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六十 1 •

OntheSelectionoftheRecipie 目t ofthe

ThirdNiwanoPeacePrize

庭野平和財団理事長

Chairman, TheNiwanoPeaceFoundation

長沼基之
MotoyukiNaganuma

庭野平和賞が今年で 3 回目の贈呈式を挙行することがで

きますことは、私ども関係者一同無上の喜びでございます。

これも皆様の温かいご支援、ご協力の賜と深く感謝申し上

げる次第でございます。

第 1 回の受賞者でありましたブラジルの大司教へ Jレダ

ー・カマラ師も、第 2 回の受賞者アメリカの牧師ホーマー・

ジャック博士も、宗教的信念に基づく熱心な平和への努力

家でございました。その業績は誠に称賛すべきものがござ

います。

今回、第 3 回の受賞者には、審査員一致のもとに中国仏

教協会会長、趨撲初先生の授賞を決定いたしました。初め

ての仏教徒、しかもアジアから選出されたわりですが、ア

ジアからこのような平和への努力家が選ばれましたことは、

誠に感慨深い思いがいたします。 近年のように、平和を

阻害する諸問題が、大規模かつ広範囲にわたってきますと、

多くの方々 の協力と団結が必要になってまいります。特に、

人権問題が大きくクローズアップされている近年の状況を

概観しますと、宗教者の協力はますます必要になってきて

おります。

このような状況の中で、私どもといたしましでも、庭野

平和賞を契機として、平和の実現に少しでも貢献しますよ

う努力する所存でございます。

どうぞ、今後ともますますのご指導、ご鞭撞を賜ります

ようお願い申し上げます。
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Wetakeimmeasurablepleasureinthefactthatthe

NiwanoPeacePrizePresentationCeremonyistaking

placeforthethirdtimethisyear.Wewishtoexpress

ourdeepappreciationtoeveryonewhocontributedto

makingthisoccasionpossible.

BothArchbishopHelderCamaraofBrazil,thefirst

recipient, andthesecondrecipient, ReverendDr.Homer

JackoftheU.S.A.areferventstriversforworldpeace

actingfromabasicreligiousfaith.Theydeservemuch

praisefortheirgreatachievements.

Thisyear, thescreeningcommitteehasunanimousｭ

lyselectedMr.ZhaoPuChu, presidentoftheBuddhist

AssociationofChina, asthethirdrecipientofthe

NiwanoPeacePrize.Wefeelhonoredthatthistimea

BuddhistandanAsianwaschosen, andfeelproudthat

suchanardentworkerforpeaceisfromAsia

Inthesetimes, astheobstaclesinthewayofpeace

becomegreaterandmoreextensive, strongeffortand

cooperationonthepartoflargenumbersofpeoplehas

grownimperative.Whenonetakesacloselookatthe

situationofhumanrightsissuesinrecentyears, wecan

particularlyseehowtheworkofreligiouspeoplehas

becomeincreasinglyessential

Inregardtothissituation, itisourhopethatby

awardingtheNiwanoPeacePrizewearecontributing
evenasmallamounttotherealizationofpeaceinthe

world.

Weaskforguidanceandsupportinourcause.
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庭野平和賞について

