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令和２年度 全日本 仏 教 青 年 会 全 国 大 会
心の安寧をつくるパートナーシップ

令和２年12月28日〜令和３年４月26日

広報委員長

増尾 實道

全日本仏教青年会が主催する全国大会
は、会員が 一 堂に会する形 式が 通 例で
あった。しかし、昨年来から続くコロナ禍
によって開催方法の変更を余儀なくされ、
令和２年度は初の試みとしてYouTubeに
よるオンライン配信で開催された。

全国大会 閉式の辞 谷 晃仁 理事長

その内容は令和２年12月28日から毎
週月曜日に10分法話をリレー配信し、２
回のシンポジウムを加え、令和3年4月26
日に奈良県東大寺で行われる「仏法興隆花まつり千僧法要」をライ

青年全国協議会の協力で全日本仏教青年会との対談を行った。
加盟団体をはじめ、各関係団体の協力で動画は途切れることなく、
リレーのバトンを繋ぎ続けていくように毎週配信された。今回の全国
大会はコロナ禍で不要不急の外出が求められる中、オンラインで多

ブ配信するというものである。
「10分法話」では事務局や加盟団体から選出された青年僧侶や団
体OBの諸先輩、また日頃からご縁のある御老師の法話を配信。更
にH1法話グランプリ実行委員会の協力により前回優勝者・安達瑞

くの視聴者がいつでも、どこでも気軽に仏教（シンポジウムでは神道
の話もあり）に触れられる画期的な機会となった。
惜しまれるのは、令和３年度の千僧法要が4月からの感染急拡大に
よりやむを得ず中止となった事である。規模を縮小しての開催を模索

樹師、審査員奨励賞・小林恵俊師より法話を頂いた。
「シンポジウム」第１回は大正大学の講師３名による【苦しみや不

してきたが、感染リスクの高まりを受け苦渋の決断をすることになった。

安を小さくする智慧】をテーマにした講話を配信。第２回では神道

コロナ時代に
心の安寧を
求める10分法話
法話者一覧

「人を責めない 人を認める」
全日本仏教青年会
理事長

谷

「今を生きる−三つの力」
晃仁

「
『心の水』
の風景〜慈悲と禅の教え〜」 「阿弥陀さまはどんな仏さま」
全国曹洞宗青年会
（曹洞宗北海道第三宗務所青年会） 谷

龍嗣

Positive thoughts gained by Odaimoku heal the world!

「お題目で世界を癒す！」
全国日蓮宗青年会
野田 寛行
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寺尾 昌治

Ｈ1法話グランプリ前回大会優勝者
兵庫県 曹洞宗長楽寺

小澤 慧月

和宗仏教青年連盟

「ほとけのこころ」

加賀 俊裕

「父母の恩」

神奈川県仏教青年会

（一社）神戸青年仏教徒会

冨士 莊貴

「空」
横溝 常之

融通念佛宗青年会

吉村 明山

ほん ぬ じょうじゅう

「3月11日を迎えて」

「コロナ時代を生きる〜梵字・悉曇の功徳について〜」 「本有常住」
安達 瑞樹

「聖徳太子の和の精神（こころ）」

「山の行より里の行」
金峯山青年僧の会 会長

全国浄土宗青年会
三味線坊主

大阪府佛教青年会

加藤 公啓

埼玉県佛教青年会 真言宗 智山派 永福寺住職
種智院大学副学長
児玉

義隆

「仏と今を生きる」
天台仏教青年連盟
天台宗圓教寺

全真言宗青年連盟
（高野山真言宗青年教師会）

楠本 隆幸

「死と向かい合い生きていくおじいちゃんの説法」
大樹 玄承

Ｈ1法話グランプリ前回大会審査員奨励賞
兵庫県 天台宗姫路山正明寺
小林

恵俊

シンポジウム
第１回

登壇者

「コロナ禍に生きる〜苦しみや不安を小さくする智慧〜」令和３年２月２２日配信
大正大学 准教授 神達 知純 氏 ／ 大正大学 准教授
全日本仏教青年会理事長 谷 晃仁

石川 琢道 氏 ／ 大正大学 専任講師

星野 壮 氏 ／

●第１回 テーマ「過去から学ぶ」
世界では過去から伝染病で苦しめられてきた歴史があり、伝染病
が宗教の関り方にも影響をもたらしていた。日本では疫病が流行す
るたびに仏教の力が必要とされ、民衆の心に寄り添う活動を行って
きた歴史が登壇者より紹介された。
●第２回 テーマ「今を考える」
現在、苦しんでいる出来事に対し、私たちはどのような心の持ち方
で生活を送っていけば良いのか。釈尊の教えを基に意見を交わした。
●第３回 テーマ「未来を想う」
今後も何らかの苦しみと向き合わなければならない世の中で、登
壇者それぞれが考える「仏教者が出来ることは何か」が披露された。

第２回

「 仏 教・神道 青年会対談」令和３年３月２２日配信

登壇者

神道青年全国協議会 金田 祐季 氏 ／ 神道青年全国協議会
全日本仏教青年会 諸宗教対話委員会委員長 加藤 公啓

進

全日本仏教青年会

行

小林 慶直 氏 ／ 全日本仏教青年会理事長

谷 晃仁 ／

冨士 莊貴
●第１回 テーマ「疫病退散の歴史」
神道は、疫病退散を願って伊勢神宮を建立し、厄災を払うために
八坂神社の「祇園祭」を始めた歴史を持つ。神道の歴史を紐解くこ
とで、先人の教えが現代まで伝えられている事実が語られた。また
仏教には、６世紀、仏教の伝来とともに疫病が持ち込まれたとされる
時期があり、一時は廃仏の憂き目に遭った。だが、のちに仏教は受
容され、疫病を鎮めるために尽力した歴史があることも紹介された。
●第２回 テーマ「縁を取り戻す」
コロナ禍によって様々な行事の中止や変更を余儀なくされている。
そんななか、寺社は檀家や氏子とどう関わり、繋がることができるか。
登壇者が、それぞれの工夫や取り組みについて話した。
●第３回 テーマ「知らない事を聞いてみた」
日常生活において、仏教・神道が抱える身近な問題、素朴な疑問
をフリートーク形式で登壇者が語り合った。

Information

令和２年度全国大会は公式YouTubeチャンネルで
配信中！ チャンネル登録宜しくお願い致します。

公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/channel/
UCXrSD9e6osDy-o053VXeUXQ

