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第 6 回庭野平和賞が、天台座主・山田恵諦狽下に贈られ

ることになりました。日本天台宗の総本山である比叡山は、

日本の仏教の母山といわれております。ここで学ばれた先

師たちによって多くの宗派が興され、その法燈が脈々と現

在に伝えられています。その第 253 世天台座主を受け継がれ

た山田狽下は、「真の宗教は、この人をどうしても救わなけ

ればならないかという願いをもつがゆえに価値があり，そ

こに生命がある」という、ゆるぎない信念を買かれておら

れます。「すべての宗教がその見地に立つならば、日本の宗

教各派はもちろん、世界中の宗教が教理の違いを超えて手

をにぎり合える。いや、手を携えずにいられないはず、だ」

と、自らの行動をもって示されておられるのです。

「一隅を照らす運動」に心血を注がれ、中国へ渡られて日

中友好のきずなを深められ、ローマ教皇提唱のアッシジ世

界平和祈願の集いに参加され、その祈りの集いを日本の宗

教界の力を結集して比叡山開創 1200 年に継承し、さらに、

第 5 回世界宗教者平和会議に参加して、祈りかを主唱し、

その精神的支柱となっておられます。

現下が満 93歳というご高齢で一身を捧げて平和のために

世界を行脚されるそのお姿に、伝教大師が「一人でも救われ

ない人がいるかぎり、私はいくたびでも生まれ変わって人

びとを導きたい」とご遺誠されたお姿をそのまま見る思い

がいたします。世界の平和を築くための活動の先頭に自ら

立たれる現下の毅然としたそのお姿が、私ども同志に限り

ない勇気と励ましを与えて下さるのです。いつまでもお元

気な活躍を心からお祈りして御挨拶とさせていただきます。
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HisEminenceEtai Yamada, chiefabbotofthe

TendaisectofBuddhism, hasbeenselectedtoreceive

thesixthNiwanoPeacePrize.

MountHiei , theseatofTendaiBuddhism, hasbeen

calledthe“ mother mountain"ofJapaneseBuddhism.

Generationsofprieststrainedtherefoundedmanynew

sects, ensuringtheunbrokentransmissionofBuddhist

teachingsdowntothepresent.AsEtaiYamada , thetwo

hundredfifty-thirdchiefabbotofTendai , hasdeclared,
“It isthewishtosaveeveryindividualthatgivestrue

religionitsvalueandmakesitalivingentity."He

himselfhasadheredfirmlytothisbeliefthroughouthis

life.Hisactionstestifytohisconvictionthat“If all

religionstookthispointofview, notonlythevarious

sectsofJapaneseBuddhismbutallthereligionsofthe

worldcouldovercometheirdoctrinaldifferencesand

joinhands.Indeed, howcouldtheyrefrainfromdoing

so?"

Etai Yamada's achievements are manifold. In

Japan, hehasdevotedhimselftopromotingthe“ Light
UpaCorneroftheWorldMovement."Throughhis

travelstoChinahehasdeependthetiesofSinoｭ

Japanesefriendship.HetookpartintheWorldDayof

PrayerforPeaceconvenedinAssisiatthebehestof

PopeJohnPaulIIin1986.Thefollowingyear, mobilizｭ
ingtheunitedeffortsofJapanesereligiouscircles, he
organizedasimilargatheringonMountHieitimedto

coincidewiththetwelvehundredthanniversaryofthe

establishmentofthereligiouscomplexthere.Hewas

alsoaspiritualmainstayofthefifthassemblyofthe

WorldConferenceonReligionandPeaceinJanuarythis

year , whenonceagainhestressedtheimportanceof

prayer

EtaiYamadaisnowninety-threeyearsold.The

wayinwhichhetravelstheworldasapilgrimforpeace

despitehisadvancedageremindsmeofthedyingwords

ofthegreatBuddhistpriestSaicho, whobroughtthe

teachingsofTendaifromChinatoJapanearlyinthe

ninthcentury: “ As longasevenonepersonremains

unsaved , Iwanttocontinuebeingrebornandguiding

peopletothetruth," ThedauntlessmannerinwhichEtai

Yamadahasplacedhimselfinthevanguardofactivities

onbehalfofworldpeaceencouragesandemboldensus

all.Isincerelypraythathewillcontinuetobevigorousｭ

lyactiveformanyyearstocome
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選考経過報告

庭野平和財団理事長

Chairma円， TheNiwanoPeac 巴 Foundation
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この度、第 6 回の庭野平和賞の贈呈式を、京都の地で挙

行できる運びと相成りました。これも偏に関係各位のご協

力の賜と深く感謝申し上げる次第でございます。

候補者の選考に際しましては、公正を原則として審査す

ることに留意してまいりましたが、今回初の日本人による

受賞となりましたことは、誠に感概深いものがございます。

今回の受賞者選定に際しましては、 121カ園、 794名の方

に推薦をご依頼申し上げ、寄せられました候補者の中から、

世界の諸宗教 6 人で構成されます審査委員会で厳正に審査

の結果、天台座主山田恵諦現下と決定したのでございます。

狽下は一時は固く辞退されましたが、世界の審査委員各

位がこぞって選出されましたように、今日までの狽下の歩

みは、万人の認めるところでございます。

昭和44年以来提唱してこられました一隅を照らす運動は、

今や仏性開顕の仏意に基づき、人と人との相互信頼の精神

を高揚する実践行として広く認識されるに至りました。

一方、世界宗教者平和会議等世界各地で開催される諸宗

教者による会合には積極的にご出席下され、平和への情熱

を傾注されました。また、アッシジに灯された平和の祈り

の灯を、消滅させてはならじと東奔西走され比叡山へ、そ

して本年 1 月のメノレボルンへと受け継がれることになった

のでございます。

現下のこのようなご高齢の身をも顧みられぬ不惜身命の

努力のお姿は、まさに宗教指導者の師表として、世人の賛

嘆と敬慕の念を集めております。

況下に第 6 回の庭野平和賞をお受け頂きますことは、当

財団にとりまして甚大なる励ましであり、冥加に尽きるも

のでございます。今後ともご理解とご支援を賜りますよう

お願い申し上げます。
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OntheSelectionoftheRecipientofthe
SixthNiwanoPeacePrize

IwishtobeginbyconveyingtheNiwanoPeace

Foundation'sheartfeltthankstoallwhohavemadeit

possibletoholdtheawardceremonyforthesixth

NiwanoPeacePrizeinKyoto.Wearealsodeeply

movedthatforthefirsttimeaJapanesehasbeenchosen

toreceivetheprize

Eachyear'srecipientisselectedthroughthefair

andimpartialscreeningofmanycandidates.HisEmiｭ

nenceEtaiYamada , chiefabbotoftheTendaisectof

Buddhism , wasselectedbyasix-membermultifaith

screeningcommitteeonthebasisofrigorousreviewof

nominationssolicitedfrom794peoplein121countries.

