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潘基文（パン・ギムン） 

 

国際連合事務総長  

ウェーサク・デーに関するメッセージ  

 

２００９年５月９日  

 

  仏陀の生誕・成道・涅槃を記念するウェーサク・デーに際し、私は喜んで御

挨拶させて頂きます。  

 

  世界の数多くの人々が仏陀の生涯と教えに触発されて来ました。私自身、

昨年ネパールを訪れ、ルンピニで仏陀生誕の地を示す石碑を目にしたとき、

非常に心を動かされました。その記念碑と僧院に感銘を受けました。私はマヤデヴィ寺院の僧

侶たちから受けた親切を忘れないでしょう。  

 

  私はその聖域を歩きながら、安全に保護された王子の身分から偉大な世界宗教のうちひと

つの創始者に自ら変身したこの特異な人物の生涯を考えました。  

 

  彼は裕福でした。彼は何の心配もなく生きることができました。しかし、彼は人々の苦しみに

悩み、その挙句、宮殿の安楽を捨て去り、人々が人生の現实的な苦痛を乗り越える手助けをす

ることにしたのです。 

 

  私達は皆、仏陀の慈悲の精神から学ぶことができます。彼の永遠の教えは、今日私達が直

面している数多くの世界的問題の舵を取っていく上で助けとなります。  

 

  金融危機、気候変動、パンデミック、テロリズム、およびその他の世界的な脅威は、すべての

人々の運命が結びついていることを証明しています。一国の問題が急速に世界規模の脅威に

なり得ます。私は、常々、「私達は共に行動しなければならない。さもなければ個別に失敗してい

く。」と世界の指導者に説いています。連帯して力を合わせなければならないと彼らに話していま

す。それはただ正しい行動であるだけでなく、それは私達の最善の利益になるのです。  

 

  世界的連帯の必要性は近代的なテーマのように見えますが、決してそうではありません。仏

陀は２５００年以上前に「何物も孤立して存在しない。すべての現象は相互に依存している。」と

説いています。彼は「私達は他人が苦しんでいる限り幸せになれない。手を差し出すとき、私た

ち自身の中に最善のものを見出すであろう。」と意味深いことを教えています。  

 

  これらの教えは私達の時代にも叡智を与えてくれます。私達が何処にいて何をしようとも、今

この精神の継続は私達一人一人の肩に掛かっています。このウェーサク・デーにすべての人々

のより良い将来を保障するために、苦しんでいる人々への援助を決意しようではありませんか。  
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2009 年国連ウェーサクの日に寄せる 

ユネスコ事務総長 

松浦晃一郎氏のメッセージ 

 

2009年のウェーサクの日の国際的祝賀式典に際し、ゴータマ・ブッダに敬意を表するために

バンコクに集まられた仏教学者と仏教指導者の皆様に、そして、ブッダ

の精神と教えを自らの生活の中に生かしておられる世界中の皆様にご

挨拶できることは、私にとって大きな喜びです。  

 

ブッダの誕生と悟りと入滅を記念して毎年行われるこの式典は、一人の

人物の叡智への心からの感謝を表しています。彼は、その一生をかけて、高い倫理的、道

徳的理想に導かれた一つの文明全体を形作り、何百万人もの人々の生活を気高いものに

してきた力強い精神的伝統を生み出しました。 

 

さまざまな危機が次から次へと起こり、私達の世界を支配しあらゆる生き物の生活に影響を

与えている今、この年に、世界は、経済と社会と政治のシステム、私達が優先してやるべき

こと、そして、私達が責任を持つべきことを長期的に変革していくために、これまでよりももっ

と倫理的、道徳的価値観に基づいたあらたな光を求めています。社会と環境の荒廃が進行

していくのを目の当たりにする今、私達は、誰もが共有する目標、万人のための平和と正義、

そして、地球上のあらゆる生命の神聖さの保護という目標に向かって進むための新しい創

造的なエネルギーを本当に必要としているのです。  

 

ユネスコは、多様な信仰と文化に根付いている叡智が、新しい道への洞察を与えてくれるだ

けではなく、人々の間に信頼と自信を再建するための重要な役割を果たすことができる、と

信じています。  

 

皆様と一緒に式典に出席できないのは残念ですが、バンコクのマハチュラロンコーン仏教大

学がこの式典を開催して下さったことにお礼を申し上げます。皆様が、幸福なウェーサクの

日を過ごされますように。 
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スリランカ大統領 

 

 

メッセージ 

 

 タイ王国で開催される国連ウェーサクの日の祝祭にこのメッセージをお送りできることをう

れしく思います。  

 

 最初に、タイ国王陛下、並びに、タイ政府と首相に、今年もまた、この偉大な行事を行う場

所としてタイ国を提供して下さり、いろいろご尽力下さったことに感謝申し上げます。  

 

 スリランカの私共は、国連総会においてウェーサクの日を祝日とするという

宣言がなされたのは、人望を集めたスリランカの前外務大臣、故ラクシュマ

ン・カディルガマールのイニシアチブによるものであったことを誇りを持って思

い起こします。  

 

 ウェーサクの日は、仏陀の生涯での三つの重要な出来事、すなわち、仏陀

の誕生と悟りと涅槃を記念するものです。それゆえ、この日は、私達の生活と社会において、

寛容と非暴力の重要性など、お釈迦様が教えておられることを顧みるにふさわしい時です。

仏教があらゆる民族グループ、あらゆる宗教のグループに等しく手を差し伸べることもまた、

お釈迦様の教えによるものです。  

 