全日本仏教青年会のwebコンテンツ
Twitter

@jyba1977
https://twitter.com/jyba1977

facebook

@jyba1977
https://www.facebook.com/jyba1977/

Instagram

@jyba1977
https://www.instagram.com/jyba1977/
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教 化研修 委 員 会 活 動 報 告
今年度の教化研修委員会では、前年度に中止となってしまった「東
大寺 仏法興隆花まつり千僧法要」を新型コロナウイルスの鎮静を期
し、全国大会の締め括りの行事として令和３年４月２６日の通常開
催を目標として立ち上がりました。
しかしコロナの状況は予断をゆるさず、一般参拝者の募集・東大
寺幼稚園園児の歌唱・雅楽等の演奏を取り止め、各加盟団体様にも
出仕上限を設けさせて頂いた上で100名規模での開催を目指して準
備を進めてゆく事となり、密を避けて感染対策を施した上での動線
や設営を東大寺様・南都二六会様とも協議を重ねさせて頂きました。
しかし、開催迫る3月頃より変異株の感染拡大が深刻となり、4月
9日に再度の打ち合わせを行い、20名程度のごく小規模での開催を
決定させて頂きました。
その間にも状況は更に悪化し、奈良近隣の府県に蔓延防止措置が
発令され、奈良市に於いても独自規制が検討されるに至って遂に開
催を断念。4月16日中止の決断となりました。
2年連続で千僧法要の中止という事態を受け、諸先輩方が紡いで
頂いた祈りを繋げ、コロナの収束を願う為、東大寺様・南都二六会
様にもご協力を仰ぎ、千僧法要の開催予定であった4月26日、委員
長はじめ委員会所属団体の奈良在住者5名と東大寺様より上司教学
執事・佐保山録事、南都二六会様より東山会長にお導師をお願いし、
植村幹事長にもご出席を頂いてアショカピラー宝前での法要を行わ
せて頂きました。
また法要に先立ち、大仏殿において東大寺別当 狹川普文猊下お
導師の下、東大寺様の正午の祈りに随喜参列させて頂き、コロナ鎮
静・罹患者回復・罹患物故者の菩提を共に祈るご縁を頂戴しました。
この間、様々な課題に対して寛大にご助言、ご助力を頂戴しまし
た東大寺様・南都二六会様には厚く御礼を申し上げます。
また、来賓の皆様や加盟団体の皆様には直前の中止などでご迷惑
をおかけしましたこと、平にご容赦頂きます様お願いいたします。
今回の経験を活かし、次年度以降の活動に繋げて参りたいと存じ
ます。
来年こそは盛大に千僧法要が開催出来ます様、コロナの早期収束
をお祈り申し上げます。

Information

東大寺正午の祈り・アショカピラー法要は
全日本仏教青年会JYBAYouTubeチャンネルで
ご視聴出来ます。
20210426【全日仏青】
東大寺正午の祈り・アショカピラー法要

https://www.youtube.com/watch?v=wgSpZ8OWB8o&t=1s
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教化研修委員長

小澤 慧月

国際委員 会 活 動 報 告

国際委員長

神田 眞英

国際委員会の活動目的は、全世界の仏教青年との交流を深め、仏

今回の講座は寺院関係者向けの内容でしたが、オンラインという

教文化の宣揚と世界平和の進展に寄与することであり、国際親善及

こともあり受講対象を広く一般にまで広げ、なるべくたくさんの方々

び仏教文化交流で特にWFBYの日本センターとしての事業を行うこ

に受講いただけるようにしたところ、合計225名の方々に受講申し込

とにあります。また、日本国内の各大学にある仏教青年会を中心とし

みをいただき、複数回受講可能もあってか累計358名の方々に実際

たCLUB25JAPANのサポートと指導も行ってきました。

に受講いただきました。

しかしながら新型コロナウイルス感染症の蔓延に伴い、海外との

「実用編」では仏教用語を英語ではどのように訳すのか、またその

交流が困難な状況となり、また日本国内においても緊急事態宣言の

訳した英語でニュアンスは合っているかを講義いただき、
「応用編」

発令といったかつてないパンデミックにより国際委員会としての活動

では外国人の方々がお寺に参拝に来られた際に説明ができるよう、

も難しい状況となりました。

実際に使える英語フレーズを中心に講義をいただきました。

そういった状況の中、東京オリンピックの開催予定に伴って海外

受講いただいた方々からは大変好評いただき、たくさんの方々か

からの観光客がたくさん来日され、さらには仏教寺院への外国人の

らまた開催してほしい旨の要望もいただき、開催者としましても大変

参拝も今まで以上に増えた場合に、参拝される外国人に対してス

ありがたい時間となりました。

ムーズに対応ができるよう公益財団法人仏教伝道協会様と共催でオ

新型コロナウイルス感染症の蔓延がいつ落ち着くのか、そしてま

ンライン会議システム「ZOOM」を使用して「お寺の英語教室」を開

だ見通しが立たない中でなかなか人が集まることは難しい状況です。

催いたしました。

しかしながら人が集まらなくてもオンラインで繋がることができます。

講師には公益財団法人仏教伝道協会の職員であり、浄土真宗本
願寺派超勝寺住職の大來尚順先生をお迎えし、
「実用編」と「応用

今後も試行錯誤の中ではありますが、国際委員会の活動を継続して
いきたいと思います。

編」に分けて月２回の講座を４か月にわたり講座を開催いたしました。
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WFBY 執行 特 別 委 員 会 活 動 報 告
世界仏教徒青年連盟（WFBY）の会長を務める村山博雅師ほか出
向役員が任期を全うしWFBYが更なる発展を遂げることができるよ

WFBY 執行特別委員長

松岡 広也

WFBY執行特別委員会１

2020年10月14日 オンラインEXBO

うに、WFBY執行部と連携しながら活動を支援することが当委員会
の活動内容です。

コロナ禍でのWFBYの活動状況
新型コロナウイルスの世界的大流行により、WFBYでは2020年春
以降に予定していた主なプログラムを中止または延期しています。現
在行われている活動は、
「感染拡大の危険性が少ない状況下で行う
各 地 域 限 定 の 活 動」もしくは「WFBY公 式Facebookペ ー ジ や
Zoomなどを利用したオンライン上での活動」のどちらかです。
2020年10月14日にはZoomを利用してEXBOミーティング（執
行役員会議）が開催され、各国から20名が参加しました。2020年
は役員改選の年でしたが世界大会が延期されているため、当面の間
今期の役員が継続して現在の役職を務めることが確認されました。
今後の活動も、オンライン中心となりますが、時差の問題で全員
が参加しやすい時間に開催することが難しい場合もありますので、
オンライン事業を企画する場合には注意が必要となります。以前の

WFBY執行特別委員会２

僧侶に食べ物を提供する「マハーダーナプロジェクト」

ように国際交流を行うことは困難な状況ではありますが、全日仏青
と各国各加盟団体とのパイプ役として、コロナ禍だからこそできる活
動に取り組めるように村山会長をサポートして参りますので今後とも
ご理解ご協力を賜りますよう何卒宜しくお願い申し上げます。
合掌