1982年北京にて WCRP のメンバーを迎える越撲初師

趣旨・表彰の対象

今日、私たちの住む地球は、さまざまな問題をかかえて

います。核戦争の危機、軍拡競争による資源の浪費、開発

途上国における飢餓と貧困、非人道的な格差と抑圧、大気

の汚染、および人間の精神の額廃、等々。

このような時代において、あらゆる人びとの聞に相互理

解と信頼および協力と友愛の精神を培い、平和社会建設の

基盤を築くことは、今日の宗教に課せられた重大な責務で

あると申せましょう。その責務を果たすためには、まず宗

教者みずからが自己の信ずる宗教のみを絶対化するのでは

なく、お互いをわけへだてる壁を取りはらって、平和社会

の実現のために、手を携えて協力し、献身すべきであると

思います。

このような観点から、庭野平和財団では、平和と正義の

実現をめざした宗教協力の理念と活動の輪が一層ひろがり、

多くの同志の輩出することを衷心から願うとともに、現に、

ひたむきに宗教の相互理解と協力を促進し、その連帯を通

じて世界平和の実現のために貢献している宗教者の数多く

存在することを確信するものです。

よって、当財団は、「宗教的精神にもとづいて、宗教協力

を促進し、宗教協力を通じて世界平和の推進に顕著な功績

をあげた人(または団体) J を表彰し、これを励ますことに

よって、その業績が世の人びとを啓発し、宗教の相互理解

と協力の輪を広げて、将来世界平和の実現に献身する多く

の人々が輩出することを念願として、庭野平和賞を設定い

たしました。第 1 回受賞者はへルダー・ P ・カマラ大司教、

第 2 回はホーマー・ A ・ジャック博士でありました。
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TheMeaningoftheNiwanoPeacePrize

PurposeandQualifications

Theworldinwhichwelivetodayisbesetbymany

problems:thethreatofnuclearwar, thesquanderingof

preciousnaturalresourcesonthearmsrace, famineand

povertyinthedevelopingnations, inhumanediscrepｭ

anciesand oppression, environmental pollution, and

spirituraldecadence.

Today, religionischargedwiththeimportantduty

offosteringmutualunderstandingandtrustandaspirit

ofcooperationandfellowshipamongallpeoplesothat

thefoundationsofapeacefulsocietymaybelaid.To

dischargethisduty, peopleofreligionmustbeginby

tearingdownthewallserectedbyeachreligion'sbelief

thatitsteachingsalonerepresentabsolutetruth, joining
handsinwholeheartedcooperationtobringabouta

peacefulsociety.

WeattheNiwanoPeaceFoundationhopeaboveall

thattheidealsandactivitiesofinterreligiouscooperaｭ

tionforthesakeofpeaceandjusticewillspreadin

ever-wideningcirclesandthatagrowingnumberof

peopl 巴 will comeforwardtodevotethemselvestothis

cause.Indeed, weknowthatmanypeopleofreligionare

alreadyworkingearnestlytopromoteinterreligious

understandingand cooperation, contributingto the

causeofworldpeacethroughtheirsolidarity.

The Niwano PeaceFoundationestablished the

NiwanoPeacePrizetohonorandencourageindividuals

andorganizationsthathavecontributedsignificantlyto

interreligiouscooperationinaspiritofreligionand

therebyfurtheringthecauseofworldpeace, andto

maketheirachievementsknownaswidelyaspossible

theworldover.TheFoundationhopesthusbothto

deepeninterreligiousunderstandingandcooperationand

tostimulatetheemergenceofstillmorepeopledevoting

themselvestoworldpeace.ThefirstNiwanoPeace

Prize was awarded to Archbishop Helder Pessoa

Camarain1983.ThesecondNiwanoPeacePrizewent

toDr.HomerA.Jack.
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1979'1'プリンストン 米国にて部会討蛾に害加

選考方法

地域と宗教が偏することのないように考慮された82か国

800人の有識者に受賞候補者の推薦を依頼し、推薦された候

補者を、仏教、キリスト教、イスラム教などの諸宗教から

選ばれた 6 人で構成される審査委員会において、厳正な審

査をもって決定されます。

贈呈式

毎年 4 月、東京において贈呈式を行い、正貨として賞状、

副負・として賞金2.000万円および顕賞メダ/レが贈られます。

また引き続き受賞者による記念講演が行われます。

B

NominationandSelection

Peopleofreligionandintellectualfiguresboth

withinJapanandoverseaswereaskedtonominate

candidatesforth 巴 third NiwanoPeacePrize.Their

nominationsweresenttotheFoundationforselection.