 この記念すべき時に、すべての仏教徒は、常に私達を危機へと導く不信と貪欲さがないよ

り良い世界に向かっていく状況を作り出すために、親愛、慈悲、利他の喜び、そして、平静と

いう理念を広め、实践することを決意しなくてはなりません。  

 

 皆様に三宝の祝福がありますように。  

 

 

マヒンダ・ラジャパクサ  

 

2009 年 4 月 29 日  
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2009 年国連ウェーサクの日に寄せるメッセージ  

 

 

 

 

 2009 年 5 月 4 日から 6 日までタイで開催される国連ウェーサクの日祝祭と

国際仏教徒会議へのメッセージをオーストラリア仏教連合にお届けできてう

れしく思います。  

 

仏陀の誕生と悟りと入滅を記念するウェーサクの日は、仏教の暦の上で非

常に大きな祝祭であり、心を新たにするための重要な日です。オーストラリア

の仏教界の皆さんが、世界中から集まった信者の方々と一緒にこの重要な祝祭に参加でき

ることをうれしく思っております。  

 

仏教界はオーストラリアの社会において重要な役割を果たしており、多くの人々が仏教の平

和と慈悲のメッセージによって励まされています。仏教は、その人類への奉仕と異宗教間の

理解の促進への献身によって、様々な背景を持つオーストラリアの人々の間に友好の精神

が生まれることに大きく貢献しています。  

 

今年の会議のテーマは、現在、世界中の社会が直面している難問に取り組むにあたって、

仏教がどのような役割を果たすことができるかを仏教の全派の信奉者達が熟慮することを

求めています。世界的な金融危機の影響に対処する第一歩は、私達がみな、共にこの危

機の中にいるということを思い起こすことです。私達がとる行動は、それらが一緒になされる

なら、一つの行動が他の行動を強めるので、限りなく強力なものとなっていきます。  

 

国際仏教徒会議に出席される方々に、そして、2009年国連ウェーサクの日を祝われる皆様

に、私の心からのお祝いを申し上げます。  

 

 

 

オーストラリア首相  

ケヴィン・ラッド議員閣下  
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国連ウェーサクの日に際しての 

タイ王国首相 

アビシット・ウェーチャチーワ閣下からの 

親善メッセージ 

 

ウェーサクは、タイではウィサカ・プジャー（仏誕節）として広く知られて

いますが、仏教の伝統のなかでもっとも大切な日です。この日は太陰月

で 6 番目の月の満月の日にあたり、仏陀の誕生、覚醒、涅槃を記念す

るために、多くの国々の仏教徒たちによって毎年祝われています。すべ

ての仏教徒が知っているように、この日はゴータマ・ブッダが生まれ、悟

り、入滅された日です。悟りを開かれたから 45 年の間、仏陀はインドの

あらゆる階級の人々に教えを説くために、遠く、広く旅しました。その後、

仏教はインド亜大陸を越えてアジアの他の地域、そして世界に広まり、2500 年以上の間、

人々の精神生活を培うのに寄与しています。こうした寄与を認めて、国連総会は 1999 年の

第 54 回会議で、ウィサカ・プジャーを国連ウェーサクの日として称える決議を公式に採択し

ました。 

 

 今年、タイはふたたび国連ウェーサクの日の祝賀式典の主催国に選ばれ、このお祝いを、

タイ王国政府の支援の下で、マハチュラロンコーン仏教大学が運営しております。式典には、

約 80 カ国から、最高尊師、仏教指導者、そして仏教の学問的研究者の皆様方をはじめ、

数多くの参加者をお迎えしておりますが、このような式典に参加することはこの上なく名誉な

ことと感じております。  

 

 タイ王国政府とタイ国民を代表して、私はこの式典の開催の成功に関わったすべての人、

すべての組織にお礼を申し上げたいと思います。私は、このお祝いが、仏教の理解と認識を

広めることにつながり、また、この世界での平和の持続に今まで以上に貢献することを強く

望んでいます。  

 

アビシット・ウェーチャチーワ 

タイ王国首相  
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タイ国大僧正執行委員会会長 

ソムデト・プラ・プッタチャン大僧正からの 

ウェーサクの日によせる 

メッセージ 

 

 ウェーサクの日は、仏教の信奉者にとって非常に重要な日です。それは、釈迦牟尼尊自

身と同じくらい重要です。なぜなら、ウェーサクの日は、お釈迦様にゆかりの日、

すなわち、6 月の満月の日に起こったお釈迦様の誕生、悟り、そして涅槃にゆ

かりの日だからです。それゆえ、お釈迦様を深く思う心を持つ仏教の实践者達

は、この日にお釈迦様に格別な敬意を払い、彼を記念する重要な特別な式典

を行うことに決めてまいりました。このような次第で、ウェーサクの日は、お釈迦様の悟り、人

類に平和と幸福と思いやりを与え続けてくれているお釈迦様の悟りについて人々が思いを

はせる非常に大切な日となっています。仏陀が悟りを開かれたのは尊いダルマ（法）につい

てです。人々が望んでいるは、苦しみや失望とは全く反対の、平穏と幸福と思いやりですが、

ダルマは、世界中のすべての人々に、平穏と幸福と思いやりを与える大きな力を持っていま

す。だから、仏陀のダルマは、平穏と平和な幸福を生み出す無限の価値を持つ遺産なので

す。 

 

 タイには、仏教文化を奉じてきた賢く心の深い祖先達がおり、彼らが今日の社会までこの

平和を生み出す遺産を伝えてくれました。国連総会は、広く实践されているダルマの重要性

を考慮し、1999年 5 月以来、ウェーサクの日を世界の人々にとって重要な日と認知しており

ます。それは、もちろん、世界中の人々が平和と充足と愛情を求めているからです。陰暦 6

月の満月が巡ってくると、世界中の人々は一緒に、ウェーサクの日をそのような重要な日と

して記念の儀式で祝うのです。  

 