WFBY加盟団体の活動状況（抜粋）
タイ王国仏教青年会（YBAT、タイ王国）
：情報提供者 Montian Thananart会長（WFBY顧問）
2020 年に Young Buddhist Association of Thailand Under
the Royal Patronage (YBAT)は70周年を迎えました。残念なが
らコロナ禍での活動となりましたが、新型コロナウイルス感染防止に
最大限努め、
ヴィパッサナー瞑想のレッスンを160回開催し、9456
人が参加した法話会も開催することができました。
また、近隣のコミュニティや多くの寺院に対して、新型コロナウイ

WFBY執行特別委員会３

BGFのオンラインレッスン「Dhamma e-Learning Series」

ルス感染防止対策支援や予防グッズの配布など、幅広い活動を継続
して行なっています。

Buddhist Gem Fellowship(BGF、マレーシア)
：情報提供者 Mooi Chee Onn WFBY副会長
BGFは2020年5月に「e-Wesak Celebration」を開 催しました。
Wesak前日と当日の２日間 のオンラインイベントで、Facebook
Liveを介してストリーミングされ、地元だけでなく海外の視聴者から
も好評でした。
その他、オンライン日曜法話「e-Sunday @BGF」、オンライン日
曜学校「e-GemKids Sunday Dhamma Classes」のような多種多
様なオンラインプログラムを日常的に開講しています。
2021年は「コラボレーション」がすべてだと考え、他の仏教組織
とのより多くの共同プログラムを開催できるように、ネットワークを
構築しています。仏法を一人でも多くの人々に伝え、より多くの人々
に手を差し伸べることを目指しています。
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Information

WFBYのホームページ
https://wfby.org

WFBY本部の活動並びにオンライン事業
日

時

場

所

内

容

１

2020/6/2

WFBY Facebook ページ
(Buddhist Gem Fellowship)

Retracing Bodhisattva Xuanzang Project ／
玄奘三蔵・遡及の旅

２

2020/6/9

バンコク

Somdet Phra Ariyawongsak-hatayan タイ王国僧団王 93 歳祝賀会

３

2020/6/7 ～ 8/23 毎週

WFBY Facebook ページ
(Bojjhanga Foundation × WFBY)

Meditation from Home ／
自宅での瞑想

４

2020/7/5

WFBY Facebook ページ
(Buddhist Gem Fellowship)

Interactive Dhamma Quiz with Ven Ariyadhammika ／
Ven.Ariyadhammika の仏教クイズ

５

2020/8/10

WFBY Facebook ページ
(Buddhist Gem Fellowship)

New Discoveries Along Xuanzhang's Trail ／
玄奘三蔵の旅における新発見

６

2020/8/15

ボーウォンニウェート寺院住職補遷化に際し村山会長より弔電発信

７

2020/8/15

WFB 事務局次長 Pramatha Barua 氏逝去に際し村山会長より弔電発信

８

2020/8/31

WFBY Facebook ページ
(Buddhist Missionary Society Malaysia)

Dhamma Talk by Ven.Bhante Mahinda ／
Ven.Bhante Mahinda 法話会

９

2020/9/22

WFBY Facebook ページ
(Buddhist Gem Fellowship)

Mindfulness for finding peace in frantic world ／
混乱の世界に平和を見出だすマインドフルネス

10 2020/10/14

WFB HQ Zoom

WFBY EXBO Meeting ／
WFBY 執行役員会議

11 2020/11/17

WFB HQ Zoom

WFB EXCO Meeting ／
WFB 執行役員会議

12 2020/11/21 ～ 11/22

WFBY Facebook ページ
(Young Buddhist Association of Malaysia)

Dhamma Talk by Ven.Mahinda & Ven.Kheng "Awaking of Metta" ／
Ven.Mahinda と Ven.Kheng による法話会

13 2020/12/5

WFBY Facebook ページ
(Buddhist Missionary Society Malaysia)

Exploring Your Reality Series "Thought-The Missing Link" ／
Ven.Nyaninda 法話会

14 2020/12/5 ～ 12/6

ICCGC Zoom

Interfaith Coalition Conference for Global Citizens 2020 ／
地球市民のための諸宗教合同会議 2020

15 2020/12/13

WFBY Facebook ページ
(Young Buddhist Association of Malaysia)

Live talk by Ven.Mahinda "Spirituality in times of Crises" ／
Ven.Mahinda 法話会

16 2021/1/11

WFBY Facebook ページ
(Buddhist Gem Fellowship)

Could There Be An Alternative Site To KUSINARA ／
クシナガラの代わりの地とは

17 2021/1/14

WFBY Facebook ページ
( 全日本仏教青年会× WFBY)

On-line ZAZEN in English ／
オンライン坐禅会

18 2021/1/17

WFBY Facebook ページ
(Buddhist Gem Fellowship)

The Four Supreme Happiness ／
4 つの至上の幸福について

19 2021/1/29

WFBY Facebook ページ
(Buddhist Gem Fellowship)

The PRIZE & PRICE of Compassion ／
慈悲の名誉と価値

20 2021/2/27

WFBY Facebook ページ
( 全日本仏教青年会× WFBY)

The 2nd On-line ZAZEN in English ／
第 2 回オンライン坐禅会

21 2021/3/5

WFBY Facebook ページ
(Buddhist Gem Fellowship)

Hopes & Dreams by Dr Punna Wong ／
夢と希望

22 2021/3/10

WFBY Facebook ページ
( 全日本仏教青年会× WFBY)

10th Anniversary of Great East Japan Earthquake ／
東日本大震災 10 年追悼慰霊法要

23 2021/3/28

WFBY Facebook ページ
( 全日本仏教青年会× WFBY)

The 3rd On-line ZAZEN in English ／
第 3 回オンライン坐禅会

24 2021/4/29

WFBY Facebook ページ
（全日本仏教青年会× WFBY）

The 4th On-line ZAZEN in English ／
第 4 回オンライン坐禅会
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特別対談 仏教×車いすフェンシング

藤田道宣選 手インタビュー
（ 令 和３年４月 21 日

Zoom にて取 材）

聞き手／広報委員長

増尾 實道

2020 東京パラリンピック出場を目指す藤田選手は、僧侶であり臨床宗教師として傾聴活動も行ったパラアスリートである。
車いすフェンシングとの出会い、コロナ禍で気づいたこと、競技に臨床宗教師の経験が生かされていること、そしてこれからの目標を聞いた。