Sothatthereligionsoftheworldarerepresented

equitably.800peoplein82countrieswereaskedto

submitnominations.Allthenominationswerescreened

byacommitteecomprisingsixrepresentativesfrom

Buddhism, Christianity, Islam, andotherreligions

PresentationCeremony

TheNiwanoPeacePrizeisawardedeveryyearin

AprilataceremonyinTokyo.Therecipientispresentｭ

edwiththemainprizeofacertificateandthesubsidiary

prizeof ￥20 millionandamedal.Followingthepresenｭ

tationceremony, therecipientdeliversacommemoraｭ

tiveaddress
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表彰の理由

庭野平和財団は、庭野平和賞審査委員会の決定に基づき、

第 3 回庭野平和貨を中華人民共和国の中国仏教協会会長・

趨撲初師に贈ることを決定いたしました。

越撲初師は、 30歳代から、仏教精神に基づく社会事業を

起ζ し、難民救済、青少年育成事業、赤十字会を通じた福

祉活動などに、強い信仰と慈悲深い仏教徒として献身的に

取り組んでこられました。

中華人民共和国成立後、新生中国の発展に尽力し、特に

中国仏教界の興隆に全力を傾注してきました。 1953年の中

国仏教協会設立と同時に副会長の要職に就任、仏教寺院の

修復、仏教遺蹟の文物管理・保護復興に努力された他、民

衆によるチベット仏教の再興に尽力されました。 1980年に

は仏学院を復興し、仏教の本格的教育機関として再開しま

した。さらに信仰の自由を促進するために、並々ならぬ努

力を注いでこられました。

国際的友好交流の促進においては、 1953年から 10年間に

わたり、太平洋戦争中に日本で犠牲になった数千の中国殉

難烈士の遺骨収集と送還運動に力を注ぎ、 1955年の第 1 回

原水爆禁止世界大会には中国代表団メンバーとして来日さ

れました。 1957年、日本の仏教親善使節団を中厨に招待さ

れたのをはじめ、度々の日中仏教交流を通じて、日中人民

の友好促進に貢献されてきました。

さらに 1972年の日中国交正常化以降は、日本と中国の宗

教者の交流に多大なる貢献を果たしてきました。また各国

の仏教者交流の促進に尽力し、タイ・ヒ守ルマ・スリランカ

をはじめとする国々の仏教者を中国に招待して、互いの親

交を深めるなど、積極的に交流を進めてまいりました。

宗教協力においては、中国圏内で仏教・キリスト教・イ

スラム教・儒教・道教などの宗教者の協力を促進し、宗教

者の社会における役割の重要性を高める努力を続けてこら

れ、また、中国の宗教者と世界の宗教者との交流を促進す

B

WhyMr.ZhaoPuChu 蜘S

SelectedastheThirdRecipientofthe
NiwanoPeacePrize

The Niwano Peace Foundation, actingon the

NiwanoPeacePrizescreeningcommittee'srecommen 苧

dation, hasdecidedtoawardth 巴 third NiwanoPeace

PrizetoMr.ZhaoPuChu, presidentoftheBuddhist

AssociationofChina, ofthePeople'sRepublicofChina

Mr.ZhaoPuChu, asadeeplyd巴vout Buddhist, has
devotedhislifeinaspiritofBuddhistcompassionto

conductingvariousprivatesocialwelfareactivitiessuch

asrefugeer巴Ii 巴f， youtheducationandRedCrossaid

projects, fromthetimehewasinhisthirties

Afterth 巴 People's RepublicofChinawasfounded ,
Mr.Zhaoworkedforth 巴 advancem 巴nt ofthenewChina,
andcommittedhims 巴If entirelytofurtheringtheconｭ

cernsoftheChineseBuddhistcommunity.In1953, Mr

ZhaobecameVice-Chairmanofthenewlyestablished

BuddhistAssociationofChina , andconcentratedhis

effortsonthereconstructionofBuddhisttemples, and
onthemanagement, preservation, andrestorationof

