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  仏陀の誕生・覚醒・涅槃を記念するウェーサクの日にあたりご挨拶ができることを心

より喜んでおります。ウェーサクは、仏陀の生涯と教えの中に体現されている寛容、慈

悲、人々への奉仕という根本的な価値について、すべての仏教徒が深く考える時であ

ります。これらの価値は、国連憲章にも反映されており、人々が平和で尊厳をもって繁

栄し、栄えることができる世界を目指して加盟各国が共同で取り組んでいくことが憲章

の中に謳われています。 

 

  今年度のテーマ「地球の回復：仏教徒の展望」は、様々な危機が起こっているこの今という時期の全世

界の関心の核心を突いています。経済、財政的危機が起こった時、最初にそして最もひどい打撃をこうむっ

たのは貧乏な人々でした。その人たちが、回復にも一番長い時間を必要とすることでしょう。このような時に

あたり、私は世界の指導者たちに、一致団結して共通の利益に向かって行動するように促しました。彼らが

すぐに時宜を逸することなく反応し、国連が努力した結果、危機が悪化するのを何とか避けることができま

した。いくつもの貴重な教訓をそれにより学びましたが、それらの教訓は、いまだにその影響が続いている

今、私たちがどのように反応すべきかを教えております。 

 

  このように一致団結していくということは、相互の依存性が高まっている今日の世界においては、ますま

す必要不可欠なものとなっております。ウェーサクの日には、このような団結した行動が行なわれており、こ

のお祝いの一部として、より恵まれない人々に対する慈悲に基づいた活動が毎年行なわれています。他の

人々に対して関心を示してはじめて、貧困と飢餓を減らす、環境悪化を食い止めその流れを逆転させる、

破滅的な気候変動を回避する、全ての人にとって自由で平和で公正な世界を作る、という私たちの時代が

抱えている大きなチャレンジに取り組むことに成功することができます。もし私たちが仏教の真の精神に従

うなら、もしくは世界の他のどのような主要な宗教でも良いのですが、その宗教の真の精神に従うなら、こ

れらの気高い目標の全てを達成することができるのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

国連ウェーサクの日にお祝いにあたって 

 

 

UNESCO 事務局長 

イリーナ・ボコヴァからの祝辞 

 

タイ国 アユタヤ 2010 年 5 月 22 日 

 

2010 年国連ウェーサクの日にあたり、全ての仏教信者の皆様に、そして、仏教文化に体現

されている平和と慈悲の価値を共有している世界中の人々に、心よりのご挨拶を申し上げ

ます。 

 

仏陀は、共に平和に暮らすことと多様性を受け入れることを強調しましたが、この仏陀の考

えは、「文化の和解のための国際年」である今年、特に大きな共感を呼びます。ユネスコは、

この国際年を先頭に立って導いていく国連機関に指定されているのですが、その主要な目的は、知識と相

互理解を推進し、価値の共有を強化し、対話を促進していくことです。それが、持続的発展を最もよく保証し、

最終的には平和をもたらすからです。 
 
昨年11月にユネスコの事務局長に就任した時、私は、教育、科学、文化における国際的協力を通して平和

と相互理解を推進していく、というユネスコの極めて人道主義的な使命はこれからもずっと変わることなく重

要である、ということを強調しました。私は、また、グローバリゼーション、気候変動、水資源管理、経済の不

安定さに対する不安が自国主義を台頭させ緊張を生み出している今という時代に、どのようにユネスコの

使命を果たしていくかを新たな目で見つめ直していく覚悟である、ということも述べました。 
 
私たちがどこの出身であろうとも、私たちは当然のことながら人間であり、平和は、交流と対話を通して

人々の心の中に一日一日と築いていかなければならない、と信じています。私は、また、私たちは昔から大

切にされている価値である寛容、慈悲、相互の尊重、ありがたく思う気持ちを備える必要がある、とも確信し

ています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

仏暦 2553 年（2010 年）5 月 25 日 

国連ウェーサクの日会議 

閉会式での 

アピシット・ウェーチャチーワ首相閣下の演説 

 

聖下、 

最高尊師とサンガの皆様方、 

閣下、 

素晴らしい参加者の皆様方、 

 

 

  2010 年国連ウェーサクの日を記念する国際会議に参加致しますことは、私にとって大

きな喜びであり名誉であります。 

 