車いすフェンシングはメンタルのスポーツ
――車いすフェンシングの魅力、注目してほしい点を教えてください。
健常者のフェンシングと違って車いすを固定して一定の距離で行う
スポーツなので、展開が速く、何が起きているのか分かりにくいかも
しれません。審判は選手の動きだけでなく、剣と剣が接触した時の
音も聞いてどちらが優勢か判定します。そういうところも魅力ではな
いでしょうか。
フェンシングはメンタルが重要なスポーツでもあり、特に車いすフェ
ンシングの場合、スタートの掛け声前からも駆け引きが始まっていま
す。剣を持つ構えの高さや剣の角度、相手の目線とか。マスク越しで
も相手の表情を伺って、
「焦っているんじゃないのか？」
「次は何を考
えているのか？」など、相手の心理を一瞬で読み取って戦略を練って
戦っています。
今の展開で相手が何を考えているかどうかは、良く見ると分かってき
ます。仕草であったり、時には審判にリクエストしたりする様子を見て、
相手が「焦っているのか」
「落ち着いているのか」
「次に何をしてくる
のか」という心の読み合いがあり、車いすフェンシングならではの魅
力になっています。
――車いすフェンシングは1960年第１回パラリンピックから続く歴
史ある競技ですね。
国内ではパラリンピック競技の中でもマイナーで認知度も低いので
すが、世界的には人気で、ヨーロッパでは怪我をした時のリハビリ
の一環としてフェンシングを体験させる病院があります。日本でのリ
ハビリといえば、ボールを使ってバスケットボールに近い事をする場
合が多いのですが、ヨーロッパでは車いすフェンシングが用いられ
る事があります。日本でもそれぐらい普及すれば良いなという願いを
持っています。

車いすフェンシングが僕の人 生に光を与えてくれた
――高校からフェンシングを始め、３年の時にインターハイ出場、大
学１年では全国大会７位の成績を上げました。しかし不慮の事故
により下半身不随の大怪我を負ってしまいました。その後、車い
すフェンシングに転向された時の心境などを教えてください。
高校生の時はフェンシング自体の認知度が低く、フェンシングをして
いる僕でも車いすフェンシングの存在を知らなかったです。パラス
ポーツに触れたことすらなかったですし、障がい者の方と関わる機

車いすフェンシング

藤田 道宣（ふじた みちのぶ）

1986 年 11 月 22 日生まれ。熊本県上天草市出身。
プロフィール
高校からフェンシングを始め、高校３年生の時に全国高校総体に出場。
大学１年の時には、全日本学生選手権男子エペ７位、全日本選手権ベスト 16 の成績
を残す。
2006 年 19 歳の夏に友人と海水浴に行き、突堤から飛び込んだ際に頭を強打。一命
を取り留めたものの、首の骨が折れ、頸椎を損傷し下半身麻痺となる。
自暴自棄になりかけたとき、高校時代に所属していたフェンシング部の先輩で、北京五
輪銀メダリストの太田雄貴選手に「車いすフェンシングという競技がある。やってみない
か」と励まされ、車いすフェンシングに生きる希望を見いだした。
半年間の入院生活で競技に必要な上半身の筋力と体力は奪われたが、テニスや水泳を
２年ほど続け、回復と強化に専念。
2010 年広州アジアパラ競技大会を皮切りに、国際大会に出場する選手に成長し、
2018 年インドネシアジャカルタで行われたアジアパラ大会ではフルーレ個人銀メダルを
含む３つのメダルを獲得する。
現在、2020 年東京パラリンピック出場を目標に活動中。

会も一度もなかったのでどういう世界なのか知りませんでした。
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僕は小学生から様々なスポーツをやってきて、どちらかというと勉強

病室に籠りっぱなしの日々が続きました。

よりスポーツをしている時の方が楽しかったです。そんな僕が事故に

その時に高校時代の1つ先輩で今は日本フェンシング協会の会長を

遭って車いす生活になった時、スポーツが出来ない、フェンシングが

している太田雄貴さん（北京五輪銀メダリスト）が事故に遭ったのを

出来なくなるというのが一番ショックで、入院中は何もやる気が起き

聞きつけてお見舞いに来てくださったんです。太田さんは、
「車いす

ませんでした。これからどうしたら良いのかが分からなくて落ち込む

フェンシングをやってみないか」と勧め、
「パラリンピックがあるから

時期がありました

世界を目指せ」と言ってくれました。

日常生活に戻るためのリハビリが始まるんですけど、何かやりたい事

当時、僕は大学を休学していたのですが、太田さんの言葉で大学に

もないですし、リハビリなんかやる必要ないとその時は思っていて、

戻るために自立した生活をし、復学したら車いすフェンシングを始め
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ようという目標ができました。それからはリハビリを必死にやって、