culturalrelics.Hehelp 巴d alsotorevivetheBuddhismof

theTibetanpeople.Inadditiontothis, in1980here

establishedtheChineseBuddhistSeminary, astheorthoｭ

doxBuddhisteducationalinstitute.Moreover , Mr.Zhao

hasdonemuchtoenhancereligiousfreedominChina

Promotion of International Friendship and

Exchange:From1953forabouttenyears, Mr.Zhao

concentratedhisenergyonthemov 巴m巴nt whichgath 巴r

edandreturn 巴d toChinatheremainsofthousandsof

ChinesevictimsmartyredinJapanduringWorldWarII

In1955, hevisitedJapanasamemberoftheChinese

delegationtotheWorldCongressAgainstAtomicand

H-Bombs.WhenhefirstinvitedaJapaneseBuddhist

delegationtovisitChinain1957, hestartedapatternof

suchexchanges, th巴r巴by makingagreatcontributionto

furtheringthefri 巴ndship betwe 巴n thepeoplesofChina

andJapan.Mr.Zhaowasabletobeespeciallyeffective

inthiswayaftertherelationsbetweenJapanandChina

wer 巴 normaliz 巴d in1972.Furthermore, h巴 has invited
BuddhiststoChinafrommany countries, including

g



1982年北京にて世界の諸宗教の代表と、平和に向けての話し合い

1979年プリンストン・米国にてアメリカ代表と語り合う

る努力を重ねてきました。さらに、国際的な宗教協力活動

にも尽力し、 1979年にアメリカ・プリンストンで開催され

た第 3 回世界宗教者平和会議に、仏教・キリスト教・イス

ラム教からなる 10名の宗教代表団の団長として参加し、核

兵器廃絶に向けて共同提案を提出するなど、その活動は誠

に敬服に値するものであります。爾来、世界宗教者平和会

議の国際委員として、平和に向けて多くの国々の宗教者を

指導してこられました。

師の、詩人としての活動や中国書道界を代表する書道家

としての活動は広く世界に知られています。その学殖の深

遠さと、篤実な信仰に基づく人類への愛、平和への実践活

動、宗教協力への情熱は、宗教者の亀鑑として、世界の人々

から尊敬と賞賛を得てきました。 とうした永年にわたる

師の業績に対し、深く敬意を表するとともに、今後、多く

の世界平和をめざす人々が輩出されんことを衷心より念願

して、ここに第 3 回庭野平和賞を贈呈いたします。

τ 。

Thailand, Burma, andSriLanka, deepeningChina's

internationalrelationshipsandmakingapositivestepin

mutualunderstanding.

InterreligiousCooperation:WithinChina , Mr.Zhao

hasfurtheredthecooperationofBuddhists, Christians,
Muslims, ConfucianistsandTaoists, andhashelpedto

givemoreimportancetotheroleofreligiouspeoplein

society.

Hehasalsoexertedhimselfintheinternational

interreligiousmovement.Onesuchtimewaswhenhe

participatedinthethirdAssemblyoftheWorldConferｭ

enceonReligionandPeace 何TCRP) atPrinceton, U.S.
A., in1979asheadoftheChinesedelegationconsisting

oftenBuddhist, ChristianandMuslimmembers.Inthat

position, heinitiatedthestatementfornucleardisarmaｭ

ment.Sincethattime, servingontheWCRPInterna

tionalCommittee, hehasledreligiouspeopleofmany

countriesinthewaytowardpeace.Alloftheseworthy

activitieshavegainedMr.Zhaomuchrespectinthe

world

Mr.Zhaoisalsoeminentasapoet, andrecognized

worldwideasamaster-calligrapherwhooftenrepreｭ

sentstheChines 巴 calligraphy world.Hisloveforhumanｭ

ity , hisactionsforpeace, andenthusiasmforinterｭ

religiouscooperationbasedonhisprofoundlearningand

deepfaithhavewonMr.Zhaopraiseandrespectfrom

peoplearoundtheworldasanexemplaryreligious

leader.