AtfirstEtaiYamadarefusedtheaward, butwasfinally

prevailedupontoacceptitwhenitwaspointedoutthat

hisselectionreflectedthecommitteemembers'unaniｭ

mousdecisionandworldwiderecognitionofhisachieveｭ

mentsasamanofreligionandpeace

The “ Light UpaCorneroftheWorldMovement"in

Japan, whichEtaiYamadainauguratedin1969, iswell

knowntodayforhelpingpeoplecultivateaspiritof

mutualtrustbyawakeningtotheirownbuddha-nature

anditspotential.Norhavehiseffortsbeenlimitedtohis

owncountry.Hehasdevotedhimselfardentlytothe

causeof peace , participatingactivelyintheWorld

ConferenceonReligionandPeaceandotherinterfaith

peaceforumsaroundtheworld.Hehasalsoexerted

extraordinaryeffortstokeepthetorchofprayerfor

peacelitatAssisiin1986frombeingquenched, conveyｭ
ingitfirsttoMountHiei , theseatofTendaiBuddhism,
in1987, andthenthisyeartoMelbourne, thesiteofthe

fifthassemblyoftheWCRP.

ThewayinwhichEtaiYamadahasthrownhimself

bodyandspiritintoselflessserviceinthecauseof

prayerandpeace, regardlessofhisadvancedyears, has
madehimamodelreligiousleaderandearnedhim

universaladmirationandrespect.TotheFoundation,
hisacceptanceofthesixthNiwanoPeacePrizeisboth

anencouragementandablessing.
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庭野平和賞について

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頑廃、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輸が一層ひろがり、

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、当財団では、「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 l 回受賞者はへルダー・ P .カマラ大司

::1It.哩I

黙とうで始まった出叡山宗教サミット会議(昭和62年)
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TheMeaningoftheNiwanoPeacePrize

PurposeandQualifications

Theworldinwhichwelivetodayisbesetbymany

problems:thethreatofnuclearwar, thesquanderingof

preciousnaturalresourcesonthearmsrace, famineand

povertyinthedevelopingnations, inhumanediscrepｭ

anciesand oppression, environmental pollution, and

spiritualdecadence

Today, religionischargedwiththeimportantduty

offosteringmutualunderstandingandtrustandaspirit

ofcooperationandfellowshipamongallpeoplesothat

thefoundationsofapeacefulsocietymaybelaid.To

dischargethisduty, peopleofreligionmustbeginby

tearingdownthewallserectedbyeachreligion'sbelief

thatitsteachingsalonerepresentabsolutetruth, joining
handsinwholeheartedcooperationtobringabouta

peacefulsociety

WeattheNiwanoPeaceFoundationhopeaboveall

thattheidealsandactivitiesofinterreligiouscoopera

tionforthesakeofpeaceandjusticewillspreadin

ever-wideningcirclesandthatagrowingnumberof

peoplewillcomeforwardtodevotethemselvestothis

cause.Indeed, weknowthatmanypeopleofreligionare

alreadyworkingearnestlytopromoteinterreligious

understanding and cooperation, contributing to the

causeofworldpeacethroughtheirsolidarity

The Niwano Peace Foundation established the

NiwanoPeacePrizetohonorandencourageindividuals

andorganizationsthathavecontributedsignificantlyto

interreligiouscooperationinaspiritofreligionand

therebyfurtheringthecauseofworldpeace, andto

maketheirachievementsknownaswidelyaspossible

theworldover.TheFoundationhopesthusbothto

deepeninterreligiousunderstandingandcooperationand

tostimulatetheemergenceofstillmorepeopledevoting

themselvestoworldpeace.ThefirstNiwanoPeace

Prize was awarded to Archbishop Helder Pessoa

CamaraofBrazilin1983, thesecondtoDr.HomerA

JackoftheUnitedStates, thethirdtoZhaoPuChuof

thePeople'sRepublicofChinaandthefourthtoDr

PhilipA.PotterofDominica , thefifthtotheWorld

MuslimCongress(MotamarAl-AlamAl-Islami)

フ



ー一

均

一

一

一

「 目の羅は鳥を得ること能はす、一両の宗何ぞ普く汲むlこ足らんJ という伝教大師の言葉~ ~現した比叡山宗教サミット

教、第 2 回はホーマー ·A ・ジャック博士、第 3 回は越撲

初師、第 4 回はフィリップ・ A ・ポッタ一博士、第 5 回は

世界イスラム協議会でありました。

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 121 カ

国794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、贈呈式を行い、正賞として賞状、副賞として

賞金2 ， 000万円および顕賞メダj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

Peopleofreligionandintellectual figuresboth

m叫hin Japanandoverseaswereaskedtonominate

candidatesforthefifthNiwanoPeacePrize.Their

nominationsweresenttotheFoundationforselection

Sothatthereligionsoftheworldarerepresented

equitably , 794peoplein121countrieswereaskedto

submitnominations.Allthenominationswerescreened

byacommitteecomprisingsixrepresentativefrom

Buddhism , Christianity, Islam , andotherreligions

PresentationCeremony

TheNiwanoPeacePrizeisawardedeveryyearin

Aprilataceremony.Therecipientispresentedwiththe

mainprizeofacertificateandthesubsidiaryprizeof

￥ 20 millionandamedal.Followingthepresentation

ceremony, the recipient delivers a commemorative

address.
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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 6 回庭野平和賞を、天台座主、山田恵諦狽下に贈ること