パラリンピックを目指している仲間たちです。ネットを通じて車いす

半年振りに大学に戻ったあとはフェンシングの体験に行きました。大

フェンシング選手の輪が世界に広がっていきました。有意義な時間

学の授業にも通えるようになりました。

だったと思います。

車いすフェンシングの存在が僕の人生に光を与えてくれたというか、
何でも前向きに挑戦させる気持ちにさせてくれました。スポーツには

障がいを持った僕だからこそ出来る活動がある

そんな力があることを感じました。

――浄土真宗本願寺派の「僧侶」となった理由、また龍谷大学大学

――パラスポーツは障がいの程度によって、
クラス分けがされていま

院で「臨床宗教師」を目指した動機やきっかけを教えて下さい。

す。藤田選手は２番目に障がいが重いカテゴリーＢに参戦してい

お寺の息子として生まれて、仏事に関わることが多く、将来は父親の

ますが、本来は一番重いカテゴリーＣに該当するのですね。

跡を継ぐものだと思っていました。龍谷大学で僧籍を取って自坊に

パラリンピックではカテゴリーＡとＢしか開催されないのでＢでエン

戻るプランを立てていました。

トリーしています。

臨床宗教師の勉強をしようと思った最初のきっかけは、宗門のビ

カテゴリーＢの選手の中では、一番重度の障がいを持っていますの

ハーラ活動です。僕が障がいを持った時に色んな人の支えがあって、

で厳しい戦いになりますが、それも含めてパラリンピック・パラスポー

自分は生かされている事に気が付きました。健常者の時には感じな

ツだと思っています。

かった思いです。人間は一人で生きていく事は大変ですが、僕には
たまたま支えてくれる家族、友人、車いすフェンシングという目指せ

コロナ禍はコミュニケーションを深める機会になった

るものがあったので立ち直ることが出来ました。

――コロナ禍で様々な大会が中止になり、トレーニングも思うように

しかし、周りに差し伸べてくれる手がない人も多くいます。そういう

出来ない期間はどう過ごしてきましたか？

人たちに対して手助けと言うとおこがましいですが、僕でも出来るこ

2020年４月の緊急事態宣言が発令された時は練習場が閉鎖された

とはないだろうかと考えた時、人の話を聴いて寄り添う事だったら出

ので、自宅で筋力トレーニングをしたり、自宅周辺をランニングする

来るだろうと考えました。障がいを持っている僕だからこそ人に寄り

程度しか出来なかったです。あとは対戦相手の映像を見て研究した

添える活動があるのではと考えてビハーラ活動の養成講座を受けま

り、競技用の車いすのセッティングを見直したりしていました。

した。その後さらに学びを深めたいと思い龍谷大学の実践真宗学研

車いすのセッティングは凄く重要ですが、修理に出すと1カ月近く掛

究科にも進学させてもらいました。

かるので、その間練習出来なくなってしまいます。とくに2019年は2

臨床宗教師というのは宗派も宗教も超えて、全ての人の為にいうの

カ月に１度、国際大会に出場していたので思い切った調整が出来ま

が魅力がありました。東日本大震災の時、被災地に行かせて頂いた

せんでした。なのでコロナ禍でセッティングを詰める時間が出来まし

のですが、被災した方の気持ちが一番楽になる方法・答えは何なの

た。

かを考えた時にビハーラ活動から臨床宗教師へと活動の幅を広げま

あとZoomでのトレーニングをやりました。世界中の選手と長く試合

した。

をしているので色んな知り合いや友達がいます。その一人であるギリ

――「臨床宗教師」としてどんな活動をしてきましたか？

シャのコーチが「一緒にZoomトレーニングをやらないか」と誘って

研修の開始時期と東日本大震災が発生した時が重なったので、東北

くれて、週に１回、様々な国の選手が参加しました。トレーニングと

に行かせて頂くことが何度かありました。後は近隣の老人ホームに

いうより、
「一緒に頑張ろう」いう励まし合いの機会になり、モチベー

も行かせて頂きました。

ションの維持に繋がりました。ライバル国の選手であっても、一緒に
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しかし、パラスポーツを始め、2008年北京大会に初めてパラリンピッ
クを見に行って、現地でいろんな試合を観戦しました。この時に初め
てスポーツの人に与える力というものを実感じました。
パラリンピックは国際パラリンピック委員会（IPC）によって、
「勇気・
強い意志・インスピレーション・公平」という４つの価値が定義され
ています。障がいを乗り越えて強い意志で限界を越えようとする力は、
スポーツで強くなれるという力を示すオリンピックとは違う価値があ
るということです。
世の中には障がい者スポーツを知り得ない人も沢山居て、僕も健常
の時には関わりが無かったです。障がい者スポーツは健常者が理解
を深め、社会と共存するためのひとつのツールであると思っています。
ですから、自分は障がい者だから何もできないというのではなく、工
夫次第でその人に合ったスポーツがあり、だれでも楽しめること、さ
らにはスポーツに限らず、何事にもまずはやってみる、挑戦が大事だ
という事を伝えたいですね。
パラリンピックを目指してる人は敢えて困難な道を選ぶちょっと特殊
な人達ですけども、障がいを持った方がそれを見て、何かに挑戦する、
自ら積極的に社会に溶け込んでいけば、いま以上に住みやすい社会
が確立されていくはずです。
――今後の目標について教えてください。
東京パラリンピックに出場して、良い結果を残して国民の皆さんに見
てもらうのが直近の目標です。更に東京大会が終わってからも３年
後にあるパリ大会にチャレンジしていきたいです。
また車いすフェンシングを国内で発展・普及する活動をしていきたい
なと。僧侶・臨床宗教師としては、パラスポーツでの経験という強み
を生かしながら、世の中の人と関わりを持てるようにしたいと思って
います。
――「臨床宗教師」としての活動が競技に良い影響をもたらしていま
すか？
臨床宗教師の研修では傾聴活動を中心に学びました。対話訓練では
自分の発した言葉が聴く相手にどんな影響を及ぼすのか？ もっと相
手に伝わりやすくするにはどうしたら良いのか？ を考え、現場に
フィードバックさせる勉強をひたすらやりました。車いすフェンシン
グにおいても試合後に、試合を振り返り、場面場面での相手の状況
や自分のメンタルを文字に起こして思い返します。
これは臨床宗教師での学びが生かされていると思います。僕は周り
の選手より重度障がいなので相手よりスピード、パワーという面にお
いてのパフォーマンスが低いです。なのでとにかく頭で考え、駆け引
きを強化して、相手の先を読む戦略を武器としています。そういう戦
略を身に付けるには時間がかかります。でもその戦略がはまった時は、
臨床宗教師の経験が生かされたと思っています。自分を客観的に見
る、相手の心を読む、状況を把握する作業を研修でやってきたことが、
車いすフェンシングにプラスになっています。

パラスポーツを通じてチャレンジする事を伝えたい
――スポーツから元気や感動を貰う人はたくさんいると思います。パ
ラスポーツ・車いすフェンシングを通じて社会に伝えられる事、
伝えたいことはありますか？
よく「スポーツで日本を元気に！」とか「人々に勇気を与える」などと
いう言葉を耳にしますが、私はスポーツが人に勇気を与えるという
意味が最初は分からなかったです。パラスポーツを始める前は、ス
ポーツはそれぞれがやりたいからやっているものだろうと思っていま
した。
10
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臨床宗教師
「臨床宗教師（interfaith chaplain）」という言葉は、欧米の聖職者チャプレンに相応する
日本語として、岡部健医師が2012年に提唱した。
「臨床宗教師」は、布教・宗教勧誘、営利
を目的とせずに、相手の価値観、人生観、信仰を尊重しながら、苦悩や悲嘆を抱える人々に
寄り添い、生きる力を育む宗教者である。臨床宗教師は、医療福祉機関等の専門職とチー
ムを組み、宗教者として全存在をかけて、人々の苦悩や悲嘆に向きあい、かけがえのない物
語をあるがまま受けとめ、そこから感じ取られるケア対象者の宗教性を尊重し、
「スピリチュ
ア ル ケ ア」と「宗 教 的 ケ ア」を 行 う。臨 床 宗 教 師 は、宗 教 宗 派 を 超 え た 協 力 関 係
（interfaith partnership）を結ぶ。宗教者間の調和によって、宗教にまつわる「信者獲得」
や「対立」というイメージも払拭される。
龍谷大学ホームページ参照
車いすフェンシング
車いすフェンシングは、
「ピスト」と呼ばれる装置に車いすを固定し、競技者の腕の長さに
応じて対戦者間の距離を調節して、上半身のみで競技を行います。
1960年の第一回ローマパラリンピックからの正式競技種目で、ヨーロッパで特に盛んな障
がい者スポーツの一つです。
■用具や装備
ユニフォーム、剣、マスクなど、健常者のフェンシング競技と同じ装具
■種 目
フルーレ：メタルジャケットを着た胴体のみの突き
エ
ペ：上半身の突き
サーブル：上半身の突きと斬る
ルールは３種目とも基本的には同じ
座ったままで競技し、フットワークがないだけ、剣さばきの技術とスピードが重要なポイ
ントになります。
精神を集中して剣を握る競技者は数分で体中汗びっしょりになるほどの激しいスポーツ
です。
NPO法人日本車いすフェンシング協会ホームページ参照