 タイ国政府は、ダルマの实践を推進し、ダルマの教えを広めるために、2009 年ウェーサク

の日祝典のための予算を計上して下さいましたが、これこそ、お釈迦様に対する最高の、そ

して、最もふさわしい敬意の表明です。  

 

 私はまた、マハチュラロンコーン仏教大学と国連ウェーサクの日国際評議会にお願いして、

世界中の仏教指導者の方々をタイでのお祝いの式典に招待してもらいました。  

 

 ウェーサクの日の重要性を尊重し、ウェーサクの日の祝祭という記念すべき行事を主催す

るために互いに協力しておられる政府と関係者の皆様全員に私の祝辞を贈りたいと思いま

す。 

 

タイ国大僧正執行委員会会長  

（ソムデト・プラ・プッタチャン大僧正） 
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カンボジア大僧正 

ヴァング・テープ大僧正 

 

祝辞 

 

2009 年 5 月 4 日から 6 日までの間、タイのバンコクでお祝いされる国連ウェーサクの日に

祝辞を寄せることができますことは、この上ない喜びであり名誉です。世界中が景気後退に

みまわれている今年、第 6 回目国連ウェーサクの日の開催に再び尽力され

たことに対して、タイ王国政府、タイ仏教徒サンガ、タイの在家仏教信者、国

際組織委員会、特にマハチュラロンコーン大学に心よりのお祝いを申し上げ

ます。 

タイは、ベトナムが開催国となった 2008 年を除き、2004 年より毎年、国連ウ

ェーサクの日の開催国となってこられました。  

仏陀の生誕、覚醒、涅槃という三重の喜ばしい出来事を記念するウェーサクの日が、仏教

徒の暦の中で最も重要な日であることに異論を挟む方はおられないことでしょう。仏教信者

は、はるかな昔より、世界のいくつもの地域で大きな喜びと幸福を持ってこの日をお祝いして

きました。しかし、今日行なわれている国連ウェーサクの日のお祝いほど、規模においても多

様性においても大きなものはありません。1999 年に国連総会において国際国連デーとして

認知され、2004 年以来行なわれている国連ウェーサクの日のお祝いには、6 つの大陸の

様々な国から、あらゆる部派の仏教指導者が、そして、仏教僧と在家信者が参加していま

す。このお祝いに前後して学問的会議が開かれますが、そこには世界中から仏教学者が集

まります。ウェーサクの日に関する限り、今行なわれているウェーサクの日のお祝いは、仏教

の全歴史の中で例を見ない素晴らしいお祝いとなっていることに疑いの余地はありません。  

しかしながら、規模の大きさを追求し知的な側面の強化を追い求める余り、ウェーサクのお

祝いが本来目的としている仏教の本質、伝統的価値そして霊性に妥協があるようなことが

あってはなりません。霊性の前進があって初めて究極的な真理が实現されます。仏教は私

たちに、注意深くあれ、注意が散漫になってはならない、と教えています。「注意散漫は死に

つながり、注意深さは不死につながる」のです。  

 

国連ウェーサクの日のお祝いが、生きとし生けるもの全てのために、その利益のために、そ

の幸福のために、全仏教徒の強い団結と絆をさらに強化することに大いに成功することを強

く希望します。  

 

国連ウェーサクの日のお祝いと会議が大きな成功のうちに終わることを望んでおります。  

 

カンボジア、ヴァング・テープ大僧正  
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2009 年ウェーサクの日の祝祭へのメッセージ  

 

パトリシア・ガデン博士 

フランス仏教連盟 会長閣下、フランス 

 

聖下、 

閣下、 

尊師の皆様、  

優れた代表者の皆様、  

ご来場の皆様、  

 

 

世界中のすべての仏教徒がシャカムニ・ゴータマ・ブッダの誕生と悟りと入滅を記念してお祝

いするこの神聖な５月に、フランスの代表団と共にここタイ王国で、フランスの

仏教徒の皆様への挨拶と持続可能な世界の平和への祈りを伝えることがで

きますことは、实に光栄なことです。  

 

一人の仏教徒として私は、仏陀の教えが、私達が暮らす人間社会で燃え上

がっている多くの問題を解決する助けに間違いなくなりうる、と信じております。それゆえ、こ

の国際会議のテーマは、世界の危機そして利己的な消費と利己的な幸福の破綻を詳しく検

討するために实に意味あるものです。世界の危機を引き起こし、私達の社会に数知れぬ問

題を生み出しているのは人々の利己的な考え方、行動だからです。  

 

今こそ私達は、人間の苦しみの根本的原因を理解するのだ、そしてそれによって、人間が問

題として抱えるあらゆる害悪を根絶するために働くのだ、と決意をしなければなりません。最

後に、フランスの仏教徒を代表して、私は、私達の話し合いによって、苦しみと暴力がない社

会、すべての人間が等しい権利と平穏と平和を享受することができる社会を作り出す手助

けができることを祈っています。私は、この式典によって、世界危機を解決し、持続可能な世

界の平和のために貢献するための道筋を示す案が生み出されることを祈っています。  

 

ありがとうございました。 
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2009 年国連ウェーサクの日祝典  

祝賀メッセージ  

ヴェン・セック・クワン・ピン 
シンガポール仏教総会事務局長  

 