  皆様が良くご存じの通り、ウェーサクの日は、お釈迦様の生涯に起こった重要な出来

事に関連しております。それは、お釈迦様の誕生と悟り、そして、入滅を記念する日です。

その生涯において、お釈迦様は多くの人々に説法され恩恵を与えられました。その後、世

界中にその教えは広まり、今日まで人類に平和を生み出してきました。それゆえ、国連総会は、1999 年 12

月 13 日に、ウェーサクの日が世界にとって重要な日であることを認知する決議を採択しました。それ以来、

毎年、様々な国々が順番にニューヨークの国連本部と世界各地の国連事務所で行われる国際的な式典の

準備と運営を担当しております。タイでは、2004 年から、私どもがウェーサクの日の式典と国際仏教徒会

議を主催して参りました。 

 

 

  私個人は、お釈迦様の教えは世界に平和をもたらす道具となりうる、とりわけ、お釈迦様がお説きになっ

た非暴力、平和で調和に満ちた生活、慈悲の心、愛と優しさ、そして、お互いの助け合いは、現在の私達の

社会にとって必要不可欠なものであると信じております。私達は様々な危機のさなかにおります。その危機

とは、経済危機、社会危機、そして、環境危機でありますが、これらが今年の会議のテーマの中で取り上げ

られることでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2010 年度ウェーサクの日 

タイ王国大僧正執行委員会代表 

ソムデット・プラ・プラプッタチャーン大僧正 

からの祝辞 

 

  ウェーサクの日は、仏教徒にとって非常に重要な日です。仏陀が世界にとっ

て非常に重要であるのと同じように、ウェーサクの日は、太陰暦 6 月のこの満月

の日に仏陀が生まれ、覚醒し、最後に涅槃に入られたゆえに、とても重要なので

す。仏教徒は、この日に特別な深い思いを持っており、この日をウェーサク・プー

ジャの日と呼び、一堂に会して仏陀に対して特別な敬意を払います。 

 

  もっとも重要なことは、仏陀の覚醒が世界に平和と幸福と暖かさをもたらした、ということです。覚醒によ

って得られたものは法であり、それはあらゆる人々に平和と幸福と暖かさをもたらす無量の価値ある宝物で

す。誰もが平和と幸福と暖かさを望んでいます。それらは苦しみと熱の対極にあります。それゆえ、平和と

幸福と暖かさを作り出す法は、価値を付けようのないほど大切な遺産です。 

 

  タイ国にとってありがたいことには、私たちの先祖たちは、大変賢明にも、仏教に献身しました。私たち

は、この遺産を受け継ぎ続け、平和と幸福と暖かさを作りだすために、今日に至るまで仏教を信じ、仏法を

実践し続けています。 

 

  国連は世界中に広まっている仏法の重要性を認知して、1999 年 12 月 15 日に、ウェーサクの日を重要

な宗教の日であると宣言する決議を行いました。この決議は、平和と幸福と暖かさを欲している世界中の

人たちによって歓呼の声で迎えられました。人々は、太陰暦 6 月の満月の日に仏陀を崇拝して行なわれる

行事に共に参加しています。 

 

  2010 年のウェーサクの日のために、タイ政府は仏法の実践と普及を推進していくための予算を計上し

ました。これはヴィサカ・プージャにふさわしい最高の敬意ある行いです。ウェーサクの日のお祝いを行なう

にあたり、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（ICUNDV）は、タイで行なわれ

るこの仏陀を崇拝する儀式に、世界中から仏教の精神的指導者たちを招待しました。 

 

  ウェーサクの日の重要性を認識してくださっている政府に心からの感謝の言葉を申し上げるとともに、こ

の国際的に重要な日となりつつあるウェーサクの日の行事の遂行を心をこめて手伝ってくださった皆様方

すべてにお礼を申し上げたいと思います。 

 

 

 

 

 



 

 

 

半田孝淳第 256 世天台宗座主 

  

第七回 祝・国連ウェーサクの日 ２０１０年仏教徒会議 

祝賀メッセージ 

第２５６世天台座主 

半 田 孝 淳 

 

 

 

