
アルメニア仏教センター 

日付：2010 年 4 月 12 日 

アルメニア共和国の仏教徒からの 

三重に神聖なウェーサクの日の式典によせる祝辞 

 

深い敬意と大きな喜びをもって、ソムデト・プラ・プッタチャン聖下とマハチュラロンコーン仏教大学学長、最

高尊師プラ・ダマコサジャン博士、並びに、すべての尊師の皆様と法の下にある友に、三重に神聖なウェー

サクの日のお祝いを申し上げます。 

 

会議にご招待いただき、最高サンガ評議会とタイ国の人々、すべての仏教徒、並びに、世界中の善意ある

人々に三重に神聖なウェーサクの日のお祝いを申し上げることを可能にして下さったことに対し、アルメニ

ア共和国の仏教徒を代表して心より感謝申し上げます。 

 

私どもは、心広く親切で笑顔を絶やさぬ人々が住む皆様のお国に、平和と幸福と繁栄と世界のすべての幸

運が訪れることを願います。皆様方の努力によって、祝福された人、仏陀の教えが非常に注意深く育まれ

伝えられていく様を目にすることは心楽しいことです。タイ王国の最高サンガ評議会とその壮麗な寺院と僧

院、そして、祝福された人、仏陀の教えに忠実に身をゆだねるタイの人々は、仏陀の法がこの国に確固た

る基盤を築いていることを示しており、仏陀の法がこれからも善をなし続け中道に従うすべての人々に光と

悟りをもたらし続けてくれる、という希望を与えてくれます。 

 

仏教は、一つの民族という境界を越えて世界宗教として広がっています。それは、国籍に関係なくすべての

人々がストレスや苦しみや不運といった心理的な困難な問題に対処することを可能にしてくれます。そして、

重要なことは、その目標が、単純であるが非常に深い道徳的理念に従って自立を求め見いだすことである、

ということです。仏陀の教えは、疑いなく、人々の間のそして国と国の間の相互理解を発展させます。この

相互理解は、経済危機と避けがたい失望という困難な時代である今日、特に緊急に必要とされているもの

です。今年の会議のテーマ『地球の回復：仏教徒の展望』は、仏教徒にとってのみならず、世界全体にとっ

て非常に時宜を得たものです。あらゆる国と国家が世界危機のために何らかの困難を感じており、仏陀の

教義から直接導き出される行動原理と取り組みは、全人類のための大きな支援として役立つことができる

でしょう。 

 

以上のことを考えるなら、皆様が主催される会議は、仏教徒に課せられている責務を正しく全うしようとする

ものであり、このような会議を主催し開催される皆様の努力はどんなに高く評価してもし過ぎるものではあり

ません。 

 

皆様の努力のおかげでウェーサクの日が国連の公式の祝日として認知されていることに、もう一度深くお

礼を申し上げます。 

全ての人類が健康で幸福でありますように！ 

アルメニア仏教センターアルタシェス・K.・ガザリアン博士・会長 

 



ダルマセン・マハテロ聖下 

バングラデシュ 大僧正 

   住所： 

   バングラデシュ, チッタゴン区, P.S.パティヤ, P.O.マウラヴィハット 

   ウナニプーラ・ランカラン 

    

2010 年 4 月 28 日 

 

祝辞 

 

 

国連ウェーサクの日という素晴らしい祝祭に心からのお祝いをお送りできることは非常に喜ばしく名誉なこ

とです。この祝祭は、ゴータマ・ブッダの誕生と悟りと入滅を記念するために設けられております。バングラ

デシュのすべての仏教徒を代表して、ウェーサクの日式典の組織委員会に心よりの敬意とお祝いを申し上

げます。 

 