ウェーサクの日の国連デーとしての認知は、世界中の仏教徒にとってのみならず、全人類にとっ

ての吉報です。というのも、仏陀のメッセージがすべての感覚ある生き物を苦しみから解放するも

のであることはおのずから明らかだからです。仏陀は人間としての肉体を持ちながら、それを超

越して悟りを得られ、そして宇宙の唯一の真理を完全に理解されました。ですから、ウェーサクの

日を祝うことは、正しい道に従ってどのように实践し最終的な悟りに達することができるか、という

彼のメッセージを人類に広める良い機会です。 

 

仏教は、宗教についての西洋の定義を超越しています。西洋の定義は、仏教には適切なもので

はありません。仏教は、物質的にも、精神的にも、あらゆるものの本質を理解しようとします。仏

教は、仏陀が示され定められた道をたどって实践すればすべての生き物は最終的な涅槃（ニッ

バーナ）を得ることができる、ということを強調します。最初の５人の修行僧達は、羅漢の地位に

達した最初の集団で、真理を得ることは可能であり、仏陀は私達を真理へと導くことができると

いうことを証明しました。 

 

従って、仏教は、今日に至ってもなお、私達にとって意味があります。仏教は決して時代遅れに

なることはありません。今日の世界は、経済危機に苦しんでいますが、この危機は、一般大衆を

顧みず、個人的な利益のために、好き放題に、貪欲に、より多くの財を得ようとする人間が生み

出したものです。人間は、贅沢な生活をするために、森林を広範に破壊し、多くの資源を大量に

使い尽くしてしまいました。人間は、過去に蒔いたものを刈り取ってしまいました。業（カルマ）の

法則は否定することも無視することもできません。 

 

ウェーサクを祝うことは、現在、世界が直面している問題の解決にそのお祝いを適用できるがゆ

えに、重要で意味があると思います。私達が八正道に従って生活し、心安らかになるならば、世

界を救うことになります。仏陀のメッセージは明白であり、急を要するものです。それに向かって

一緒に働きましょう。 

 

タイは、本年度の国連ウェーサクの日の祝祭を、寛大に積極的に引き受けて下さり、その上、

「仏教の世界危機への取り組み」というふさわしいテーマを今年の会議のために選んで下さいま

した。今や、世界の注意を喚起すべき時です。私達はこれ以上待つべきではありません。直ちに

行動し、現在の危機は人間が作り出したものであり、私達が現在の最悪の状況から抜け出すこ

とができる唯一の方法は、三つの有毒な根源－貪欲さ、憎しみ、そして、無知－を仏教の实践

によって排除することである、という仏陀のメッセージを広めるべきです。 

 

私は、ここに、IOC の皆様および準備作業にご助力下さったすべての皆様に賞賛の言葉を捧げ

たいと思います。ウェーサクの祝祭と会議が素晴らしい成功を収められることをお祈りいたしま

す。 
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イタリア仏教連盟 

ウェーサク祝賀式典 仏暦 2552 年／西暦 2009 年 

グローバル危機への仏教の取り組み 

 

 私はイタリア仏教連盟を代表して、また私自身の気持ちとしても、タイ仏教最

高サンガ評議会、タイ国王プミポン・アドゥンラヤデート陛下、タイ王国政府に、

バンコクでの 2009 年国連ウェーサクの日の開催にご尽力くださいましたことに心

より感謝申し上げます。 

 

 仏教は智恵を重んじます。仏教は人々に優しくあること、慈悲心を持つこと、知をしかるべき目

的のために用いることを教えます。仏教はまた、寛容、他者への敬意、ともに協力して生き、働く

ことも教えます。そのような教えとして、仏教は平和の文化を促進し、様々な国々の発展に寄与

します。 

 

あらゆる信仰が、ことに仏教が、愛に満ちた優しさと人間の生命と権利の尊重というメッセー

ジを広めるためにたゆみなき努力を行っていますが、この努力は平和共存の实践を促進するの

に寄与しています。それは次に暴力のない世界へとつながるのです。この暴力のない世界こそが、

世界中のあらゆる社会の社会的・経済的な発展のためのカギであり、まず求められることです。  

 

私たちは今、21 世紀に入ったばかりの時期に生きています。この新しい時代において、私達は、

人間の利益に奉仕しようとする努力から、科学・技術のすさまじい発展ぶりを目撃しています。し

かしながら、苦しみは減ってはいません。物質文明の発展過程に格差があることに対して、ます

ます認識が高まっています。そして、この競争に満ちた世界において、宗教は、苦しみ、心配、恐

怖、失望にさいなまれ、解放を心待ちにしている人たちにとっての精神的な支えとなっています。  

 

釈尊の教えは、私たちが世界をどう経験し、世界の中でどう行動するかについてのいくつかの根

本的な命題から出発する、实践的な教えです。その教えは、私たちが経験する悲しみに満ちた

この世界を私たちは超越することができる、と教えており、その超越を達成する方法に、徹頭徹

尾、関わっています。 

 

 仏教の膨大な書・経典は、啓示と権威の書・経典ではありません。そうではなくて、倫理と瞑想、

哲学と科学、芸術と詩を用いて、この大いなる智恵への大いなる道を指し示しています。同様に、

社会活動に関する仏教の書では、世俗的な文献と違って、提案されている社会活動はすべて

最終的にこの大いなる智恵につながっており、しかも、それらの社会活動はすべて私たちが普通

に实行し経験できるものばかりです。部派仏教の仏陀の経典の証拠から、初期の仏教徒たちが、

仏教的な価値を個々人が培ううえで好ましい社会条件の創出に非常に強く関心を寄せていたこ

とは明らかです。このことの際立った例は、仏教徒のアショーカ王（B. C. 274-236）によって作り

出された素晴らしい「福祉国家」です。仏教の経典は確かに、仏教徒が考える社会とはどのよう

なものか、その全般的な方向を示しており、そのかぎりで、仏教の経典は私たち自身の時代にと
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って示唆的なものになっています。 