 本年５月に、タイ国バンコクにおいて第七回国連ウェーサクの日 2010 年仏教徒会議と記念式典

が開催されますことを心より御祝い申し上げます。 

 上座仏教の国々におかれましては、釈尊のご生誕、ご成道、ご入滅をインド歴第二月の第一満

月の夜（陰暦五月）とされており、かねてよりウェーサクの日としてお祝いされ、記念してこられまし

た。 

 その聖なる日を世界的に祝うことが、1999 年に国連総会で決議され、第一回の記念行事が 2001

年にニューヨークの国連本部で盛大に開催されたのであります。 

 その後、バンコクを中心にメインイベントが開催され続けておられますことは御同慶に堪えない次第でございます。 

 今回も、タイ王室が主催され、マハチュラロンコーン大学が企画されました今第七回ウェーサクの日記念式典に全世

界の仏教徒が集い「世界の復興―仏教徒の見解」とのテーマのもとに叡智を結集されますことは、誠に意義深いもの

と存じます。 

 世界は、テロと対立によって混迷の度を深めていますが、釈尊の示された慈悲の心と、天台宗、比叡山を開かれた

伝教大師の「己を忘れて他を利するは慈悲の極みなり」という教えに依るならば、必ず世界平和が訪れるものと信じま

す。 

 今回の第七回国連ウェーサクの日 2010 年仏教徒会議が、人々が共に手を携えて歩む世界を創造されるよう念願し、

御祝いのメッセージといたします。 

 

 

 

 

 

 



 

 

メッセージ 

2010 年国連ウェーサクの日のお祝い 

 

 

  ウェーサクの日は、仏教徒にとってだけではなく、人類全体にとって重要

な日です。それは、仏陀の法がこの世の一切衆生へと広まり幸せにしていく

からです。仏陀は人々に、全ての生きとし生けるものに慈愛を注ぐように教

えられただけではなく、平和と幸せを一人ひとりに、社会に、国家全体に、そ

して世界にもたらすように教えられました。 

 

  仏教が、特に、愛、慈愛、非暴力に強調を置いた教えにより、2500 年以上にわたって人々に限りない貢

献をしてきたことを考えて、国連は、世界の仏教徒に大きな祝福をもたらすウェーサクの日を「国連の日」と

正式に宣言することに同意しました。 

 

  今年 2010 年（仏暦 2553 年）に、タイ国は、世界ウェーサクの日における国際仏教徒会議を組織する名

誉を授かりました。タイ国政府とタイ国サンガ協会は、マハチュラロンコーン仏教大学（MCU）に、約 80 の

国々からサンガの長老や仏教指導者や仏教専門家が参加するこの会議の運営を正式に委託しました。私

は、このお祝いの運営委員会委員長として、2010 年国連ウェーサクの日のお祝いにおける第 7 回国際仏

教徒会議の準備に熱心に取り組んでくださったマハチュラロンコーン仏教大学の教員の皆様、事務スタッフ

の皆様、そして政府部門、民間部門の皆様に心よりお礼を申し上げます。 

 

[署名] 

プラ・ダマコサジャン 

マハチュラロンコーン仏教大学 学長 

国際仏教大学協会 会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

タイ国、バンコクでの国連ウェーサクの日に寄せて 

 

 

 

仏教社会は、何千年も前から、ウェーサクの祭りを祝ってきました。その日は、ゴータマ・

ブッダの誕生と悟りそして涅槃を記念する日であると共に、また、仏教思想が人類の文

化と社会に対してなしてきた大きな貢献を顧みる機会です。私は、オーストラリアに人々

が、世界中から集まった同胞と共にバンコクで国連ウェーサクの日を祝う機会を持つこ

とを喜んでおります。 

 

「地球の回復」という今年の会議のテーマは、仏教がどれほど今日にとって適切なもの

であるかを示しています。私達が経済的争いから抜け出ようとする時、仏教の中心的教義である協力、勤

勉、そして、思いやりという価値観は、これまで以上に平和で公平な世界を建設しようとしている私達に多く

のことを教えてくれます。これらの価値観をまもることによって、私達は過去の過ちを繰り返さないようにで

きるだけではなく、もっと明るい未来のために努力することも確実にできるでしょう。 

 

国際仏教徒会議に参加される皆様とウェーサクの日を祝われる世界中のすべての皆様に、心からのご挨

拶を申し上げます。 

 

オーストラリア首相 

ケヴィン・ラッド下院議員閣下 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

バングラデシュ人民共和国政府 

総理大臣 

 

ベンガル暦 1417 年ジャイシタ月 8 日 

2010 年 5 月 22 日 

 

メッセージ 

 

  タイ国のバンコクで開かれる国連ウェーサクの日式典にバングラデシュからの仏教

徒代表団が出席することを知りうれしく存じます。 

  バングラデシュは、様々な社会が調和を持って共存している国であり、どの社会もそ

れぞれの宗教を非常に平和に遵守しています。バングラデシュはまた、仏教文化の大き

な遺産を持っており、この地の仏教徒は力強く才能に溢れる社会を形成しております。 

  私は、この会議が世界平和の確立に向かう新たな道の先導役となることを願っております。 

  国連ウェーサクの日式典が素晴らしい成功を収めますよう心よりお祈り致します。 

 