様々な紛争やテロリズムが現在の世界をたびたびかき乱しております。世界の生きとし生けるものの間に

平和と調和を確立することができるのは仏教だけです。第７回国連ウェーサクの日式典に、世界中から指

導者達が集まりその考えを分かち合います。これによって、世界中の国家間の関係は必ず強まることでしょ

う。この式典で、指導者達は仏教徒から見た地球の回復について話し合い、そして、その解決策を見いだ

すことでしょう。この幸福な催しは、世界中の人々の間に平和と調和を確立するために重要な貢献をする、

と私は信じております。 

 

すべての皆様に、そして、とりわけ、第７回国連ウェーサクの日式典を主催して下さったタイのマハチュラロ

ンコーン仏教大学と日本のインナートリップ霊友会インターナショナルに、心からのご挨拶を申し上げたいと

思います。 

 

組織委員会の皆様には、心よりのお祝いを申し上げ、また、私と私の代表団をご招待下さり、この素晴らし

い祝祭に参加する機会を与えて下さったことに深く御礼申し上げます。 

 

第７回国連ウェーサクの日式典が素晴らしい成功を収められますようお祈り致します。 

生きとし生けるものが幸福でありますように。 

 

                 仏法のもとに 

               サンガライ・ダルマセン・マハテロ博士、バングラデシュ最高サンガ評議会大僧正 

 

 

テラバーダ・イン・ベラルーシ 

ベラルーシ, 221017, ミンスク, マツセヴィッチ通り 88-38 



 

2010 年 5 月 20 日 

 

親愛なるサンガの尊師の皆様と仏法の友へ、 

 

国連ウェーサクの日式典と仏教徒会議にベラルーシ共和国の代表として出席致しますことは非常に名誉な

ことです。 

 

ベラルーシは、ヨーロッパの中央部に位置しており、東はロシアと、西はポーランドと国境を接しています。

仏陀の教えがベラルーシに伝わったのは最近のことですが、にもかかわらず、仏陀の教えは、自己の存在

に関する問題の答えを探し求める多くの人々を引きつけております。この自己存在の探求の結果として、チ

ベット密教、禅宗、ヴィパッサナーなどの様々な宗派が提携する幾つかの仏教グループが形成されました。 

 

仏教文化を持ち、仏教文化全般を、とりわけ、テラバーダ(上座部)仏教の文化を支えているタイ国で行われ

るこの催しに参加できることは、テラバーダ仏教の信奉者である私にとって二重に名誉なことです。私達は、

テラバーダ仏教の瞑想を定期的に学び実践している小さな在家グループで、今回私が代表となる名誉を得

ました。 

 

今回の会議のテーマは『地球の回復－仏教徒の展望』ですが、これは多くの人々にとって素晴らしいことで

す。仏教は瞑想する僧侶と社会的に活動する在家の人々、両者のための教えですが、仏教の法には、今

日の世界に提供すべきものが実に多く含まれています。また、仏教の実践は、ある特定の文化や地理的な

場所に限定されることのない普遍的なものなので、どのような社会においても容易に実行することができま

す。私は、仏教の教えは、法を実践する個人やグループの人々の生活に積極的な変化を生み出すことが

でき、それゆえ、世界共同体のいろいろな面に影響を与えることができる、と確信しています。 

 

この催しが世界の仏教徒の統一を促進することは確実です。仏教には数多くの宗派があり、そのすべてが

独自の教義を持っておりますが、それを認めた上で、仏教の法に従う人々は国籍や民族や文化にかかわ

らず仏教徒としての統一を維持すべきです。もしも、世界のどこかのある仏教グループが、あるいは、仏教

国家が困難に直面したら、世界の他の地域の自らを仏教徒であると考える人々は、その人達の問題に無

関心であるべきではありません。今日では、現代の科学技術のおかげで、困っている人たちを助けるため

に世間の注目を集める多くの方法があります。 

 

