東日本大震災で大きな被害を
受けた宮城県仙台市の仙台国際
センターにて「全日本仏教青年
会全国大会ー慈悲の実践、共に
歩む仏教ー」が開かれた。東日
本大震災以降に、日本の僧侶に
よって行われてきた災害支援や
社会実践についての取り組みを
振り返り、それらを国内外の仏
教青年が共有し、未来の仏教を
描いていくことが目的であった。
　大会には、全日本仏教会久喜
和裕事務総長、世界仏教徒青年
連盟（WFBY）デンポン・スワナ
チャロップ会長をはじめ国内外

から多くの来賓、WFBY主催の
国際仏教徒青年交換プログラム
に参加している国内外の青年仏
教徒たちが出席した。
　講義では、4名の有識者にご
教授いただいた。まずは、ティ
ム・グラフ先生（ハイデルベルク
大学日本宗教研究員）によるド
キュメンタリー映画『東日本大震
災と仏教』の上映と解説。震災
直後のさまざまな苦しみに僧侶
がどう寄り添ってきたのかを収
めたフィルムは、筆舌に尽くしが
たく、今なお震災で苦しむ方が
おられる現実を思い起こさせた。
　稲場圭信先生（大阪大学大学
院人間科学研究科教授）には、
「災害支援における宗教者と行

政・市民の連携」についてお話し
いただいた。現代宗教における
宗教的利他主義や、全国の避難
所・宗教施設のデータ約30万軒
を集積した「未来共生災害救援
マップ」についてなど、充実した
分析のもと展開された講義は、
大変興味深いものであった。
　臨床宗教師としてもご活躍さ
れている高橋悦堂師（曹洞宗普
門寺副住職）には、「宗教は何を
求められたのかー東日本大震災
と臨床宗教師ー」をお話しいた
だいた。人生の最終段階にある
方を訪問し、診療と交流を続け
ている高橋師。生前から「命の
尊さ」を丁寧に発見しながら寄り
添っていくことは、僧侶にとって

大事な行いのひとつであろう。
　最後に、佐藤弘夫先生（東北
大学大学院文学研究科教授）の
講義「目に見えぬものたちと生き
るー日本列島における融和と共
生の系譜ー」。目に見えないご先
祖様や肉親と生きるという日本
特有の死生観について、面白
く、また綺麗で平易な言葉を用
いて我々に伝えてくださった。
　すべての講義を終え、全日仏
青加盟13団体の僧侶による「東
日本大震災七回忌逮夜法要」が
勤められた。会場に集った僧侶、
国内外の青年仏教徒たち、一般
の来場者250名が心をひとつに
して、物故者の追善菩提、被災
地復興を共に祈ったのである。

会場／仙台国際センター（宮城県仙台市）
日付／2017年 3月10日
主催／全日本仏教青年会

全日本仏教青年会全国大会

1.合掌する講師と参加者たち。日本全国・海外
から多数ご参加いただいた　2. 稲場先生の講
義を熱心に受講する参加者たち　3.ご挨拶さ
れる全日本仏教会・久喜事務総長　4. 閉会の
辞を読む全日仏青副理事長・成田淳教師。本大
会では実行委員長を務めた　5. 講義終了後に
は東日本大震災七回忌逮夜法要が厳修された
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多くの同士に包まれた2年

　仏法興隆花まつり千僧法要を
終えた同日夕方、「全日本仏教青
年会新制40周年記念式典」がホ
テル日航奈良で開催された。
　冒頭の挨拶で、東海林良昌理
事長は「当会の活動は決して一
宗派だけで成り立つものではな
く、各宗派の青年会や各地域の
仏教青年会の皆さんと共につく
り上げてゆくもので、そのような
大切な宝物を受け継いでゆくの
だという思いで活動していた」
と、2年の担当期間を振り返りな
がら語られた。

　世界仏教徒連盟（WFB）パ
ン・ワナメッティ会長より祝辞を
いただいた。全日本仏教青年会
の活動を讃えるとともに、「記念
式典が世界における仏法興隆の
ための結束と協力関係をより強
くする機会になることを願う」と
のメッセージが寄せられ、世界
仏教徒青年連盟（WFBY）デンポ
ン・スワナチャロップ会長によっ
て読み上げられた。
　しばし歓談の後、今回の千僧
法要ならびに国際仏教徒青年交
換プログラム（ IBYE）、全国大
会、東日本大震災七回忌慰霊法
要といった40周年記念事業をま