を決定いたしました。

山田恵諦狙下は学徳兼具にして、天台宗のみならず、現

代日本宗教界の師表であり、平和に対する熱意と行動は宗

教者の亀鑑として世界の人々から尊敬と賞賛を得ています。

祝下の平和実現に対する取り組みは仏教の立場から、人間

の本質の尊さを一人一人が発揮することによってこそ本当

の平和がもたらされるとの強い信念の下になされ、特に『宗

教的精神の酒養.J w宗教協力の推進』の領域において顕著な

ものがあります。

『宗教的精神の酒養』については、狽下は現代社会におい

て宗教が日常生活に反映されていないことを憂い、平和社

会には宗教生活が不可欠と固く信ずることから「一隅を照

らす運動」の推進を通して宗教的情操の高揚に努めていま

す。この運動を通して、狽下は特に「忘己利他の精神」の

重要性を説き、宗教精神の自覚に基づいた奉仕と感謝の精

神を拠り所とした人聞社会の形成に尽力しています。

『宗教協力の推進』については、狽下は世界の諸宗教の協

力・協働を必要とする時代の趨勢を捉え、人類の幸福と世

界の平和実現のために宗教の相互理解、相互協力を促進し、

国内外の宗教協力活動の推進に多大な影響力を与えていま

す。

狽下は世界宗教者平和会議川TCRP) の活動を強力に支

持し、 1976 年、シンガポールで、開催された第 1 回アジア宗

守口

TheNiwanoPeaceFoundation, actingontherecｭ
ommendationoftheNiwanoPeacePrizeScreening
Commmittee, hasdecidedtoawardthesixthNiwano
PeacePrizetoHisEminenceEtaiYamada , chiefabbot

oftheTendaisectofBuddhism

HiscombinationoflearningandvirtuerendersEtai

YamadaaparagonfornotonlyTendaiBuddhismbut
alsomodernJapan'sreligiousworldasawhole.Hiszeal

forpeaceandhisvigorouspeaceactivitiesprovidea
modelforallpeopleofreligionandhavewonhimhonor
andacclaimtheworldover.HisBuddhistapproachto
bringingaboutpeaceisgroundedinhisstrongbeliefthat

truepeaceistoberealizedthroughindividuals'awareｭ

nessandexerciseoftheirinnatevalue.Especiallynoteｭ

worthyarehisaccomplishmentsintwoareas:cultivaｭ
tionofareligiousspiritandpromotionofinterreligious

cooperatiOn

Cultivationofareligiousspirit:Grievedthatin
today'ssocietyreligionisnotalwaysreflectedindaily

life, andconvincedthatreligiouslifeisindispensableto
atrulypeacefulsociety, EtaiYamadahasstrivento

fosterreligioussentimentwithinthehomebypromoting

the “ Light UpaCorneroftheWorldMovement."
Throughthismovementheteachestheimportanceof

forgettingoneselfandworkingforthebenefitofothers

ashedevoteshimselftothecreationofasocietybased
onaspiritofgratitudeandserviceinformedbyreligious
awareness

Promotionofinterreligiouscooperation:Inkeepｭ

ingwiththetrendofcooperationamongtheworld's

religions, EtaiYamadahaspromotedinterfaithunderｭ
standingandcooperationforthesakeofhumanhappiｭ

nessandworldpeace, exertingaprofoundinfluenceon
ecumenicalactivitiesbothinJapanandabroad

HeisastrongsupporteroftheWorldConferenceon
ReligionandPeace(WCRP)andtheAsianConference
onReligionandPeace(ACRP).In1976hedeliveredthe
keynoteaddressatthefirstassemblyoftheACRP,
convenedinSingapore.Speakingonthetopic“ Peace
throughReligion," heexpoundedJapaneseBuddhism's
philosophyofpeace.In1986heattendedthethirdACRP
assembly , inSeoul.Theseandotheractivitiesdemonｭ
strateabundantlythatheisatrueapostleofpeace

Despitehisvenerableage, in1986healsotraveledto
ItalyasamemberoftheJapanesedelegationtothe
WorldDayofPrayerforPeace, convenedinAssision

オ守



教者平和会議 (ACRP I) においては「宗教による平和」と

題する基調講演を行い、日本仏教の平和思想を強調し、ま

た 1986 年、韓国で開催された ACRPIII にまで足を運ばれ

た平和への熱意は、平和の使徒たることを証して余りある

ところです。

また、現下は卒寿の老躯を敢えておされ、同年ローマ法

王の提唱によるアッシジでの rttt界平和祈願集会」に日本

の宗教者の一人として参加し、平和の祈りを通して各宗教

聞の相互理解を深め、友好の増進に寄与したことは、まこ

とに意義深いことであります。さらに狽下は、この祈りを

通して平和への誓いを新たにするというアッシジの精神を

継承するため、 1987 年に比叡山宗教サミットを開催しまし

た。この宗教サミットは、比叡山開創 1200 年慶讃の年を記

念し、祝下の提唱により一宗派の枠を超え、日本宗教界あ

けて受け入れにあたり世界の代表的な宗教指導者が宗派、

教義の違いを乗り越え、世界平和の実現ヘ向けて祈りを捧

げ、平和への決意を盛り込んだメッセージを採択発表した

のは、衆目の注視するところでありました。これも狽下の

人徳と宗教者に課せられた平和への共同の責任を遂行する

とし 3 う狽下の願いに拠るところが大きく、まことに敬服に

値するものであります。

このようにアッシジでともされた平和への祈りの灯は、

京都・比叡山に受け継がれさらにオーストラリア・メルボ

ルンへと着実に継承されていきました。メルボルンで開催

された WCRPV に狽下は参加され、平和希求への意識高

揚を強調し、さらにオーストラリアの宗教界が協力して開

催した「平和の祈りの集しりに仏教徒を代表され参加され

ました。『祈るために共にある』というアッシジで誕生した

伝統は、祈りの灯と共に引き継がれ、全世界の諸宗教の代

表による平和への敬度な祈りが棒げられました。

祝下の宗教協力の推進に対する功績は、平和実現に向け

る宗教協力運動の潮流を確固たるものとし、同協力運動に

弾みをつけ、多くの宗教者を覚醒し、同志に勇気を与えま

した。こうした狽下の業績に対し、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 6 回庭野平和賞を贈呈い

たします。
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Pope John Paul II's initiative. His participation

contributedsignificantlytothedeepeningofinterfaith

understandingandfriendship

TonurturethespiritofAssisi , wherepeopleof
religionrenewed theirdedicationtopeacethrough
prayer, EtaiYamadaconvenedasimilargatheringthe
followingyearonMountHiei, seatofEnryakuji , the
headtempleoftheTendaisect.TheReligiousSummit