私は、この会議が世界に仏法を広めるために貢献すると確信しています。中東で生まれた幾つかの宗教と

は異なり、仏教は攻撃的に布教を行う方針を持っておりません。そうではありますが、仏教の僧侶も在家信

者も、仏陀の崇高な教えを仏教に関心を持つ人々と、その人達の宗教的背景にかかわらず、分かち合うこ

とができます。人々は、何を信じているにせよ、幸福を求めています。苦しんでいる人々が幸福を得ようとし

ているのを見れば、仏教の法の敬虔な信奉者なら、彼らに慈悲心を持ち、仏陀の法を共に分かち合わずに

はいられません。仏陀の法は、攻撃によってではなく慈悲心によって、人々の心に入っていくのです。 

 



尊師の皆様に敬意を表し、また、会議を主催される方々とタイの人々の温かいおもてなしと仏法への献身

にお礼を申し上げます。 

 

生きとし生けるものが幸福で健康でありますように！ 

 

 

アンドレイ・ズミトリエフ 

ベラルーシ、ミンスク、テラバーダ・グループ共同創設者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

マイトレーヤ財団 

（アルゼンチン） 

 

 

 

  仏暦 2553 年（2010 年）の第７回国連ウェーサクの日式典に再び参加する機会を得たことは名誉なこと

です。私達は、式典を主催されるタイのマハチュラロンコーン仏教大学（MCU）と日本のインナートリップ霊

友会インターナショナル（ITRI）の努力と法への献身に非常に感謝致しております。 

  私達は、私達の出席が、仏教徒から展望した世界の回復というテーマについて私達が分かち合う討論

に貢献し、すべての命あるものの利益になればと願っております。私達は最高サンガ評議会とのこのような

関係と交流を実りあるものにすることを誓います。 

  この交流によって私達が豊かになり、スペイン語圏において仏法を確立させ十分に発展させることがで

きますように。私達がこの動揺する世界にある強欲と憎しみと無知という毒を逆方向に導き、それらを寛容

と慈悲と智慧に変えることができますように。 

 

  南アメリカのこの地より、世界中の仏教界に感謝のご挨拶をお送り致します。 

 

   

                           謹んで仏法のもとに、 

 

       

 

                             リカルド・トレド会長 

CP1429, アルゼンチン, ブエノスアイレス 

ファナ・アズルデュイ 2793、depto 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ダルマロカ [DHARMALOKA] 

クロアチア 禅仏教コミュニティ 

クロアチア, 10000 ザグレブ, ドゥルディセヴァ 23 

2010 年 4 月 24 日 

 

仏暦 2553 年／西暦 2010 年国連ウェーサクの日式典及び仏教徒会議への祝辞 

 

尊敬すべき僧侶、尼僧の皆様、 

優れた代表者とご来賓の皆様、 

ご来場の皆様、 

仏法の友たる皆様 

 

クロアチア禅仏教センターを代表して私が皆様に心からのご挨拶を申し上げることができるのは、大変な名

誉であり、うれしいことです。仏教暦で最も重要な日であるウェーサクの日の式典主催者の皆様には、タイ

王国で開催される式典が今年もまた成功を収められますよう、お祈り致します。 

 

この式典への参加にご招待いただいたことに対しても、深く感謝致しております。 

 

ウェーサクの日は、それが仏陀の生涯における歴史的な出来事を記すゆえに重要なのですが、それだけ

には留まりません。それらの出来事が、今日ここにいる私達にとって大きな意味を持って迫ってくるゆえに

重要でもあるのです。 

 

すなわち、釈迦牟尼仏陀の生涯の偉大な出来事を思い出すことは、私達一人一人の中に存在する潜在的

能力とその実現の可能性を思い出すことでもあるのです。 

 

会議のテーマ『地球の回復：仏教徒の展望』は、今日の世界が抱える根深い問題の解決に仏教の智慧が

どのように貢献できるのか、その方法を私達に考えさせます。仏法は、個人レベルでも社会レベルでも地球

レベルでも応用できる普遍的な原理に基づいています。今日の世界は、経済危機に苦しんでいるだけでは

なく、道徳と精神、そして、環境の危機にも直面しています。仏教はこれらすべての分野で問題に取り組む

ための貴重な方策を提供できるのです。 

 