TheNiwanoPeacefoundationhasdecidedtoaward

Mr.ZhaothethirdNiwanoPeacePrize, inrecognition

ofallhismanyyearsofoutstandingaccomplishments,
bothtoshowourdeepesteemtohim , andinthehope

thathisexamplewillinspireotherstoreachforsimilar

achievements

守 1



ホーマー・A・ジャ、ソク博士

庭野平和賞に趨撲初師が選ばれましたことは、第二回受

賞者の私にとって、深く感激にたえないことでございます。

ラテン・アメリカの預言的信仰の象徴であるへルダー・カ

マラ大司教に次いで受賞した私は身に余る光栄でした。そ

して此度は、世界でも最大規模の人口と面積を誇る中国の

卓越した宗教指導者に贈られることになり、私はたいへん

名誉に思う次第です。

越撲初師が長年にわたり、平和と正義の実現を目指して

宗教協力に貢献されてきたことに対し、心から敬服してお

ります。仏教徒として、中国圏内のカトリック、イスラム

教、プロテスタント、道教などの宗教者との交流活動に力

を注ぎ、宗教が困難な時代には他の宗教者を擁護し、状況

が回復してきた現在に至るまで献身を惜しみませんでした。

趨撲初師は、宗教の社会における役割の重要性を高め、

寺院と市井、教会と政府の聞の溝を埋めてきました。

趨撲初師は、中国と日本の宗教者の友好の紳を深め、世

界宗教者平和会議を通じて世界の諸宗教と平和の運動のか

け橋となってきました。

趨撲初師の指導の下、中国仏教界は再び活発となってき

ました。師はまた釈尊の平和の教えを中国内外に広く伝え

てまいりました。仏教徒である庭野日敬師の名を冠した平

和賞を越撲初師が仏教徒として、受賞されることは誠に適

切なことと、心からお喜び申し上げます。

私は、趨撲初師と 10年来親交をあたため、中国では歓迎

していただき、また、米国では親しく語りあいました。師

の温かい人間性はすべての人を感化し、その影響力ははか

り知れないものでございます。

趨撲初師がこの平和賞を受賞されることを心から祝福す

るとともに、まことに時宜を得た受賞であることをお祝い

申しあげます。

世界の人々とともに祝福と賛辞を捧げるものであります。
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MessagefromDr.HomerA.Jackontheoccasionof

Mr.ZhaoPuChureceivingthe1985NiwanoPeace

Prize:

AsthesecondpersontoreceivetheNiwanoPeace

Prize, IamdeeplytouchedthatMr.ZhaoPuChuhas

beenchosenasmysuccessor.Iwashonoredtofollow

ArchbishopHelderCamara, asymbolofpropheticreliｭ

gionfortheentirecontinentofLatinAmerica.Andnow

Iamhonoredtobefollowedbyadistinguishedreligious

leaderofChina,biggerinpopulationandar 巴a thansome

continents.

Mr.ZhaoPuChurichlydeservesthisawardforhis

longtime religious and interreligious endeavors for

peaceandjustice.AsaBuddhisthehasworkedclosely

withtheothermajorreligionsofChina:Catholicism,
Islam, Protestantism, andTaoism.Hehashelpedthem

indifficulttimesandcontinuestodosonowwhen

conditionshavemuchimproved

恥'1r. ZhaoPuChuhasenrichedtheconnectionin

Chinabetweenreligionandsociety.Hehaslessenedthe

divisionbetweentempleandmarketplace, betweenthe

Sanghaandthegovernment.

Mr.ZhaoPuChuhasextendedthehandoffriendｭ

shipofallreligionsofChinatothereligionsofJapan

Hehasalsocreatedbridges, throughtheWorldConferｭ

enceonReligionandPeace, tothereligionsandthe

independentpeacemovementsoftheentireworld

Underhisguidance, Buddhismisflourishingagain

inChina.TheaccentsoftheBuddhaonpeaceheis

spreadinginChinaandbeyond.Thusitisentirely

appropriatethatMr.ZhaoPuChu, asa Buddhist,
receivethisawardoriginallyhonoringafellowBuddｭ

hist, NikkyoNiwano.