MeetingonMountHiei , timedtocoincidewiththe
twelvehundredthanniversaryofthefoundationofthe

templecomplexonMountHiei , attractedgreatattenｭ
tioninreligiouscircles.ThankstoEtaiYamada'sinitiaｭ
tive , Japanesereligiousgroupstranscendedsectarian

boundstocooperateinplanningtheevent.Leadersof
theworld'sreligionsattended, settingasidedoctrinal
differencesastheygatheredtoprayforpeace.Atthe
endofthetwo-dayeventtheparticipantsadopteda
MessagefromMountHieipledgingcontinuedeffortsfor

peace.ThesuccessoftheMountHieigatheringwasdue

ingreatparttoEtaiYamada'spersonalstatureandto

hisdeepdesiretohelpfulfilltheresponsibilityofall

peopleofreligiontoworkforpeace.Hisconvictionand
tirelessdriveinthisnobleendeavorareworthyofthe
highestesteem

TheflameofprayerforpeacelitinAssisiand
transmittedtoMountHieiwaspassedontothefifth
assemblyoftheWCRP, convenedinMelbourneinJanu

ary1989.EtaiYamadaattendedWCRPV, againstressｭ

ingtheneedtoraiseconsciousnessoftheimportanceof

aspiringtopeace.OnthefinaldayofWCRPV he
representedBuddhistsattheWorldDayof Prayer,
organizedthroughthecooperativeeffortsofAustralian
religiousgroups.Oncemoreleadersoftheworld'sreliｭ
gionsdevoutlyprayedforpeacetogether, perpetuating
thetraditionofassemblingforprayerthatwasbornin
Assisiandkeepingalivetheflameofprayerforpeace.

EtaiYamada'seffortstopromoteinterreligious
cooperationhavestregthenedandspurredthetrendof
interfaithcooperationforpeace, arousingandencourag
ingmanypeopleofreligiontoworkforthiscause 守 The

NiwanoPeaceFoundationpresentshimwiththesixth
NiwanoPeacePrizebothinhonorofhisdistinguished
achievementsandintheheartfelthopethathisexample
willinspiremanyotherstodevotethemselvesinthe
samewaytothecauseofworldpeace.
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受賞者のプロフィーJlI

BriefPersonalHisto 町 of EtaiYamada

〈略歴〉

明治 28 年(1 895 年) 兵庫県揖保郡太子町に生まれる

明治 37 年 天台宗延命寺において出家得度(姫路市)

延暦寺戒光院住職堀恵慶師の弟子となり恵諦の

法名を賜る

明治 43 年比叡山(戒光院)へ入る、比叡中学に入学

大正 4 年天台宗西部大学入学

天台学の専門研究員になる

大正 7 年延暦寺一山の戒定院住戦

大正 9 年天台宗西部大学卒業

昭和 2 年延暦寺一山の端応院に転住

昭和 7 年横川元三大師堂輪番

この問、朝から夕刻まで一日中お経を唱え続け

るホ比叡山三地獄。の一つ、看経(かんきん)

を 7 年間続ける

昭和 17 年比叡山延暦寺執行(l回目)に就任。以後 3 度、

執行として延暦寺を統轄

同学問所所長

昭和 25 年天台宗教学部長

宗機顧問

天台宗勧学院院長

昭和 35 年叡山学院教授

昭和 39 年滋賀院門跡に就任

昭和 43 年叡山学院名誉教授

昭和 49 年~ 第253 世天台座主に就任

全日本仏教会や多くの団体の会長、副会長等就

任するが、座主就任と同時に辞任、現在は全国青

少年教化協議会会長、 WCRP 日本委員会顧問
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三山法要(天台山、五台山、比叡山)

1895 BorninHyogoPrefecture, Japan
1904 EntersthereligiouslifeattheTendaitemple

Emmeiji , inHimeji , HyogoPrefecture;receives

thereligiousnameEtai

1904 EntersthetempleKaikoinonMountHieiand

entersMountHieiMiddleSchool;becomesa

reseacherspecializinginstudyoftheTendai

sect

1918 AppointedchiefpriestofKaijoin , asubt巴mple

ofEnryakuji

1920 GraduatesfromtheTendaisect'sSeibuUniver

Slty

1927 Appointed chief priest of Zuioin , another

subtempleofEnryakuji

1932 Appointedexecutive committe 巴 chairman of

YokawaGanzanDaishido;beginssevenyears'

practiceof/zankin , oneofMountHiei's “ three
hellish austerities," which entails chanting

sutrascontinuouslyfrommorningtillnight
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昭和51年第 l 回アジア宗教者平和会議(シンガポール)

において、「宗教による平和」と題して基調講演

を行う

中国仏教協会の招請に応じ天台山を巡歴され、

日本仏教の源を尋ね、これを機として記念塔を

奉建寄贈され、日中の友好親善に通じ、アジア

の平和招来に尽力

昭和59年 中国仏教協会の招請により五台山巡拝

昭和61年 第 3 回アジア宗教者平和会議(ソウル)に参加

世界平和の祈り(アッシジ)に参加

昭和62年比叡山開創1200年を記念し、比叡山宗教サミッ

ト世界宗教者平和の祈りの集いを開催する

平成元年 1 月 第 5 回世界宗教者平和会議、平和の祈りの

集い(オーストラリア)に参加

〈主な著書〉

『慈覚大師J (第一書房)、『法華経と伝教大師J (第一書

房)、「元三大師J (第一書房)、『山田恵諦法話集J (平凡

社)、『法華経講義J (天台宗近畿仏教青年会)、『道心は国の

宝J (佼成出版社)
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1942 Appointed supervisor of Enryakuji (later

appointed to this post three more times);

appointedheadofthetemple'sStudyDivision

1950 AppointedheadoftheTendaisect'sDoctrine

Division;appointedtothesect'sadvisorybody;