とめた動画が上映された。また、
全日本仏教青年会初代理事長の
平原隆秀師より拝借した40年前
の第1回結集大会やWFBY日本
大会などの貴重な写真および資
料を展示したところ、来場された
方々は足を止めて興味深く覗き
込んでいた。
　法楽では大きな盛り上がりを
見せた。浄土宗奈良教区・西迎
院副住職の中村祐華師（歌って
踊って仏法を説く尼僧アイドル
“愛＄菩薩”）が登場し、お経をア
レンジした楽曲を披露したので
ある。会場からは曲に合わせた
手拍子が巻き起こり、温かい雰

囲気のなかで滋味深いパフォー
マンスが繰り広げられた。
　その後、WFBYと全日本仏教
青年会のプレゼント交換式が行
われた。なお、記念品には株式
会社墨運堂の協力により、オリ
ジナルの印字をなした固形墨が
用意され、来場者130名に配られ
た。また東大寺別当の狹川普文
師よりご挨拶があり、東大寺に
まつわる興味深いお話を聴かせ
ていただいた。
　最後に東海林理事長による謝
辞が述べられ、四弘誓願の唱和
をもって盛況のうちに記念式典
が閉じられた。

会場／ホテル日航奈良（奈良県奈良市）
日付／2017年 4月26日
主催／全日本仏教青年会

全日本仏教青年会
新制40周年記念式典

1.三帰依文の唱和により記念式典は開式した　2.歌
を披露する中村祐華師。そのパフォーマンスに会場
からアンコールの声が上がった　3. 初代理事長・平
原師より拝借した資料を拝読する会員たち　4. 抱き
合う東海林理事長とデンポン氏。感謝の気持ちは言
葉にすることはできない　5. 東大寺別当・狹川普文
師。我々の活動に温かい言葉をかけてくださった

40TH ANNIVERSARY
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天も共振した大法要

　生命あるものすべての幸福と
安寧を願って大仏造像を発意さ
れた聖武天皇が、東大寺に千僧
万僧を招請して開眼供養会を催
された故事にならい、全日本仏
教青年会と南都二六会が開く恒
例の大法要「仏法興隆花まつり
千僧法要」が、華厳宗大本山東
大寺を会場に勤められた。
　今回は雨天での開催となった
が、第20期全日本仏教青年会が
掲げる「慈悲の実践、世界平和
の祈り」という活動テーマのも
と、各地域・各宗派から約500名
もの僧侶が参加し、来賓・一般参
加者150名と共に手を合わせた。
　金峯山青年僧の法螺貝を合図
に練り行列が行われ、全真言宗
青年連盟による勇壮な太鼓演奏
のもと、会員僧侶と来賓、一般
参加者が傘を掲げて“お練り”を
行い、金鐘会館から大仏殿まで
歩みを進めた。
　東海林良昌理事長を導師に、

東大寺の御本尊・毘盧遮那仏さ
まの御宝前で営まれた法要で
は、天台仏教青年連盟による声
明散華、全国日蓮宗青年会によ
る木剣加持、全国曹洞宗青年
会・参加の僧侶一人ひとりによ
る東大寺所蔵の『大般若波羅蜜
多経』600巻（寄贈／故・和泉徹
氏）の捧持と転読法要などが行
われた。また、融通念佛宗青年
会、全国浄土宗青年会により高
らかにお念仏がとなえられ、僧
俗一体のもと、仏法興隆、世界
平和への祈りが奉げられた。
　東海林理事長により奉読され
た表白文には、「釈尊の説かれた
教え、慈悲の心が、すべての人
にあまねく届いてほしい」との願
いや、阪神・淡路大震災、東日本
大震災、熊本地震などの災害で
亡くなった方々への哀悼や復興
への思い、また、国家間の緊張
が続く昨今の世界情勢を受け、
戦争による悲しみや苦しみが止
むように、との平和への切なる
祈りの言葉も綴られていた。

東大寺所蔵『大般若波羅蜜多経』と
和泉徹氏のご訃報について

仏法興隆花まつり千僧法要では『大般若波羅蜜多経』全600巻の転
読・捧持が行われています。通常、この作法の執行は加盟団体の代表
者が行いますが、今回は法要に参加したすべての僧侶が行いました。
この作法に用いられる600巻の経巻は、東大寺の篤信者である大分県
の和泉徹氏が、空襲で命を落とされた弟の供養のためにと、30年もの
歳月をかけて、単独で写経し奉納されたものです。
和泉氏は3年前まで足しげく千僧法要に参加され、会員の僧侶たちと
共に祈りを捧げておられましたが、2017年5月1日に、満96歳で亡くな
られました。慎んで深く感謝と哀悼の意を捧げます。
今後開催される千僧法要においても、この作法は引き続き行われま
す。そのときには、どうぞ皆様、和泉氏の尊いご発願とご精進に想い
を馳せていただきますよう、心よりお願い申し上げます。〈東海林 良昌〉