バングラデシュが永遠にありますように 

          

     シェイク・ハシナ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

カンボジア大僧正 

カンボジア仏教サンガ代表、マハーニカイ派官長のテップ・ヴォン大僧正 

祝辞 

 

   2010 年 5 月 22 日から 26 日まで、タイ国のバンコクで開催される国連ウェーサクの日の

式典というめでたい機会にお祝いのメッセージをお送りできることは大きな名誉であり喜びで

す。 

 

  私はこの機会をお借りして、国連ウェーサクの日国際委員会とタイの最高サンガ評議会、

タイ王国政府、そして、マハチュラロンコーン仏教大学の皆様がこの催しを成功裡に組織さ

れたご尽力を讃えたいと思います。 

 

  お釈迦様の誕生と悟り、そして涅槃を記念するウェーサクの日は、仏教暦の中で最も重要な日であり、上座部、大

乗、密教その他の宗派に関わりなく、世界中の仏教徒にとって最も重要な日です。今日、私達はここに集まりウェーサ

クの日を共に祝うわけですが、その目的は、単に仏教徒の統一と友情と協力を示すことだけではありません。私達は、

世界平和と持続可能な開発への仏教徒の貢献に関する様々なテーマについて論じ合い、今日世界が直面している大

きな難問の具体的な解決策を探し、また、仏教を保護し一層普及させる方法を見いだすのです。 

 

  仏教には深い理論と哲学があり、それらは世界に、科学と物質社会がこれまで成し遂げることができずにいる純粋

な平和と至福を与えることができます。今日の世界において、科学は、物質主義を通して、快楽や幸福のように見える

どんなものでも与えることができますが、それはうわべだけのものに過ぎない、ということが事実なのです。科学が与

えるものによって人類は快楽や幸福を追い求めますが、いずれはそれによってストレスを受け、自分自身と、家族と、

地域社会と、そして、社会全体と衝突し、そして、時にはそれが戦争に至ります。それに対し仏教では、世界の静穏と

平和そして調和は、瞑想、愛情深い親切心、慈悲心、忍耐、そして、非暴力を実践することによって、まず、個々人か

ら始まります。 

 

  仏陀の教えは偉大であり、平和と調和をもたらすものでありますが、私達がその教えを実践しなければ、何の利益

も私達にもたらしてくれません。それゆえ、この素晴らしい催しを祝うためにここに集まることで、私達は、仏陀の教え

をより良く理解し、世界の平和と調和と繁栄のためにもっと根気強く活動するための励みを得られるように、私達の持

つ知識と経験を話し合いお互いに分かち合う機会を持つのです。 

 

  この式典で意義深い討議が行われ、大きな成功が収められますよう、お祈り致したいと思います。 

    

   カンボジア王国大僧正 

   カンボジア仏教サンガ代表、マハーニカイ派官長のテップ・ヴォン大僧正 

 

 

 



 

 

第 7 回国連ウェーサクの日への 

カンボジア王国トアンマユット派 

ボウ・クライ大僧正からの祝辞 

2010 年 4 月 19 日 

 

聖下、 

最高尊師並びに尊師の皆様、 

閣下、 

皆様 

 

まず最初に、バンコクで開催される第７回国連ウェーサクの日の主催者の皆様、とりわ

けタイ政府に心より深くお礼を申し上げます。 

 

第７回国連ウェーサクの日の開催おめでとうございます。この重要な催しを非常にうれ

しく名誉に思います。 

 

私は、カンボジアの仏教徒をはじめ、修道の誓いを立てて一切衆生の幸福のためにそ

の人生を捧げている仏教徒の貢献を高く評価しております。第７回国連ウェーサクの日の貴重な成果が、

私達に仏教徒の一層大きな統一の展望を示し、また、世界社会の中での仏教徒の存在を一層強いものに

してくれるであろうと確信しております。 

 

私は、仏教の様々な宗派を集め、世界中から代表者を呼んだ皆様の努力に拍手を送ります。この集まりに

より、仏教の価値観と信条が社会からこれまで以上に深く理解されることでしょう。また、この集まりは、私

達がもっと平和で持続可能で公平な世界社会を育もうとする際に、世界を導く手助けとなるでしょう。 

 

私は、この機会をお借りして、最高尊師プラ・ダマコサジャン博士の活動と指導力を称賛すると共に、今日

の世界において、そして、博士に続いてこれから先の幾時代において、仏教を発展させ広める偉大な仕事

を続ける方々を応援致したいと思います。 

 

仏法の下に謹んで 

ボウ・クライ大僧正 

 

 

 

 

 

 