appointedheadoftheTendaiacademyKangaｭ

kuin

1960 AppointedaprofessoratEizanGakuin

1964 AppointedchiefpriestoftheShigainMonzeki

1968 AppointedprofessoremeritusofEizanGakuin

1974 Appointed253dchiefabbotoftheTendaisect,
apositionhestillholds;simultan 巴ously resigns

aschairmanorvice-chairmanoftheJapan

BuddistFederationandmanyotherorganizaｭ

tions;ispresentlychairmanoftheNational

YouthEnlightenmentCouncilFoundationand

adviserto theJapaneseCommittee ofthe

WCRP

1976 Deliversthekeynoteaddress,“Peace through

Religion," atACRPI, inSingapore;makesa

pilgrimagetoMountTiantai in China, the

sourceofJapaneseBuddhism, attheinvitation

oftheBuddhistAssociationofChina, andhasa

monumenterectedtocommemoratetheevent

devotinghimselftoworkingforpeaceinAsia

bypromotingSino-Japanes 巴 friendship

1984 MakeapilgrimagetotheWutaishanrangein

ChinaattheinvitationoftheBuddhistAssociaｭ

tionofChina

1986 AttendsACRPIII.inSeoul;attendstheWorld

DayofPrayerforPeace, inAssisi

1987 ConvenestheReligiousSummitMeetingon

MountHieiincommemorationofthe1200th

anniversaryofthefoundationtemplecomplex

onMountHiei
1989 AttendsWCRPVandtheWorldDayofPrayer,

inMelbourne

MajorWritings

]ikakllDaishiSho(TheArtisan-PriestEnnin), Hollekyo
toDengyoDaishi(TheLotusSutraandthePriest

Saicho) , CanzanDaishi(ThePriestRyogen) , Yamada
EtaiHowashu(CollectedSermonsofEtai Yamada) ,
HokekyoKogi(LecturesontheLotusSutra) , Doshinwa

Kuni 河o Takara(FaithIstheTreasureoftheNation)
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受賞講演

世界平和と日常生活

天台座主

山田恵諦狽下

本日図らずもこのような栄えある賞をいただきまして、

ありがたい感謝の気持ちで胸一杯でありますが、実を申し

ますと、ご通知をうけました時からどうしてこのようなこ

とになったのか、果たしてその資格があるのかなど、お受

けいたしました今もなお複雑な気持ちで、お礼の言葉など

何と申してよいのか心に浮かび、かねている状態であります。

と申しますのは私が世界平和を目標にしたみなさま方のご

活動に参加したのは、僅か十数年前からでありまして、実

務成績から申しますと至って幼稚で、あり、他に多くの先輩

がおられるのに賞をうけるなど、もってのほかといわねば

ならない恥ず、かしさがつきまとっているからであります。

ただここで私が自己なぐさめの意において少しでも皆さま

のご同意が得られる面があるかと考えてみますと、私の過

去80年の僧侶生活のうち 60年の行動と理念が、ただ今多く

のかたがたが申されている世界平和とその軌をーにして、

二つを重ねても少しの狂いを見ないからであります。

私ごとを申して恐縮でありますが、私は16歳のときに比

叡山に参りまして修行に入ったのでありますが、自分の将

来を考えたとき師匠が学者でありましたので自分も学問で

身を立てようと思っておりました。それが33歳のとき延暦

寺の執行をしておられた赤松円麟という大先輩の秘書を命

ぜられて御指導をうけることになりました。ある機会にそ

の赤松僧正が「叡山坊主で生涯を暮らすなら、腹の底から

叡山坊主になれ。叡山坊主は伝教大師の末育として伝教大

師の比叡山を守り、伝教大師の比叡山としての光を国の内

外に発揮しなければならない義務がある。私はいつもその

寸巳

β割問

昭和田年 5 月 l 目白から B 月 1 日日まで各宗法要に参列

気持ちで終始してきた。比叡山で暮らすなら君もその覚悟

でやらねば駄目だ」と訓えられ、その通りだと感じました

ので、それ以来学問の道からはずれて、ただ一途、伝教大

師に叱られない比叡山坊主になり、伝教大師が喜んで下さ

る比叡山を保持することを心として暮らして参りました。

伝教大師の比叡山というのは、伝教大師が何を目標として

比叡山を聞き、何を目標として比叡山の宗教を設立せられ

たかということであります。

伝教大師は応神天皇 (270~310) の御代に中国から帰化

して比叡山の東麓に居住していた登万貴王の後育で、両親

が世継ぎが欲しくて比叡山に肥られている地主神に祈って

授けられたと伝えられており、 12歳のとき近江の国分寺に

入って行表律師の弟子になり、 14歳出家得度して最澄と名

乗り、 19歳奈良東大寺で受戒して国および宗国が認める比
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丘僧になったが、その当時におげる仏教の在り方に疑問を

持ち、真実の仏教精神を発揮する仏教の在り方にしたいと

念願して、その年の夏 7 月世間の混雑を避けて比叡山に入

札自ら仏像を刻み御堂を建て、 22歳仏教の修行道場とし

て開創したのが今の比叡山延暦寺で、その時に灯明を献じ

て自己の信念を仏に祈誓した願文によって大師の開創の意

志を知ることができます。爾来専ら比叡山を修行道場とし

て自らも修行を重ね、 56歳比叡山上の中道院で亡くなりま

した。伝教大師の伝記は幸いにして弟子の光定や仁忠が詳

細な記録を遺しておりますので、伝教大師の著書と併せて、

信仰の信念や、仏教精神活用の理念と方法を知ることがで

きます。煩わしく感ぜられるかもしれませんが、世界のす

べての民衆の幸福を志念して永遠の指導法を確立し、後継

者がその理念を尊崇実践して今日の日本仏教が存在するこ

とを理解して頂くために説明を加えさせて頂きます。伝教

大師の宗教理念は、仏教は釈尊がすべての人びとが安心し

て暮らせる生活理念と方法を説かれたのであるから、それ

を実践してすべてがよき環境に安住して幸福な生活を営む

よう指導しなければならないという一条に終始しておりま

す。則ちはじめに寺を聞きましたとき、仏に誓いました願

文に

伏して願くは解脱の味独り飲まず、安楽の果独り証せ

ず、法界の衆生と同じく妙覚に登り法界の衆生と同じ

く妙味を服せん

というー句があります。修行して悟りを聞いても自分独り

が満足するのでなく、それをすべての人に伝えて、共に倶

によき環境を作りよき生活を営むよう導きますというので

あります。法界は宇宙全体という意味でありますから単に

地球だけでなく、他の世界に住む人もというのであり、妙

覚は悟りを聞いた仏でありますから、苦しみのない安らか

な心の持ち主になるように導き、豊かな心の生活をさせま

すと誓っているのであります。そしてこの誓いは終生変わ

ることなく実行せられて、すべての行業の上にその跡を残

しております。比叡山に新しい宗派を開く際も「一目の羅

は鳥を得ること能はず、一両の宗何ぞ普く汲むに足らん」
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立正佼成会法要(昭和62年 E 月 5 日)