 

 この 200年の間、西洋の社会は、科学技術の点でも観念の世界のことでも、どの時代にまして

根本的な変化を経験してきました。  

  

そして今、東洋では、この複雑な変化が伝統的仏教の根を断ち切りつつある一方で、その変

化はまた、東洋の仏教にとって刺激ともなっています。西洋において、この変化が、様々な問題

を生み出し、それらの問題に対する様々なとらえ方を生み出していますが、仏教は、特にこのと

らえ方に大きな影響を与えられるように思われます。仏教は、その歴史を通じてずっと、異なった

文化に合わせてうまく再解釈されてきましたが、しかし同時に、その内なる真理を保持してきまし

た。このようにして仏教は広まり、生き延びてきたのです。  

  

 21 世紀における仏教の歴史的な使命は、東洋、西洋いずれにおいても、産業社会に生きる

人々が彼らの時代の社会的条件のなかで必要とするものに照らして仏教を解釈することであり、

そして今の社会がかかえる様々な病に対して、仏教が緊急に早急に対処できることを示すことで

す。この大いなる、そして困難な企てに、仏教徒たちは自らの伝統的な大胆さと謙虚さをもって

臨むでしょう。 

 

 仏教にとっては、究極の自由はあらゆる苦しみの根本原因―貪欲、憎しみ、妄想―からの完

全な解放を達成することです。これら三つの苦しみの根本原因はまた、あらゆる社会悪の根本

原因でもあります。これらの悪がとる形で最もひどいものは、他者を害するものです。そうした悪

を自分自身のうちで、そして可能なかぎり、社会のうちで弱め、最終的には消し去ることが、仏教

倫理の基礎です。仏教的社会活動が求められるのは、まさにこの点においてです。  

 

仏教は個々の人間に苦しみの超越へと至る、宗教的な实践、大いなる道を提供します。仏教

的社会活動は、この实践から生れるのであり、苦しみの超越に役立つのです。  

 

もし私たちが自らのエネルギーを釈尊の高貴なる教えを实践するのに用いるのなら、憎しみ、嫉

妬、エゴ、暴力という形でのあらゆる煩悩が消え去ることでしょう。そして私たちが共に分かち合

っているこの世界は、おのずからより平和な場所となることでしょう。  

 

ですから、私たちみんなが集まり、静かで晴朗な雰囲気の中でウェーサクの日を祝うこの機会を

利用して、平和がしかるべき地位を得られるように、私たちの慈悲を生きとし生けるものすべてに

向かって放って、愛に満ちた優しさと大いなる智恵を实践しましょう。  

 

私たちの高貴なる努力に仏・法・僧の恵みがありますように。  

マリア・アンジェラ・ファラ教授・博士  

イタリア仏教連盟  
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祝辞 

大韓仏教曹渓宗 

総務院長 智冠 

 

 

 

親愛なる仏教徒同朊の皆様、韓国のすべての仏教徒を代表して、仏法が栄えるここタイの

地で開かれる今年のウェーサクのお祭に心よりお祝いを申し上げます。この祝祭から、智恵

と慈悲の光が世界中に充ち満ちることを祈ります。  

 

お釈迦様は、生き物を生と死の循環から解放するために、大きな、無条件の慈悲を持ってこ

の世に来られました。彼は、自と他の区別なく、あらゆる生き物は相互に依存していることを

教えられました。この教えは、嫌悪、執着、そして、無知という毒を根絶します。  

 

物質面で大きく進歩する一方で、環境の大きな破壊、破壊兵器の進歩、そして、世界不安

の原因となる経済の不安定も生み出されました。これは、お釈迦様の教えを無視した結果で

す。今日でも、世界中で戦争や紛争が起こっており、人々の生命が危険にさらされています。

私は、世界の大きな問題がこの祝祭によって克朋され、平和と幸福が世界に広く行き渡るこ

とを祈ります。 

 

お釈迦様のたどられた道をたどりましょう。お釈迦様は、煩悩に打ち勝ち、生き物の解放を

目指して働かれました。慈悲の心を持って、隣人を助けて暮らしましょう。  

 

最後に、今年のウェーサクの祝祭に関与されたすべての皆様のご努力に心より感謝申し上

げます。 

 

 

2009 年（仏暦 2553 年）5 月  

 

 

大韓仏教曹渓宗  

総務院長  智冠  

 

 

 

 

 

 

  



24 
 

 

-------------- 

2009 年 5 月 4 日から 6 日まで 

タイ王国、バンコクで開催される 

国連ウェーサクの日祝祭に寄せる 

ラオス仏教友好協会会長 

ウィチト・シンハラート最高尊師からの  

メッセージ 

 

 

 

 ラオス仏教友好協会の会長として、また、ラオス人民共和国の仏教徒を代表して、タイ国

のバンコク、ブッダモントンで 2009 年 5 月 4 日から 6 日に開かれる国連ウェーサクの日祝

祭にこのメッセージをお送りできることはまことにうれしいことです。  

 