会場／華厳宗大本山東大寺（奈良県奈良市）
日付／2017年 4月26日
共催／南都二六会　全日本仏教青年会

仏法興隆花まつり千僧法要

1. 法要前に記念碑アショカ・ピラーを清掃する会員たち　2. 多くの参
拝客が見守るなか歩みを進める。雨天での開催はとても珍しい　3. 大
般若波羅蜜多経を転読する会員たちの声は、激しい雨音を打ち消し荘
厳な空間をつくりだした　4. 新制40周年記念「千僧法要奉納書道展」
も開催。全国の小中学生が出品した力作が大仏殿内に並んだ
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　CLUB 25 JAPANは、25歳以
下の仏教青年による活動であ
る。主に、慶応大学、大正大学、
駒澤大学にある仏教青年会の学
生たちを中心に、募金活動や修
養会などの活動を行っている。
2017年3月9日～12日に宮城県
仙台市で開かれた「国際仏教徒
青年交換プログラム（ IBYE）」に
も多くの学生が参加してくれた。
この体験を通して、何を感じた
のか。彼らの声をお届けする。

●　もともと宗教に対して抵抗
感があったし、多くの宗教関係
の報道は“悲しいニュース”とい
うイメージが私に根付いていた
ので、国籍が違う者同士でも、同
じ宗教を通して繋がれるという
感覚を今回のIBYEで知れたこと
は、とても大きな収穫。大正大学
で学び、4年間仏教に触れてきた
ことで、仏教や宗教に対するイ
メージは以前とは大きく変わって
いたが、それを海外と結びつけ
るという発想はなかった。そのた
め、IBYEから海外交流の話があ
ると聞いたときは、新しい視点に
心躍る思いがあった。今回やっ
と参加し、実感することができて

本当に嬉しかった。
●　海外の方へ日本を紹介する
ためには語学力も必要だが、ま
ずは自分自身が日本について深
く知る必要性を強く感じた。
●　アジアのいろいろな国の友
達がたくさんできてよかった。こ
れからもその友達を大切にした
いと思う。
●　仏教徒の方だからこそ話せ
ることがある。そのように、自分
にしかできないことを見つけ、進
んで行動を起こすということが、
どれだけ周りの人の助けになる
かのを知ることができた。
●　たとえ言葉は通じなくとも、
仏教を信仰し、敬う心は万国共

通なんだとあらためて気づかさ
れた。僧侶ではない若い仏教者
が積極的に話を聞いている姿
は、仏教を勉強する私にとって、
非常に心地が良かった。自分も
仏教者として、世界の仏教者と
積極的にコミュニケーションを
図り、平和や友好関係を築きた
いと思うきっかけにもなった。

　これらの言葉から、彼ら一人
ひとりが社会人となり、また僧侶
となり、これからの仏教をつくっ
ていく上で、大きな力になること
を感じている。今後も、全日本仏
教青年会はCLUB 25 JAPANと
活動を共にしていく。

上／ IBYEの開会式を終えて（2017年3月
9日／仙台新寺斎場・清月記エターナル
ホール）　下／IBYE最終日（3月12日）、別
れのとき。いつかの再会を誓い合った

取材・文／全日本仏教青年会事務局

CLUB 25 JAPAN
アンケート報告

TOWARD THE FUTURE

仏教という人類共通の宝

　東日本大震災の七回忌にあた
る2017年春、宮城県仙台市内を
中心に「国際仏教徒青年交換プ
ログラム（ IBYE：International 
Buddhist Youth Exchange）」が
開催された。海外から13名（マ
レーシア7名、タイ3名、インド
ネシア2名、韓国1名）の学生が
参加し、日本からは12名、計25
名の参加があった。
　今回の IBYEでは、仏教を含め
た日本文化や思想・信仰はもち
ろん、参加者に震災以降の日本
の仏教徒・僧侶による災害支援