と前提として、在来宗派の興隆、永続の方法まで加えて請

願し、皆が喜びを以てこれを歓迎していることや、晩年、

比叡山の宗教道場を修行者の養成場にして時代相応の宗教

活動を営むことによって民衆を幸福に導くようにしたいと

請願し、それが実現して今日の日本仏教が生まれておりま

す。このように伝教大師の宗教理念は生涯を通じて変わる

ことなく実動せられておりますので、これを受けついで実

践してきた比叡山宗教はそのまま伝教大師精神の発露であ

り、伝教大師精神を除いて比叡山宗教はないと申しでも過

言でないのであります。伝教大師の意図することは

一一宗教は時代を導き、民衆を導く大切な光であるか

ら、民衆の幸福を基本にして時代の流れの是非善悪を判別

し、よき環境のもとに時代適応の宗教生活を営むことによ

ってすべてが幸せになるよう導かねばならないが、民衆は

千差万別で信仰もそれに従って異なりがあるから、すべて

の人を導くためには、如何なる宗教もすべて必要であり、

大切にしなければならなし〉。したがってお互いに他の宗教

を尊敬し、その長所を讃仰しながら提携して、共に倶に力

を合わせて導きを展開しなければならない。この故に修行

する者はあらゆる宗教を学び、その長所をそれに適合する

民衆に施せーーというのであります。重ねて申しますと、

自己の信仰は大切にしなければならないが、それは自己の

信仰で求めない者に強要すべきではない。布教は民衆のた
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おこ

めにするのであるから、民衆に宗教心を発さしめることが

肝要で、宗教心を発した人が何を求め、何を望んで‘いるか

を知りそれに適合した教えを提供するならその人は必ず幸

せを求めて宗教生活を営むであろう。要は相手本位に適し

た宗教を以て導くにあるのであります。歴史が示しており

ますように、祖先の宗教は概ね子孫に大切に継承せられて

深い信仰の生活が営まれておりますからありがたいことで

あります。したがいまして今は世界の宗教が互いに尊敬し

ながら協力して大衆を導く時代が到来したのでないか。一

昨年の比叡山開創1200年記念世界宗教サミット並びに世界

平和祈りの集いが、日本宗教界の大方の皆さま方が主催者

となって行われたことや、今年 1 月オーストラリアのメル

ボ、ルンで行われた世界平和祈りの集いに持参いたしました

比叡山根本中堂の不滅の法灯が、行事の終了後、聖公会メ

ルボルン大主教ペンマン師の公邸に運ばれ、大主教夫妻が

修道者とともに永くこの火を護りますとお約束下さいまし

たことなどを思いますとき、世界宗教者が協力一致して平

和の維持に努力を重ねようとする意志が実行に移された証

明として受け取らせて頂き、ありがたく思うと同時に前途

を祝福する心で喜びを隠すことができません。

平和を維持しようとする心は全世界のすべての人が持っ

ておりますし、惜しむことなくそれに努力を注いでおりま

す。しかしまた、平和の妨げとなる問題が次から次へと発

生して悩みを大きくしているのも事実であります。核の問

題、食糧の問題、難民の問題、エネルギーの問題、環境の

問題等、いずれを取り上げても平和維持のために解決しな

ければならない問題ばかりであります。このうち、核の問

題は保有者の良識に倹つより他ありませんが、幸いにして

保有者の良識が良き方向に動いておりますから一応皆で見

守ることにして、その他の問題は煎じ詰めるとそのすべて

が人口問題に関連しており、世界全宗教者が教育者やその

他と緊密な連繋をとりながら対処しなければ、容易ならざ

る結果が招来するのでないかと心配しております。

今世界の人口は、 1987年の国連から出された人口白書に

よると 50億に達したと報告されております。それと同時に
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乙の50億人達成ということは人類にとって勝利なのか、ま

た未来に対する脅威なのかという問いを発しております。

人口問題を真剣に考えて下さいという呼びかけであります。

国勢調査のない国が多いので世界人口の数字は専門家の推

定と言われておりますが、予測に従いますと21世紀の初め

には80億、世紀末には160億になるだろうと申しており、日

本だけを見ますと21世紀の初めにはl 億3 ， 000万人になる

が、これをピークとして次第に減少化し、世紀末頃には1

億1 ， 300万人程度に下がり、当分その数字は動かないだろう

と推定せられております。しかし世界の数字は総合したも

ので地域的に見ると北(先進国)から南(発展途上国)へ

大きく傾き、北では減少し南では増大する。したがって南

では飢餓や病気や砂漠化が増大して、多くの人が都市に集

中してスラムをつくり、あるいは不法移民としてなだれの

ように国境を越え、世界各地で深刻なトラブルを起こす危

険があると報ぜられております。世界中の人すべてが心し

でかからねばならない問題であります。

平和の基本は生活にあります。生活が思うようにならな

いと必ず不幸が起こり、心に不幸が湧くと言葉や動作に自

我が発生して、自然にその環境に乱れが出て来ます。した

がって、平和を維持するためには常に人口と生活のバラン

スを調和させてし功〉ねばなりませんが、人口が他の条件に

拘束せられることなくどんどん増加するとなるとこれは大

きな問題であります。現在の情勢に従いますと生まれる率

が高くなる上に死亡の率が低くなっておりますから、生産

能力のない従属人口が高い比率を持ち、家庭生活に一層の

重圧がかかる状況になってきております。平和な生活は容

易ではありません。私は今こそ宗教家が身を以て導きをせ

なりればならない時だと思っております。家庭は人生の最

上の慰安所であり、休養所であります。また最高の修養道

場でもあります。固形成の単位である家庭が乱れては世界

平和は維持が困難になります。如何なる場合に遭遇しても

心安らかに暮らすためには、おだやかで清粛な心を持つ人

びとの集まりである家庭をつくることが大切で、そのため

にはまず以て人間形成から着手する。一つは習慣的に譲り
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合う人作り、今一つは慈しみ深い性格を持つ人作りで、習