 この場をお借りして、タイ王国政府と国連に、とりわけ、マハチュラロンコーン仏教大学学

長の最高尊師で博士であられるプラ・ダマコサジャン教授に感謝申し上げたいと思います。

お釈迦様の誕生と悟り、そして、入滅を記念する三重に神聖なウェーサクの日は、お釈迦様

を偲ぶために世界中の仏教指導者と仏教団体が共に集まる好機です。この素晴らしい機

会を利用して、会議のテーマの『世界危機への仏教の取り組み』について十分な話し合いが

なされ、時代の要求に適った实践的な内容の様々な提案が交換されることを願っておりま

す。 

 

 最後に、世界中から集まられた仏教代表団の皆様の幸福と国連ウェーサクの日祝祭の

成功を三宝にお祈りいたします。  
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仏教伝道協会（IDB） 

チリ、サンチアゴ  

 

 

 

 私たちは南アメリカのチリから、2009 年ウェーサクの日という、三重に神聖な日を祝うため

にタイに集まった全仏教界の皆様方に対して、友愛を込めたあいさつを送ります。  

 

 

 私たちはマハチュラロンコーン仏教大学学長、国連ウェーサクの日祝賀式典国際評議会

議長である最高尊師プラ・ダマコサジャン教授・博士に感謝しております。そして、ウェーサク

の日をお祝いするためにこのすばらしい祝賀式典を組織し、後援してくださったタイ王国政府

にお礼を申し上げます。  

 

 

 聖なるダルマ（法）が、世界中のサンガを律し、鼓舞して、人類とその指導者たちを、真に

人間的な文明へと導きますように。  

 

 

 

仏教伝道協会（IDB） 

チリ、サンチアゴ 

ウンベルト・バラオナ教授  

理事  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

 

 

 

 

 

 

2009 年／2552 年  

国連ウェーサクの日への  

メッセージ  

 

 

 

 国連ウェーサクの日（UNDV）の祝典のおかげで世界中の仏教徒が親密な関係を築くこと

が可能になっております。ケルタラジャサ仏教大学（セコラー・ティンギ・アガマ・ブッダ  ＜

STAB＞  ケルタラジャサ）のような、仏教徒人口が少ない国の仏教の高等教育機関にとっ

ては、様々な国の他の仏教界と親しい関係を結ぶことは仏教の教育機関の発展を促進す

るために是非とも必要なことです。  

 

 2009年／2552年の国連ウェーサクの日式典の主催者の皆様、とりわけ、ウェーサクの日

国際組織委員会、タイ王国政府、タイ組織委員会、マハチュラロンコーン仏教大学（MCU）、

国際仏教大学協会（ IABU）、国連ウェーサクの日国際評議会（ ICUNDV）、そして、タイの

国家仏教局の皆様に、この式典を準備して下さったお礼と、式典の成功のお祝いを申し上

げます。 

 国連ウェーサクの日の式典に参加される代表の皆様、オブザーバーとパネリストの皆様、

そして、すべての参加者の皆様にとって“素晴らしいウェーサクの日”でありますようにお祈り

いたします。国連ウェーサクの日式典に参加された皆様方全員が、十分満足のいく利益を

見つけられますように。 

 

 

合掌 , 

 

 

エコ・レゴウォ博士  

インドネシア、ケルタラジャサ仏教大学  

学長  
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メッセージ 

 

 

最高尊師プラ・ダマコサジャン教授・博士 

国連ウェーサクの日祝賀式典国際評議会議長  

 

 

 

 

タイの国民と仏教界と王国政府は、2009 年の第 6 回国連ウェーサクの

日祝賀式典を開催する名誉を得たことを誇りに思い、光栄に感じており

ます。この大いなる行事が世界各地の仏教界の間に相互理解を生み

出すことをめざしていることは、すでに多くの人々が知ることですが、それは、深刻なグローバ

ル危機と数々の課題に直面しているこの時代に、最終的には、世界全体に平和と安定をも

たらすことでしょう。  

 

 

マハチュラロンコーン仏教大学は、タイ最高サンガ評議会の導きとタイ王国政府の支援のも

とで、国連ウェーサクの日祝賀式典の成功に向けて、とりわけ国際仏教会議の成功に向け

て、努力と時間とエネルギーを注いでいます。また、外国からの参加者の皆様の便宜をはか

る手助けにも、必要な努力が払われてきました。  

 

人類により大きな相互理解と平和をもたらすために、皆様方がこの目出度い祝賀行事に一

緒に参加されることを歓迎いたします。  

  

三宝の恵みが皆様方全員にありますように！ 

 

最高尊師プラ・ダマコサジャン教授・博士  

国連ウェーサクの日祝賀式典国際評議会議長、  

仏教大学国際協会会長、  

マハチュラロンコーン仏教大学学長  
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メッセージ 

 

 

ゴー・セン・チャイ氏、 

世界仏教徒連盟（WFB）執行委員 

WFB マレーシア、セランゴール地域センター会長  

国連ウェーサクの日国際評議会（ ICUNDV）副事務局長 

 

 マレーシアの仏教徒同朊を代表して、2552 年国連ウェーサクの日を祝うため

に、ここ、美しいタイ王国に集まられた皆様に心よりご挨拶を申し上げます。  

 

 私共は、この国連ウェーサクの日の式典催行を可能にして下さった、マハチュラロンコーン仏

教大学学長であり、国連ウェーサクの日国際評議会（ ICUNDV）の会長である最高尊師プラ・ダ

マコサジャン教授（博士）にたいへん感謝致しております。世界中から仏教全派のすべての指導

者達を一つ屋根の下に呼び集めることは、实際非常に大きな仕事です。私達は教授に感謝の

意を表明したいと思います。 

 

 今日私達は、経済危機、金融危機、政治危機、環境危機、戦争、そして、紛争といった様々

な種類の地球規模の危機に直面している世界に暮らしています。  

 