IhavehadtheprivilegeofknowingMr.ZhaoPu

Chuforalmostadecadeandhavebeenwithhimbothin

ChinaandtheU.S.A.Hiswarmpersonalityiscontaｭ

giousandhiseffectivenessislegendary

Mr.ZhaoPuChuistherightpersontoreceivethis

awardandithasbeenmadeattherighttime.Weall

offerourcongratulationsandfelicitationsl
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.川市-叫-斗立;~j~..-~=.!'\，~-...._.，. -~，~ ;.,,,'< "-，二 .l

〈略歴〉

1907年 中国安徽省太湖県に生まれる

1927年東呉大学文科卒業

1949年 中華人民政治協商会議第 l 次全体会議代表

第 1 期全国政治協商会議委員

華東生産救災委員会副主席

1953年 中国仏教協会副会長

1954年第 2 期全国政治協商会議委員

1955年 第 l 回原水爆禁止世界大会に中国代表団として来

日

1959年第 3 期全国政治協商会議委員

1963年鑑真和上円寂1200年記念事業のために来日

1964年 第 4 期全国政治協商会議常務委員会委員

1978年 第 5 期全国政治協商会議常務委員会委員

1979年 アメリカで開催された第 3 回世界宗教者平和会議

(WCRP) に中国代表団の団長として参加、 WCRP

国際委員会副委員長に選出される

1980年中国仏教協会会長

中国仏学院の再興に尽力

1982年 日本の仏教伝道協会より仏教伝道文化賞を受賞

京都の「仏教大学」より名誉博士号を授与される

1984年 WCRP 国際委員会委員長に選出される

** 第 l 、 2 、 3 、 4 、 5 期全国人民代表大会代表

〈現在の役職〉

中国仏教協会会長

中華人民政治協商会議全国委員会副主席

中国民主促進会中央副主席

中国中日関係史研究会会長

中日友好協会副会長・中国赤十字会副会長

中国書法家協会副主席

〈主な著書〉

『水滴集 J r片石集』
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1907 Born inTaihu Prefecture, Anhwei Province,
China

1927 GraduatedfromDongWuUniversity

1949 Servedasdelegat 巴 to thefirstgeneralassembly

oftheChinesePeople'sPoliticalConsultative

Conference

ServedonthefirstChinesePeople'sPolitical

ConsultativeConference

Vice-ChairmanofEasternDistrictProduction

AidCommittee

1953 NamedVice-PresidentoftheBuddhistAssociaｭ

tionofChina

1954 ServedonthesecondChinesePeople'sPolitical

ConsultativeConference

1955 VisitedJapanasamemberoftheChinesedelegaｭ

tiontotheWorldCongressAgainstAtomicand

HydrogenBombs

1959 ServedonthethirdChinesePeople'sPolitical

ConsultativeConference
1963 VisitedJapantoattendceremoniescommemoratｭ

ingthe1200thanniversaryofthedeathofthe

ChineseBuddhistpriest]ianzhen(Ganjin)

1964 Servedonthestandingcommitteeofthefourth

ChinesePeople'sPoliticalConsultativeConferｭ

ence

1978 Servedonthestandingcommitteeofthefifth

ChinesePeople'sPoliticalConsultativeConferｭ
ence
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1979 HeadedtheChinesedelegationto theThird