慣づけるには宗教を以てし、性格づくりは胎教を以てする。

気の長い話でありますが、それが一番大切で、、宗教家が身

を以て範を示しながら導きを施し、それぞれの道を歩む専

門家が周囲から援助し総がかりで人作りを進め、人口増加

を円満に処理しなければなりません。 21世紀を乗り切るた

めに今から着手することが必要であります。このほどメル

ボルンに参りましたとき、フォコラーレの代表者の一人で

あるナタリア女史に会いました。今世界160カ国に広く 50万

人の会員を持っているが、女 3 人が話し合って始めたと申

されておりました。国籍、文化、信何の異なりはあっても

一致和合とし当う生涯をかけて生きる一つの理想によって結

ばれ、平和が実現される一致した世界を築くために生きる

集まりというのでありますから、その気になって皆が実行

すれば人間形成は必ず成功すると確信しております。

まず始めの宗教による習慣性作りであります。これはい

ずれの宗教にもあります戒律を厳重に実行することで、仏

教で申しますなら三帰戒で、仏を信じ、仏の教えを信じ、

皆が共に手を取り合って修行する。この大本のもとに、無

駄な殺生はいたしません。盗みはいたしません。家庭を乱

す性行為はいたしません。嘘は言いません。常に正しい心

を保持して自我は出しませんという五戒を心として生活す

るのであります。私はこれを実行する方法として伝教大師

が私どもに毎朝読んで、実行せよと残された 6 カ条の日常の

心得を一般の人びとに当てはめて、朝仏壇なり神様なりに

参られたとき、拝まれた後で次のようにして下さいとお願

いしております。

1.昨日の生活で反省せなければならない点があったか

どうかを考える。

2. 今日は平常通りの仕事をするのか、誰かと約束事が

なかったかを考える。

3 おだやかな心を持つ人になる決意に背く行いがなか

ったかを反省する。

4. 自分や家族の生活に無駄がなかったか無理がなかっ

宗教協力・世界平和を語り合う山田恵諦現下と庭野自敬総裁
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たかを考える。

5. 家族と共に夕飯をたべることができるかどうかを考

え、なるべくできる工夫をする。

6. 今日皆が無事でありますようにと祈りを捧げる。

家庭の集まりは夕飯どきより他ありません。夕飯を大切

にする家庭は円満でありますが、これもない家庭は必ず円

満を欠きます。話し合う機会は夕飯どきより他になし功〉ら

であります。

他の宗教にも日常行うべき行事が課せられているはずで、

あります。それも必ず生活の妨げにならないだけでなく、

心を引き締めて生活に寄与するように設けられているはず

であります。心がけ一つで行える簡易な戒律があるはずで、

あります。それを実行することによって人間形成をすれば

その家庭は必ず円満であります。第二の胎教であります。

人の性質は持って生まれるものであります。しかもそれは

概ね母の胎内に在る聞に作られると医学上から判断せられ

ております。ある人がナポレオンに人の性質はと尋ねると

その子の母が胎内に宿ったときに始まると答えたという話

を本で読んだことがあります。人の性質はお婆さまからう

ける。家庭の尊さを感ぜずにはおられません。

ある人がアメリカ第 8 代の大統領になったリンカーンに

友人の就職斡旋を依頼しましたら、一度その人に会ってみ

た上でというので友達を会わせました。「どうでした」と尋

ねるとあの面相ではだめだという。面相は生まれっき、そ

れを非難することはと怒りますと、リンカーン日く、 40歳

までは親の顔、 40歳過ぎたら自己の顔、あの人があの年齢

であの面相であることはあの人に宗教心がないことを表示

している。宗教心はその人の面相を円満ならしめる功徳を

持っている、宗教心のない人を他に紹介することはできな

いと答えたという話もあります。

世界の平和は世界中の人が協力一致しなければ維持する

ことはできません。戦争は一人でも起こせますが、維持は

全部の協力が必要であります。人口の増加に伴って必需品

が満足であれば平和は維持できますが、万一、必需品が人

口増に伴わないとき必ず争いが起こります。例えて申しま
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日中三山合同法要、天台・五台・比叡の三山の高1曽が根本中堂前で記念}軍影

すなら、 10人に10個のパンがある場合には平等に分け合う

ことができますから争いはありません。15人に増えてもパ

ンはそのまま10個であった場合、これを如何ように配分す

ればよいか。更に人が増えて20人になった場合どうするか

食糧と人口がアンバランスになった場合に平和を維持する

ためには、互いに譲り合い助け合って暮らさなければなり

ません。エネルギーの問題、環境の問題、その他の知何な

る問題もそれを解決するには常に平等の思恵を基本にして

考えねばなりません。「皆が共に」という処置法は穏やかな

性質の上に宗教心をプラスした人の集まりでなければでき

にくいことで、世界という大きな器も人という小さな集ま

りで形成せられていることを思うとき、性格をも左右する

心を淘汰する宗教者の責務は重く、世界の宗教者がそれぞ

れの宗教を以て、信ずる人びとの心に穏やかさと慈しみを

育てること、私は宗教者が一致してこの基本作りに努力す

るなら、地球の上に如何なる変化が起きても必ず切り抜け

ることができると確信して、知何なる宗教を信ずる人にも

↑夫くお~15をさせてI頁いております。

今日この栄誉を頂きました御礼を兼ねて、自分自身の宗

教活動方針を披涯し、実行を以て栄誉に酬いたいと念願し

ております。

ありがとうございました。
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メッセージ

世界イスラム協議会事務総長

GeneralSecretary,

WorldMuslimCongress(MotamarAI-AlamA卜Islami)

イナムラ・カーン

InamullahKhan

平和への願いを託し、庭野平和財団の果たされる高貴な

使命を高〈評価しつつ、ご挨拶を申し上げます。

庭野平和財団が 1981 年、高名な在家仏教の指導者である

庭野日敬師により設立されたことは私どもの誇りでありま

す。庭野師は、敬慶な博愛主義者であり、日本の著名な宗

教団体である立正佼成会の会長としても活躍しておられま

す。庭野平和財団は、その名の示す通り、世界中に平和の

原理を広めることを主たる目的としています。同財団はそ

のために、地球規模の協力と精神的な対話を求め、至福と

真の調和を実現するため、高潔な努力を続けておられます。

さらに同財団は、諸宗教をつなぐ国際的団体として平和の

ためにひたむきな献身をされています。私どもは、庭野平

和財団が人類の福祉と宗教的原理の高揚のために行ってこ

られた数々の意義深い貢献に対し、心から称賛を贈るもの

であります。

私はこれまで、庭野臼敬師がご自身の内部において、人

道主義の実践的アプローチと精神主義の内なる情熱を一体

化されるのを目にしてまいりました。師はまた、あらゆる

商において教化を行うという高貴な使命に専念しておられ

ます。そして、すべての人々が調和と善意と理解と友情の

精神を以て生きていける環境を作ることをめざし、たゆま

ぬ努力を続けておられます。言葉をかえれば、人類が平和

的な協力を実現するための環境作りに携わっておられるの

です。私も宗教協力のために努力しておりますが、庭野師

にお会いするたびに新たな刺激を受けております。庭野平

和財団は、精神的・倫理的な観点から平和と友愛的調和と
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Kindlyacceptgreetingofpeaceandhighapprecia