熊本豪雨 災 害 復 旧ボランティア 活 動 報 告
熊本豪雨以降、現地においてボランティ

家屋に流れ込んだ土砂や瓦礫はだいぶ片

アのコーディネートを行われている曹洞宗

付けが進んでいるものの水害から２か月を

の米澤智秀師の呼びかけにより全日本仏教

経てもなお私道や給水施設など公共の場所

青年会加盟団体で八代市坂本町の復旧ボラ

ではない所は瓦礫や泥が堆積しており、また、

ンティアに参加いたしました。

水分を含んでいるためかなりの重労働とな

曹洞宗・日蓮宗・浄土宗・天台宗の加盟

りました。また、球磨川にかかる８本ほどあ

団体（順不同）のみならず浄土真宗からも

る橋の半分以上が流され、土砂や瓦礫の集

若手僧侶が八代市坂本町の社会福祉協議

積場に行くのにも遠回りをしなければならず、

会に設置された災害ボランティアセンター

住民の方の不便さが伝わってまいりました。

に集い、坂本町の被害状況の説明を受け、
復旧現場に赴きました。

坂本町は球磨川の水位が川沿いの建物

事務局長

鷲岡 嶺照

を肌で感じ、自然の脅威に身の引き締まる
思いで作業に戻りました。

の屋根まで達し、八代市坂本支所も被害を

作業終了後、社会福祉協議会の方々とお

受け、機能していない状況でした。また、生

話しする中で、坂本町はほとんど報道もされ

活インフラの郵便局なども被災し、住民の

ず、ボランテイアの登録数も低調であること、

皆さんはわざわざ30分から１時間をかけて

新型コロナウイルスの影響で熊本県内から

八代市内まで行かなければならないとのこ

のボランティアしか受け入れられず、遅々と

とでした。

して作業が進まないことなど歯がゆい思い

作業の途中、米澤師より橋の落ちた現場

をしていることを吐露されました。まだ、復

を案内いただき、今回起こった水害の規模

旧半ばの熊本豪雨の被災地支援が多くの

の大きさを目の当たりにして水害の恐ろしさ

方々によって続くことを祈念しております。

全日本仏教 青 年 会
災害復興支 援 活 動

救援委員会

松村 宗宣

全日本仏教青年救援委員会では慈悲の

を使い被災地の声を直接取り入れ、被災住

精 神のもと、災 害への支 援にも取り組み、

民のニーズに合わせ高圧洗浄機を送らせて

義援金の募金や国内外の被災地支援、災害

いただきました。

物故者の慰霊法要などを実施しております。

災害に対して迅速に対応しつつ宗教者に

昨年からコロナ禍で青年僧らしい行動に

しかできない行動をし、青年会と地域と手

制限が掛かり、思うように動けない状態の中、

を取り合い、被災地の復興、未来へ向けた

令和２年７月豪雨災害がおこり全国の青年

歩み、共に継続支援をしていきたいと思い

僧は現場に赴くことができない状態が続き、

ます。

九州の現地の方々にボランティア活動を取

今後とも全日本仏教青年会、救援委員会

り組んでいただきました。そこで参加が出来

にご支援賜りますよう宜しくお願い致します。

ない中何かしら行動をと思い、ネットワーク

東日本大震 災 慰 霊 復 興 祈 願 法 要

広報委員会

増尾 實道

理事長・WFBY村山博雅会長・全

ンフラの復興が進んだとしても、人々の心の

曹青原知昭会長が導師を務め、全

復興は道半ばである。大切な人を亡くした

曹青事務局が法要の運営、進行を

悲しみは簡単に癒えるものではない。また４

担当した。また法要はYouTubeで

万人以上の住民が避難生活を強いられ、福

配信され、各関係団体はZoomを

島県では東京電力福島第一原子力発電所

使いオンラインで参加した。法要後、

の事故により７市町村に残る帰還困難区は

谷理事長は「この10年で様々な自

未だ解除の見通しが立たない状況にある。

然災害が発災したが、それぞれの

節目の年と言われるがこれで一区切りとな

地 域で多くの人が 手を取り合い、

るわけではない。そして年々記憶の風化が

支え合って復興に努めている。全日本仏教

進む中、今でも悲しみ・悩み・苦しむ人がい

要が福島県伊達市曹洞宗成林寺・納経塔前

青年会としてこれからも様々な支援を続け、

ることを忘れてはならない。この日の法要は

にて、全日本仏教青年会、全国曹洞宗青年

被災地に足を運んでいきたい」と挨拶した。

これからも東北の人と共に祈り、心に寄り

会と世界仏教徒青年連盟との共催で行われ

震災から10年が経ち、沿岸部では津波で流

添う活動を続けていく事を誓うものとなっ

た。今回は新型コロナ感染状況を考慮し、

された街には新たな住宅地が整備され、復

た。

加盟団体からの出仕は控え全日仏青谷晃仁

興が進んでいることを感じさせる。しかしイ

３月10日、東日本大震災慰霊復興祈願法
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〜コロナ禍の 先にある未 来 のために〜 加 盟 団 体 活 動 紹 介
新型コロナウイルスの
早期終息罹患者安穏回復祈願木札巡礼法要

天台仏教青年連盟 代表

松村 宗宣

2020年に入り世界的流行となった新型コロナウイルスの影響により、各地で不安な
日々を過ごしている方々の為に、我々宗教者がまず何を成すべきかを考えたところ「願
い祈る事」でした。
令和２年５月より天台仏教青年連盟の各地域代表者総勢37名のご自坊にて新型コ
ロナウイルスの早期終息と罹患者安寧回復を願い、法華経読誦と木札加持祈祷全国巡
礼法要を執り行い、11月の結願の際には護摩祈願を勤めさせていただきました。
なかなか終息の見えないコロナ禍により全ての人々が不安を抱えながらの生活を強
いられている今、宗教者の我々が全身全霊でなければ乗り越えられない場面が訪れま
す。そのとき、宗祖伝教大師の「一隅を照らす」の教えを胸に取り組みます。
一隅（いちぐう）とは、今、わたしがいる、この場所です。わたしが、わたしの置かれ
ている場所や立場で、ベストを尽くして照らします。わたしが光れば、わたしのお隣も
光ります。町や社会が光ります。小さな光が集まって、日本を、世界を、やがて地球を
照らします。一人ひとりが輝きあい、手をつなぐことができれば、みんなが幸せになり、
すばらしい世界が生まれます。
今、自分自身に何が出来得るかを考え、自身の置かれた場所で謙虚に出来得る限り
のことを精一杯成す。
「一隅を照らす」の思いを抱き、この法要を奉修させていただき
ました。