活動や考え方を学んでもらえる
よう、日程プログラムを組んだ。
　初日は、海外からの参加者含
め仙台に集合。仙台の葬儀社で
ある清月記の会館で夕食を食べ
た後、開会式が行われた。世界
仏教徒青年連盟（WFBY）会長
デンポン氏をはじめ、各来賓か
ら挨拶があり、若い世代の仏教
徒に大きな期待を寄せているこ
と、また国の壁・言葉の壁を超え
て、「仏教」という共通項のもと
交流を深めてほしい旨が述べら
れた。開会式の後は、大正大学
助教の野村島弘美先生による参
加者同士のアイスブレイク。参

加者同士でペアになり質問を行
い、その情報をもとに全員の前
でお互いを紹介し合う他己紹介
が行われ、懇親の第一歩を図る
ことができた。
　2日目。早朝から真宗大谷派徳
泉寺にて朝のお勤めを行い、短
い時間ではあるが坐禅も体験し
た。また住職より震災時のお寺
の様子などをお話しいただい
た。午前中は東北大学の構内見
学。全日仏青全国大会の講師で
もある東北大学教授の佐藤弘夫
先生に時間を割いていただき、
震災以後の東北大学の取り組み
についてお話しいただいた。午
後は全国大会に参加し、日本の
仏教について学びを深めた。
　3日目ー。榴岡天満宮、瑞鳳
殿において、日本の宗教文化の
一端に触れた。また、荒浜海岸
での追悼法要や、日蓮宗本山孝
勝寺での東日本大震災七回忌法
要は、参加者にとって前日の全

国大会での講演を実際に肌で感
じる機会になったようである。
　今回IBYEに参加した日本の学
生からは、語学力のみならず、自
国の文化や歴史、習慣を知って
おく必要性を強く感じたとの感
想が多く寄せられた。2018年に
はWFBY世界大会が日本で開催
される。その際には、今回の参加
者をはじめとした多くの青年の
協力が不可欠であり、活躍が期
待される。

IBYEのハイライト動画を
YouTubeにてご覧いただけます

☞インターネット
YouTubeで “IBYE2017”と検索

☞モバイル・スマートフォン

右記のQRコードを
読み取るだけで
すぐにWebサイトに
アクセスできます

会場／宮城県仙台市内
期間／2017年 3月9日～12日
主催／全日本仏教青年会

国際仏教徒青年交換プログラム

1.荒浜海岸での追悼法要で祈る参加者たち　2.参加者の若さあふれる笑顔にスタッフはなごみ、また活力をもらった　3.自国の伝統衣装を身にまとい演奏などを披露した後、日本食を
堪能する参加者たち　4.世界仏教徒青年連盟会長のデンポン・スワナチャロップ氏（右）。今回の IBYE開催だけでなく、多岐にわたりご協力をいただいた

1

2 3 4

Vol.49    ZENNICHIBUSSEI 13ZENNICHIBUSSEI    Vol.4912



〒650-0017 兵庫県神戸市中央区楠町 5-4-16 ワコーレ大倉山フラッツ102号
TEL：078-382-2224  FAX：078-382-2245  http://kobe-jb.skr.jp

理事長  矢坂則人

神戸青年仏教徒会
一般社団法人

〒558-0043 大阪府大阪市住吉区墨江 3丁目17-8 大圓寺内
TEL：06-6671-3259  FAX：06-6773-5004  http://www.oyba.jp

会長  小松光昭

大阪府佛教青年会
http://www.kyba.jp

〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂4-13-18 埼佛会館
TEL：048-861-2138  FAX：048-864-6649  Facebookページ ☞

埼 玉 県 佛 教 青 年 会
如蓮華不著水

http://zennissei.com
会長 藤井教祥

〒424-0949 静岡県静岡市清水区本町12-6 株式会社ニシガイ内
TEL：090-7698-3661  FAX：054-352-2187  http://www.rinsei.net

www.facebook.com/rinseisou

臨済宗青年僧の会

〒547-0045 大阪府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  FAX：06-6793-3050  https://facebook.com/yuzusei

融通念佛宗青年会
〒154-0011 東京都世田谷区上馬4丁目30-1 感應寺内
TEL：03-5431-7676  FAX：03-5431-7577  https://zj.jodo.or.jp

理事長 成田淳教

第24期活動テーマ

〒780-8022 高知県高知市孕西町 272-1 観音寺内
TEL：088-832-5891  FAX：088-832-5852  http://www.kobodaishi.jp

理事長  鈴木道盛
〒543-0051 大阪府大阪市天王寺区四天王寺1-11-18 総本山四天王寺内
TEL：06-6771-0066  https://www.facebook.com/wyba20121126