 今年の式典のテーマは、世界危機への仏教の取り組みというたいへん時宜に適ったものであ

り、仏法をどのように利用できるかに関して、私達がその方法と手段を見いだす素晴らしい機会

を与えてくれます。仏法は、私達が今直面している様々な問題を私達が解決する手助けをしてく

れる非常に有効な道具です。この式典では、様々な問題や問題となる分野についての討論と熟

考に重点がおかれるだけではなく、实行されるべき行動計画の推奨案を打ち出すことにも重点

がおかれるでしょう。 

 

三重に神聖なウェーサクの日－仏陀の誕生と悟りと涅槃（パリニバーナ）の日、というこの喜ばし

い機会に、お釈迦様によって教えられた法を思い出し实践しましょう。私達の師の偉大な徳を思

い出し、私達の精神生活を向上させるために日々の生活の中でそれを实践しましょう。  

 

最後に、2552 年国連ウェーサクの日の式典の成功と、現在ある世界のすべての問題が克朋さ

れ消し去られることをお祈り致します。 

 

気高い三宝の祝福により、すべての生き物が安寧幸福でありますように。  
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メッセージ 

 

T. ダンマラタナ尊師（哲学博士、ソルボンヌ）  

国連ウェーサクの日国際評議会（ ICUNDV）、副議長  

世界仏教徒連盟、副会長  

フランス仏教徒連盟会長閣下、フランス  

 

 

この場をお借りして、タイ王国での 2009年 5月の国連ウェーサクの日式典の

主催者の皆様に心よりお祝いを申し上げます。特に、この神聖な行事を主催

して下さったタイ国王陛下の政府には、その寛大さに感謝申し上げます。また、タイ国政府と

共にこの仏陀の生涯の三つの神聖な出来事を記念する式典を成功させるためにあらゆる

努力をし大きな貢献をされた、マハチュラロンコーン仏教大学、タイ国最高サンガ評議会、国

連ウェーサクの日国際評議会、そして、そのほかの協力者の方々に感謝申し上げます。  

 

今日、人類社会は、経済危機、政治危機、社会と環境の危機、そして、民族面での危機に、

近年の歴史上、他に類をみないほど大きな影響を受け苦しんでおります。これらの危機の結

果、何十万人もの人々が、財や雇用や生涯の夢を失うという予想外の問題にぶつかってい

ます。また、危機に直面してそれを克朋するための即座の解決策を見いだすことができずに

その命を失った人々さえいます。それゆえに、バンコクで開催される 2009 年の式典のテーマ、

『世界危機への仏教の取り組み』は、著名な仏教の指導者、学者が、仏陀の教えの光を通

して、広く話し合うべき非常に重要な題目です。私は、バンコクでの皆様方の話し合いによっ

て、現在ある問題に対する緊急且つ効果的な解決策が見いだされ、私達が住む惑星、地

球の何百万人もの生命を救うことになると信じております。  

 

仏教は、過去 25 世紀の間、人類の発展と持続可能な世界平和の進展のために重要な役

割を果たしてきており、今日、仏教が、哲学、精神的伝統として世界的に受け入れられ認知

されていることは明らかです。仏陀の崇高な教えは、社会的、経済的な向上、異宗教間、異

文化間の調和、そして、宗教的多様性の進展を奨励しており、また、私達が暮らす現代社

会において非常に必要とされている人間の尊厳を強く推進します。  

 

それゆえに、私は、タイでの国連ウェーサクの日式典に出席される仏教指導者の皆様方が、

世界危機のネガティブな結果を直ちに克朋し、すべての人類が幸福と平和を享受すること

ができるより良い世界を作り出すために優れた役割を果たして实りある結果を生み出して下

さる、と信じております。  

 

皆様方の討議によって、タイ王国で開かれる 2009 年国連ウェーサクの日式典が大きな成

功を収めますことを願っております。ありがとうございます。  
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祝賀のメッセージ 

 

 

 

拝啓  

 

 

この 2009 年国連ウェーサクの日という祝祭に際し、アメリカの仏教界を代表して祝辞を申し

上げますことを名誉と存じます。  

 

私達は、この非常に意義深い会議を続けるために時間と労力を捧げられた多くの方々の努

力を認識しなければなりません。この会議の場からこれまでに生み出された考えやメッセー

ジは、より良い、より安全な、そして、より思いやりに満ちた国際社会を作ろうとする仏教徒の

真摯な努力をはっきりと示しています。  

 

貪欲と暴力と苦しみという現在の情勢は、仏陀の教えの影響を受けなければ救われません。

仏陀の教えは今日の社会が抱える病を治療する源となります。私達が治療法を見つけよう

と努力を続ける時、私達が直面するのは、万能薬はなく、絶え間なく警戒を続けることによっ

てのみより大きな荒廃を防ぐことができるのだ、という事实です。この会議のような集まりは、

認識の炎を赤々と燃やし続ける良い機会です。私達の献身は、優れた同輩達の話し合いや

論評によって再び元気づけられます。彼らのメッセージに鼓舞され、私達は、各々が頑張ろ

うという気持ちを高めて、それぞれの義務へと戻るのです。  

 

私達は、この気高い会議の主催者と参加者の皆様に賛辞と敬意を表します。仏陀のメッセ

ージがあまねくすべての生き物に届きますように。  

 

 

 

バンテ・チャオ・チュー 

ロサンゼルス佛教聯合會、会長  
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全日本仏教会  

W. F. B. 日本センター 

 

 