AssemblyoftheWorldConferenceonReligion

andPeaceinPrinceton

NamedVice-ChairmanoftheWCRPInternaｭ

tionalCommittee

1980 NamedPresidentoftheBuddhistAssociationof

China

Responsible for the re-establishment of the

ChineseBuddhistSeminary

1982 ReceivedtheCulturalAwardoftheBukkyo

DendoKyokai(AssociationforthePropagation

ofBuddhism)ofJapan

AwardedanhonorarydoctoratebyBukkyoUniｭ

versity, Kyoto
1984 NamedaChairmanoftheWCRPInternational

Committee

**Servedonthefirst , second, third, fourth , andfifth
NationalPeople'sCongress

PresentActivities

*PresidentoftheBuddhistAssociationofChina

*Vice-ChairmarioftheNationalCommitteeofthe

ChinesePeople'sPoliticalConsultativeConference

*CentralVice-ChairmanoftheChinaAssociationfor

thePromotionofDemocracy

*PresidentoftheAssociationfortheStudyofthe

HistoryofChina-JapanRelations

*Vice-PresidentoftheChina-JapanFriendshipAssociaｭ

tion

*Vice-PresidentoftheRedCrossSocietyofChina

*Vice-PresidentoftheChineseCalligraphersAssociaｭ

tlOn

Books

*Suitekishu
*Hensekishu
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庭野平和財団について
NIWANOPEACEFOUNDATION

庭野平和財団は、創立四十周年を迎えた立正佼成会の記念事

業として、昭和 53年12 月に設立されました。

総裁庭野日敬ならびに立正佼成会は、世界宗教者平和会議

(WeRP) をはじめ、国際自由宗教連盟(I ARF) など、国際的な

宗教協力を基鐙とした平和のための活動をこれまで積み重ねて

きました。一方、圏内では「明るい社会づくり運動」を提唱・

支援してまいりました。

平和という、人類が有史以前から求め続けた困難な理惣を、

その実現にむけてさらに推進し発展させるためには、宗教者の

協力と連帯による地道な努力は今後一層重要と思われます。し

かし平和を達成するためには、このような活動が、特定宗教法

人の枠をこえ、宗教界の多くの人々 、さらに広く社会の各方面

で活躍する方々 に参加していただき、衆知を集めて揺ぎのない

母体をつくる必要が生まれます。また、そのために財政的な基

鍍も築かねばなりません。混迷の度を加える現代にあって、こ

うした時代の要請から庭野平和財団は設立されました。

事業内容として、宗教的精神を基盤とした平和のための思想、

文化、科学、教育等の研究と諸活動、さらに世界平和の実現と

人類文化の高揚に寄与する研究と諸活動への助成を行ない、シ

ンポジウムの開催、国際交流事業など、幅広い公共性を有した

社会的な活動を展開しています。

TheNiwanoPeaceFoundationwasestablishedinDeｭ

cember1978tocommemoratethe40thanniversaryofRissho

Kosei-Kai. Internationally, Presid巴nl NikkyoNiwanoand

theRisshoKosei-Kaihaveactivelypromotedinterreligious

cooperationforworldpeacethroughtheWorldConference

onReligionand Peace, andtheInternationalAssociation

forｷReligiousFreedom. Domestically, thefoundationhas

advocatedandsupportedthe “ Brighter SocietyMovement."

Toattainpeace-thisdifficultidealthatmankindhas

strivedforsincepre-history-cooperationamongreligious

leaderstoformaunitywhichwillbringaboutslowbut

steadyprogresshasbecomeincreasinglyvital

Peacecannotbeattained , though , byalimitednumber

ofreligious leaders, ratheritmustcombineallsectorsof

societyasawholeandgatherthewisdomofallinforming

astablecentralbody.Forthispurpose, equallyimportant

istheformationofaneconomicinfrastructure.Through

suchanecessity, inthisperiodofconfusion , theNiwano

PeaceFoundationwascreated

Asoneconcreteundertakingtorealizethegoalofworld

peaceandtheenhancementofculture, thefoundationfinanｭ

ciallyassistsresearchactivitiesandprojeclsbasedonareliｭ

giousspiritconcerningthought , culture, science , education ,
andrelatedsubjects.Symposiumsandinternationalexchange

activitieswhichwillwidelybenefitthepublicareenthusiｭ

asticallyencouraged
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