tionforthenoblemissionoftheNiwanoPeaceFoundaｭ

tion.WeareproudtoacknowledgethattheNiwano

PeaceFoundationwasfoundedin1981byRev.Nikkyo

Niwano , thewellknownBuddhistlayleader, apious

philanthrophistofJapanandthedynamicPresidentof

thefamousorganizationofJapan, theRisshoKosei-kai

Themainobjectiveofthefoundation , asisindicatedby

itsveryname , isforpopularisingtheprinciplesofpeace

theworldover.TheFoundationaimsforglobalcooperaｭ

tion, spiritualinteractionandrighteouseffortsforbliss

andsincereharmony.Itisinter-faithinternationalinstiｭ

tutiondevotedanddedicatedtothecauseofpeace.We

warmlyapplaudtheinstitutiondevotedanddedicatedto

thecauseofPeace.WewarmlyapplaudtheFoundation'

smeaningfulcontributionsforhumanwelfareandfor

elevationofreligiousprinciples

IhavefoundthatRev.NikkyoNiwanosynthesises

inhimselfapragmaticapproachofhumanismwiththe

innerglowofspiritualism , thatheissincerelydedicated

tothenoblemissionofall-roundenlightenment.Heis

continuouslymakingeffortsincreatinganatmosphere

inwhichallpeoplecanliveinaspiritofharmony ,
goodwill , understandingandfriendship , inotherwords

inanatmosphereofpeacefulcooperation.WheneverI

meetRev.Niwano , myeffortsforinter-faithcooperaｭ

tiongetsanewfillip.TheNiwanoPeaceFoundation

givesaprestigiousawardknownasNIWANOPEACE
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会長マルフ・アルダワリピ降土

いう高貴な理想、に向かつて活動しておられる個人や団体に

対し、庭野平和賞という名誉ある賞を贈っておられます。

庭野平和財団は、世界各地の多くの国々から、精神的に

すぐれ、社会的地位もある宗教者の方々の推薦を受け入れ

ておられます。推薦された庭野平和賞の候補者数は優に数

百を超えています。これらの方々を国際運営委員会が綿密

に審査し慎重な検討を経て最終的に受賞者か決定されま

す。

庭野平和賞受賞者には、 2 千万円の賞金のほか、記念品

として賞状とメダルが贈呈されます。

庭野平和賞は、平和と精神的覚醒という真の理想、に専心

し、宗教と平和のための堅実な活動を、無私無欲でつつま

しく献身的に笑践している人に光をあてるものです。こう

した献身が「地上における真の天国」、すなわち「浬繋」や

「至福」を実現するために寄与するのです。

庭野平和賞はまた、善意と理解の掛け橋を作り、真の世

界平和の基盤を強化することにも貢献しています。
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PRIZEtoanindividualoranorganisationworkingfor

thenoblecauseofpeaceandfraternalharmonywithin

thespiritualandethicalparameters

TheNiwanoFoundationgetsnominationsfrom

peoplereligion, knownfortheirmentalintegrityand

socialstature, frommuchcountriesfromdifferentparts

oftheworldandthenominationsrunintoagoodfew

hundredpersons.Thesearethenmeticulouslyscreened

byaninternationalsteeringcommitteeandafterthe

scrupulousscrutinythefinalchoiceismade

Apartfromthe20millionyencashprizeacertifiｭ

cateandamedalisalsopresentedasamomentotothe

recipientoftheNiwanoPeacePrizefortheyear.

TheNiwanoPeacePrizeshedlightonaselfless

humblsservantofReligionandPeaceworkingsteadily

andwithdedicationforgenuinecauseofPeaceand

SpiritualawakeningsoastohelpusheraTrueHeavan

onEarth , thatisNirvaneorBliss.

TheNiwanoPeacePrizealsobuildsupbridgesof

goodwillandunderstandingandthushelpstostrengthen

thefoundationsofrealWorldPeace.
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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。

総裁庭野田敬ならびに立正佼成会は、世界宗教者平和会議

(WCRP) をはじめ、国際自由宗教連盟(l ARF) など、国際的な

宗教協力を基盤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、園内では「明るい社会づくり逮動」を提 H昌・

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想を、

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階重要と思われます。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〈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

盤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

うした時代の要訪から庭野平和財団は設立されました。

事業内容として、宗教的結'神を基鍛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、さらに世界平和の笑現と

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, PresidentNikkyoNiwanoand

theRisshoKosei-Kaihaveactiv 巴Iy promotedinterreligious

cooperationforworldpeacethroughtheWorldConference

onReligionand Peace, andtheInternationalAssociation

forReligiousFreedom.Domestically, thefoundationhas

advocatedandsupportedthe “ Brighter SocietyMovement."

Toattainpeace-thisdifficultidealthatmankindhas

strivedforsincepre-history-cooperationamongreligious

leaderstoformaunitywhichwillbringaboutslowbut

steadyprogresshasb巴come increasinglyvital

Peacecannotbeattained , though , byalimitednumber

ofreligious leaders, ratheritmustcombineallsectorsof

societyasawholeandgatherthewisdomofallinforming

astablecentralbody.Forthispurpose, equallyimportant

istheformationofaneconomicinfrastructure.Through

suchanecessity, inthisperiodofconfusion, theNiwano

PeaceFoundationwascreated

Asoneconcreteundertakingtorealizethegoalofworld

peaceandtheenhancementofculture, thefoundationfinanｭ

ciallyassistsresearchactivitiesandprojectsbasedonareliｭ

giousspiritconcerningthought, culture, science, education,
andrelatedsubjects.Symposiumsandinternationalexchange

activitieswhichwillwidelybenefitthepublicareenthusiｭ

asticallyencouraged
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