〒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  http://www.kinpusen.or.jp

会長  小澤慧月

〒311-3506 茨城県行方市八木蒔1008 圓勝寺内
TEL：0299-57-0430  https://www.t-y-b-a.com

代表  谷 晃仁

天台仏教青年連盟

2007年

第40回全日本仏教徒会議神奈川大会 第一分科会／パシフィコ横浜

…………………………………………………………………… 11月19日、20日

2008年

仏法興隆花まつり千僧法要20周年記念法要／東大寺………………  4月26日

第15回世界仏教徒青年会議 日本大会（WFBY世界大会）／浅草ビューホテル

…………………………………………………………………… 11月14日～17日

WFBY世界大会慶讃

世界平和祈願 奈良千僧法要採燈大護摩供／東大寺…………………11月17日

2009年

仏法興隆花まつり千僧法要／東大寺…………………………………… 5月26日

2010年

仏法興隆花まつり千僧法要／東大寺…………………………………… 4月26日

2011年

全国大会「TERRAへ祈る」／恵比寿ザ・ガーデンホール……………… 3月3日

仏法興隆花まつり千僧法要／東大寺…………………………………… 4月26日

2012年

東日本大震災一斉復興支援ボランティア活動………………… 3月8日～14日

東日本大震災一周忌慰霊追悼・復興祈願法要／成林寺……………… 3月11日

仏法興隆花まつり千僧法要／東大寺…………………………………… 4月26日

福島・茨城ハンド & ハンド………………………………………  8月2日～6日

WFBY設立40周年記念式典

東日本大震災物故者追悼復興祈願の祈り／台北……………………… 12月7日

2013年

東日本大震災追悼慰霊・復興祈願法要

復興イベント「音と祈り、未来への光」／福島市音楽堂……………… 3月11日

仏法興隆花まつり千僧法要／東大寺…………………………………… 4月26日

全国大会 in 大阪／真宗大谷派難波別院…………………………………5月7日

2013年

福島・茨城ハンド & ハンド…………………………………… 7月25日～28日

国際仏教徒青年交換プログラム（ IBYE）いわき……………………… 8月25日

2014年

東日本大震災慰霊逮夜法要／成林寺…………………………………… 3月10日

東日本大震災追悼慰霊・復興祈願法要／常圓寺 ……………………… 3月11日

仏法興隆花まつり千僧法要／東大寺…………………………………… 4月26日

デザインフェスタ vol.39 東京ビッグサイト結縁法要……………… 5月18日

福島・茨城ハンド & ハンド………………………………… 7月30日～8月2日

2015年

東日本大震災追悼慰霊・復興祈願法要 & 復興イベント／浄圓寺…… 3月11日

国際仏教徒青年交換プログラム（ IBYE）東京………………… 3月25日～29日

デザインフェスタ vol.41 東京ビッグサイト結縁法要……………… 5月16日

仏法興隆花まつり千僧法要／東大寺…………………………………… 5月26日

全国大会 in 沖縄／沖縄かりゆしアーバンリゾート・ナハ、法華経寺ほか

……………………………………………………………………………… 6月11日

2015年

第1期第1回安寧僧養成講座／東京グランドホテル ………………… 10月15日

2016年

第1回諸宗教対話僧養成講座／大阪カテドラル聖マリア大聖堂

………………………………………………………………………………1月26日

仏法興隆花まつり千僧法要／東大寺…………………………………… 4月26日

第1期第2回安寧僧養成講座／法楽寺………………………………… 6月21日

福島・茨城ハンド & ハンド…………………………………… 7月28日～31日

第2回諸宗教対話僧養成講座／東京ジャーミイ……………………… 7月19日

デザインフェスタ vol.44 東京ビッグサイト結縁法要……………  11月27日

諸宗教対話スタディツアー／真命山諸宗教対話・霊性交流センター

…………………………………………………………………………… 11月28日

2017年

国際仏教徒青年交換プログラム（ IBYE）仙台…………………………  3月9日

全国大会「慈悲の実践」／仙台国際センター…………………………  3月10日

東日本大震災七回忌法要／孝勝寺……………………………………… 3月11日

仏法興隆花まつり千僧法要／東大寺…………………………………… 4月26日

新制40周年記念式典／ホテル日航奈良………………………………  4月26日

第2期安寧僧養成講座／浄土宗宗務庁………………………………… 5月31日

2007 - 2017

第16期～第20期

全日仏青 新制40周年までの歩み
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