R2年度 活動報告

金峯山青年僧の会 会長

小澤 慧月

コロナ禍に見舞われた令和2年、当会では恒例としている通常の活動は全て中止の判断を下す結果
となりました。
その様な中、7月に発生した「熊本豪雨」では熊本在住の会員やSNSでのご縁で、災害支援拠点セ
ンター「チームうと」、被災者に無償で部屋やお風呂を供給された「ビジネスホテル天守閣」の2団体
に救援基金より支援金を送らせて頂きました。
9月17日には次年度活動の為に、友ヶ島の葛城28宿序品窟への下見を役員のみにて計画。強風に

阿字ヶ峰行者堂での勤行

よる渡船欠航の為、阿字ケ峰役行者堂・淡島神社・紀伊国一宮伊太祁曽神社に於いて諸災害鎮静と
疫病鎮静をお祈り申し上げました。
会の活動ではありませんが、東大寺様などと共に本山金峯山寺が行っておられる「疫病退散正午の
祈り」に合わせ、本山が提唱される「とも祈り」
（場所は違えど時・心を同じくして祈りを捧げる）を通
じて会員各自が新型コロナの早期鎮静の祈りを捧げて頂いています。
5月15.16日には、今期最後の行事として「一昼夜法華経不断読誦修行」を行い、早期の疫病・災
害鎮静をお祈り申し上げる予定です。

法華経不断経修行（写真は昨年度）

コロナ禍の先にある未来のために
〜新しい生活様式

全真言宗青年連盟 理事長

武田 靜典

昨年から続くコロナ禍の影響で、私たちの生活は一変してしまいました。当連盟の活動においても
一堂に会しての活動が困難となり、その対応には大変苦慮致しました。
そんな中で、取り入れたものがオンラインの活用です。すでに様々な所で使用されておりますが、
会議等では画面を通してではございましたが、顔を拝して行えたことは大変有難く感じました。そし
て、オンラインを活用して今年の３月に「防災フォーラム」を開催致しました。防災について３人の講
師の先生方にそれぞれの立場から講義をしていただき、その後パネルディスカッションを行いまし
た。当日は大変多くの会員の皆様にご参加いただき、防災について共に学び知識を深めることがで
き、オンラインを使用しての開催は初めてでございましたが、大変有意義な研修会となりました。
今後、コロナ禍の状況は先が見通せませんが、先輩諸大徳各位が築き上げて来られました伝統、
業績を今一度見つめ直し、この１年で経験したことを踏まえて、更なる発展を目指し変化を恐れず、
新たな活動方法を皆様と共に見出して行ければと存じます。
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全日仏青加盟団体活動紹介

全国浄土宗青年会 幹事

大橋 雄人

全日仏青加盟団体も同様の状況であるとおもいますが、令和 2 年度は全国浄土宗青年会でもほぼ
すべての活動をオンラインによって行いました。全国浄土宗青年会が主体となって開催した連続オン
ライン研修会（９〜12 月）、海外開教区とも中継して開催した別時念佛会（10 月）、急遽オンライン
に変更となった総合研修会（2 月）のほか、それぞれの地区の企画によっても開催されました。
初めてのことなので、運営側も参加者側もとまどうことが多くありましたが、アンケートを取ったと
ころ、「遠方で出向けない場合でも参加できるのでありがたい」
「コロナ禍終息後もオンラインでも研
修会を行って頂きたい」などの声があり、オンライン研修会自体は多くの会員から好評をいただきま
した。また、同時同行念佛会では地点登録をした Web マップ上に蓮の花を咲かせるシステムを用い
て「同行」の部分を可視化することによって、新たな形を提示することができました。
各種活動が対面でできなかったことは残念ではありましたが、その一方でインターネットを通じた
新たな試みに挑戦することができた一年でもありました。

融通念佛宗青年会活動報告

融通念佛宗青年会

竹岡 淳雄

融通念佛宗青年会ではこのコロナ禍の状況の中、例年行っている講習会や傾聴ボランティアをは
じめとする様々な活動をやむなく中止とし、唯一会員が集まってできたことは「総本山 大念佛寺」
の清掃活動だけでした。
オンライン上では会員専用の SNSグループを活用することによって、
このコロナ禍での法要、葬儀、
月参り、年忌におけるお檀家さんとの接し方、対応などの情報交換を行いつつ、鎮静祈願、病没
者供養の回向は各々の自坊にて行ってきました。そうした中、清掃活動を通して久しぶりに仲間た
ちと画面越しではなく実際に会い、共に活動できることは大変ありがたさを感じるものでした。
以前は当たり前にできていたことができなくなったこのような状況だからこそ気づける善い側面に
焦点を当て、その光を糧にこれからも仲間たちと力を合わせ歩んでいこうと思っております。
一日も早くこの事態が収束することを祈念いたします。

Paradigm Shift
全曹青のオンライン活動報告

全国曹洞宗青年会 会長

山田 俊哉

当会ではコロナ禍により令和2年度の定例会議がすべてオンラインとなる中、怯む事無く多数の事業に取
り組みました。
感染拡大への危惧が高まった令和2年3月より、教育・医療・介護等の施設への緊急支援として「花まつ
りセット」の無料提供を行いました。またいち早く「コロナ退散オンライン法要」の動画を公開し大きな反響
がありました。
外出を自粛する必要が高まる中、不安の中で少しでも心安らぐ時間をもって頂くため、全曹青YouTube
チャンネルにて坐禅の入門動画を日本語と英語にて配信しました。全曹青とその加盟団体であるいずも曹
洞宗青年会とで共同制作した「精進料理の作り方」シリーズは新たな連携事業の形となりました。
また対面行事が難しいため布教頒布物の制作に鋭意取り組みました。英語で坐禅会を行う為の英会話
本、また待望の精進料理レシピ本を刊行しました。また写経入門のパンフレットと写経用紙を制作しました。
さらに東日本大震災慰霊オンライン法要では運営を担当し、全国各地の祈りを集約し現地より中継配信
しました。
このパラダイムシフトの只中で、社会の変化と要求を見極め、応えることが求められています。いまこそ全
曹青がそのスケールメリットを活かし、青年僧侶の情熱をもって新たな挑戦をする必要があると確信し、会
員一同邁進してまいります。
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宗祖降誕800年特別企画
「一晩de祖師伝 語り紡ぐ日蓮聖人のご生涯」開催

全日仏青担当委員長／全国日蓮宗青年会

柳本 晃教

コロナ禍において、当会では「オンラインでの研修会」を中心に活動を続けています。そんな中、令和 3
年 2 月 16 日に日蓮宗の宗祖・日蓮聖人がお生まれになって 800 年という記念すべきご聖日を迎えました。
そこで、当会では「日蓮聖人のご生涯や教えを学ぶひとときを皆様と」の思いから、日蓮聖人のご生涯を学
びながら楽しめる『一晩 de 祖師伝』というオンラインイベントを、ご聖日の前日 2 月 15 日に開催しました。
このイベントは三部構成で、立正大学元准教授・高森大乗先生による『日蓮聖人絵伝』に沿った解説と
ぎん や