仏暦 2552 年（2009 年）5 月 4 日  

 

仏教徒同朊へのメッセージ  

 

再びタイで開催された 2009年（仏暦 2552年）国連ウェーサクの日の祝

典に全日本仏教会を代表して心よりお祝い申し上げます。この偉大な

お祝いに非常に多くの人々が参加されておられることは喜ばしい限りで

す。また、この祝典を準備するために休むことなく働いて下さったすべて

の皆様に深く感謝いたします。  

 

今日、私達は皆、地球温暖化に伴う地球環境問題といった多くの深刻な問題に直面してい

ます。このような現在の世界の情勢を考えると、各宗教は、人権を尊重し、全ての人々に平

和な生活をもたらすために働こうと切望すべきでありましょう。しかしながら、残念なことに、そ

れとは逆に宗教が紛争と不穏を増大させています。  

 

仏陀が説かれた相互依存、そして、仏教の一切衆生の教えは、私達にとって、人間とすべ

ての動植物が持つ生命の共通性という現代的な意義を持っています。  

 

これは、人間だけが優れており、他のすべての生き物を従属させることができる、という傲慢

な考えではなく、人間がすべての動植物と共存するという理想に基づく生態学的な考え方で

す。 

 

私達が、お互いを認め合うことによって、そして、釈迦牟尼仏陀の教えを起源とする相互依

存の法則に従って、調和に満ちた共存のために努力しなければならないのは、まさに現代の

ような時代においてです。 

 

この式典の場をお借りして、世界中の仏教徒の団結が一層固いものとなりますことを心から

祈願いたします。  

 

合掌  

 

松永有慶  

全日本仏教会、会長  
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メッセージ 

 

松本廣氏  

インナートリップ霊友会インターナショナル（ ITRT）代表  

 

 

 

タイ国で開催される 2009 年国連ウェーサクの日祝祭にこのメッセージをお届けできることを

非常に光栄に存じます。タイ王国政府とタイ仏教サンガの皆様がこの式典のために払われ

たご苦労に感謝申し上げます。  

 

世界の教育システムは何百年、何千年の間、全体的に同じ形で続いて参

りました。しかしながら、知識は教育とは別のものです。教育は人間の頭脳

に情報を与えることができますが、人間の心を鍛えることはできません。知

的訓練と理解は生計の資を得るためのものです。  

 

教育は、人間の生活を維持するために必要とされています。しかし、それは人生の唯一の目

的とは成り得ず、また、幸福への真の道とも成り得ません。もしも、教育が幸福への真の道

であるなら、この世界にこれほど多くの苦しみは存在しないでしょう。  

 

苦しみは、本質的に、人が教育を受けているか受けていないか、あるいは、人が貧しいか金

持ちであるかということによって引き起こされるものではありません。苦しみは、単に、自分自

身の心に対処する方法を知らないことから生まれるのです。心というものは、様々な霊気、

感情、情緒の巨大な器です。心は、天国から地獄を作り出すことができるし、地獄から天国

を作り出すこともできます。それはすべて、私達がどのように私達の認知力を鍛えるか、どの

ように心を鍛えるかにかかっています。  

 

一個人がある事柄を脅威であると認識することから、社会が、国が、そして、全世界が恐慌

状態に陥ることがあります。憎しみという感情は、戦争を生み出し、人類に厄災を生み出す

ことがあります。实際、幸福な生活の唯一の指標が教育によって得られる物質的繁栄であ

るということは決してありません。幸福な生活の指標というものは物質的繁栄を超えたもので

なければなりません。なぜなら、人間には、純粋に物質的な側面以外の別の側面があるか

らです。 

 

ここで私が申し上げているのは、人間の精神的側面のことであり、それは、内省と黙考、そし

て、自己の内面への旅によって感じられ経験される必要があります。しかしながら、この旅は

導き手を必要とする旅です。単なる本の中の知識の移植や、事实や数字の暗記ではこの旅

には成り得ません。現代の教育技術によって形式化し伝えることが非常に難しいのが、この

内なる自己についての知識という経験的側面なのです。  
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紛争や衝突、戦争、そして、社会不安に苦しめられている多くの国の政府にとって、このこと

はいつも課題であり続けています。人々を宗教から切り離しておいて、生きる価値がある形

で生活するのを助ける知識を人々に伝えることなどできません。この基本的知識は、私達の

生活のあらゆる分野における表面上の進歩にもかかわらず、世界の多くの国々にとって相

変わらずとらえがたいものですが、この基本的知識は、今や、安全保障を大きく左右すると

予想される重大な問題のひとつにまでなっています。  

 

この心についての基本的知識がいまだに世界が直面する問題と関連して考えられていない、

ということは实に驚くべきことです。そこで、私共、 ITRI では、古代の叡智と現代の医学研究、

心理学者や、精神分析医、宗教指導者、そして、大勢の代替医療实践者による研究に基

づいた学術的コースを作りあげるべくあらゆる努力を行っております。  

 

私共は、現代という時代において心身一体となった健康の増進が個々の人にとって必要で

あるということを、具体的な形でビジョンとして国連のWHO（世界保健機関）の憲章に記され

るようにしようと努力としております。本日、ウェーサクの日に、私達はこの場で、国連の理想

と目標への私達の献身を再び繰り返して語る機会を得ております。これは实際、これまでほ

とんど研究が行われてこなかった分野であり、私達には、この分野にさまざまな手段と方法

と新たな方向を構築し工夫するために、多様な面を持つ非常に大きな課題が課され続けて

います。 

 

松本廣  

インナートリップ霊友会インターナショナル（ ITRI）代表  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