講演、講談師・田辺銀冶先生による『日蓮記』を題材にした講談、内藤潮城先生の日蓮宗伝統のお説教ス
タイル「繰り弁」での高座説教から成っており、宗祖降誕 800 年目のご聖日を迎える「前夜祭」と呼べる
企画でした。
僧侶や一般の方を含め 200 名以上のお申し込みをいただき、お陰様で大盛況のうちに終えることができ
ました。今後も「共に日蓮聖人に想いを馳せることができる」というオンラインの特徴を活かし、様々な企
画をして参りたいと思います。

田辺銀冶先生による講談。リズミカルな口調は時に雄々しく妖艶で、軽々とオンラインの壁を超えてきた。

梵字悉曇を ともに学ぶ

埼玉県佛教青年会

幡谷 俊一

埼玉県佛教青年会（以下埼佛青）では20年の長きにわたり、梵字悉曇の第一人者である真言宗智山派
さいたま市永福寺御住職児玉義隆先生に、梵字の講習会をお願いさせていただいております。埼佛青には
様々な宗派の会員がおりますが、この講習会ではそれぞれの宗派で用いる梵字や各自の学びたい梵字など
を『梵字必携』を始めとする数々の著作がある児玉先生から直接ご指導いただいております。
年に2回開催されてきたこの講習会ですが、この新型感染症が猛威を振るう社会情勢下で、令和2年3
月に開催予定の講習会は中止となってしまいましたが、令和2年9月と令和3年3月の梵字講習会は、充分
に感染対策を施した上で開催することが出来ました。
また、全日本仏教青年会の公式YouTubeチャンネルで令和3年3月8日、児玉先生の法話動画が公開さ
れました。埼佛青から児玉先生にご出演をお願い申し上げた次第です。その中で、真言宗の宗祖弘法大師
空海の著作である『般若心経秘鍵』の一節を引きながら、疫病退散を祈って嵯峨天皇が紺紙金泥で漢文『般
若心経』を書写なさった故実に倣って、ご自身でも紺紙金泥で梵文『般若心経』の書写を発願され、今に
至るまで続けておられるそうです。
私たちも、児玉先生のように梵字悉曇を学んでまいります。

新しい学びのために

神奈川県仏教青年会

三浦 諒洸

今年度、神奈川県仏教青年会は講習会の開催に注力いたしました。内容は「SDGs」と「LGBTQ+」
について。昨今の状況を鑑み、これまで注目してこなかったオンラインでの開催を積極的に行う形とな
りました。
昨年 4 月に開催された「SDGs」についての研修会は、本会に講師役が可能な会員がいたことは幸
運だったものの、感染の拡大中であったことから完全なオンライン講習会となり、その利便性と問題
点を共に実感することになりました。
一方で、11 月に開催された「LGBTQ+」研修会では、国内の一般社団法人である日本ゲイレズビ
アン旅行協会様にご協力いただき、性的マイノリティについて本当に初歩的なところから、しっかりと
研修を行うことが出来ました。運営については現地での講習会とオンラインでの視聴を並行して行うこ
とで、会員を参加し易くする試みもなされました。今後も継続して研修を行い、知るだけではなく何が
出来るかを模索していきたいと考えております。
総じて研修内容自体は大変実りの多いものとなりましたが、運営については課題も浮き彫りになっ
た年となりました。
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ご あ いさつ

全日本仏教青年会 第 22 代理事長

谷 晃仁

平 素は全日本 仏 教青 年 会に格 別の御 高 配を賜り、厚く御礼申し上げます。
令 和２年は新たな活 動システムを模 索し続けた１年であったように感じております。会 議だけをみてもオンライン会 議のた
めどのように行えばスムーズに行えるのか、協議事項を十分理解してもらえただろうか、議題についてしっかりと協議が出来
たのだろうか、 反 省と改 善を繰り返しながら回数を重ねてきました。 行 事にしても感 染 対 策から規 模を縮 小した計 画を進め
ていても社 会の感 染 状 況によって開 催日間 近になってからも開 催 内 容の変 更を度々行い、また花まつり千 僧 法 要において
は直 前での中止とし、 判 断と決 定に苦 慮したことでありました。
全 国 大 会についてはこの機 関 誌の後のページに記 載 がありますが、 初めて Y o u T u b e 配 信で開 催し、この全 国 大 会
がどれほど有 意 義なものと言えるか未 知 数の中で進めていくことは、不 安を払 拭することが出来 ず苦 悩の日々でありました。
ここまで、 不 安やデメリットばかりを書いてきましたが、 視 線を変えてみるとメリットも非 常に多くありました。オンライン会 議
などは移 動 時 間 がないため日程 調 整 がしやすく出 席 率は上 がり、 行 事もオンライン配 信を行うことで場 所は違えども多くの
会 員に法 要に出仕いただけました。全 国 大 会においても Y o u T u b e 配 信のため 7 3 0 0 回を超える総 視 聴 回 数をいただき、
これは僧侶のみならず一般のかたにもご視聴いただけた結果であると思います。参加人数や視聴回数などの数字が大会の
成 果ではありませんが、 Y o uT u b e 配 信による全 国 大 会 が 一 般の方 へ 向けた大 会であるひとつの成 果であり有 意 義な開
催 方 法であったと感じております 。また、これらのコンテンツは今 後もご 視 聴いただけますのでこれからも多くの方にご 視
聴いただき視 聴 者のかたの心に残るものがあればこれ 以 上の喜びはありません。
しかし、今 般の社 会 情 勢と各 団 体の事 情により令 和２年 度 内に第 2 3 期 理 事 長の選出に至らず、次 期 理 事 長の就 任ま
で谷が引き続き理 事長の任を担うこととなりました。今 後も理事長選出を続け、新体制への引継や運営システム構築を行い、
１日でも早い新 理 事 長 就 任に務めてまいります。 過 去 例をみない事 例ではありますが、 世 界 的にこの社 会 情 勢も過 去 例を
みない状 況でありますのでご理 解と更なるご協 力をよろしくお願いいたします。
人は災 害や疫 病など困 難を乗り越えるために新しくより強い繋がりや絆を今までも創ってきました。コロナに打ち勝つため
にもより強いパートナーシップを創って参りたいと思います。
また、「 S D Gｓ
（ 持 続 可 能な開 発目標 ）」を当 会 の 活 動目標 のひとつとして世 界レベルの 偏 見 や 差 別 や 不 平 等を廃し、
貧 困や戦 争の無い環 境 作りを模 索していくことを継 続していきます 。
最後に、この会 報 誌 J Y B A を通じて、 皆 様に全日本仏教青年会への更なるご理解とご協力をお願いし挨拶とさせてい
ただきます。
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