今年のウェーサクの日の式典と会議は、世界中の仏教指導者達の間に調和を確立し、今日の世界が抱え

る問題の効果的な解決策を見いだすことにきっと大きな貢献を行なうことでしょう。 

 

法の下に謹んで 

 

クロアチア、禅仏教センター－ダルマロカ：ザルコ・アンドリセヴィッチ会長・仏法教師 

 

 



 

 

 

 

 

ワット・タイ・デンマーク・ブラマウィハラ仏教修道院 

デンマーク, スタンルース 3360, H.P.ハンセンスヴジェ 3 

 

団結 

 

 

  2010 年 5 月 23 日から 25 日に、アユタヤとバンコクで開催される第７回国連ウェーサクの日式典にご

招待いただきありがとうございます。 

 

  このいろいろな催しを MCU と ITRI が主催するということは、上座部仏教と大乗仏教が団結する、という

ことを意味しています。 

 

  私は、この場をお借りして、私達参加者全員は、この集いにおいて、穏やかさと優しさの中にお互いの

話に耳を傾け語り合う真の対話を行うことを求められている、ということを申し上げたいと思います。 

 

  このようにして、私達は、団結と平和と愛へと向かって共に歩むのです。 

 

 

 

フラクル・ヴィスディ・ダンマヴィデス僧院長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

サルボダヤ・シュラマダーナ運動 

創始者、会長 

A. T. アリヤラトネ博士 

 

スリランカのサルボダヤ・シュラマダーナ運動の創始者、 

A. T. アリヤラトネ博士からの祝辞 

 

 

仏陀の誕生と悟りと涅槃という三重に神聖なウェーサクの日を認知することを国連が宣言した 7 回目の記

念日に基調演説をするよう招待をいただきましたことを名誉に存じます。 

 

タイ最高サンガ評議会とタイ政府、タイのマハチュラロンコーン仏教大学、そして日本のインナートリップ霊

友会インターナショナル、そしてこの偉大な歴史的行事を主催される責を負われた皆様に、感謝と称賛とお

祝いを申し上げたいと思います。 

 

人類は今日、正しく扱わなければ未曾有の災害を引き起こし人類の文明を終焉させかねない、全地球規模

の困難に直面しています。仏陀の慈悲のメッセージは、これらの困難に敢然と立ち向かい、人類を満足と

幸福と平和へと導く方法を私達に示して下さる、と私は信じております。 

 

 

 

スリランカ, モラトゥワ, ラワタラッタ通り, サルボダヤ本部 96 番地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



エストニア仏教協会   タルトゥ大学, 東洋学研究センター 

エストニア, タリン   エストニア, 50090 タルトゥ, 大学通り 18 

2010 年 4 月 30 日 

現代の世界における仏教的人道主義という見方 

 

人道主義という概念は、西洋に起源を発し、さらに比較的最近生まれたばかりのものですが、仏陀の教え

はより広くより意味深い形で人道主義を実現するものである、と解釈することは、今日実り多く建設的なも

のとなりうるでしょう。第一に、仏陀の基本的な教義を現代の人道主義という観念と融合させると、現代の

思想と合理性という観点から見て、見違えるほどより良く明快に仏教の教義を理解できるようになります。

第二に、現代の文化においてはほとんど知られておらず評価されていないが仏教においては非常に重要

性を持っている重要な側面と意味を人道主義に付け加えると、人道主義それ自体の幅を広げることができ

ます。私がここで言っているのは、主に、解放すなわち自由に関する仏教の教義との結合のことです。 

  キリスト教から離れた西洋の人道主義は、現代の科学、技術、そして、社会の改革と進歩により個人は

解放されるという考えと結びついていますが、そのような考えは、人間が作った世界と価値体系の尺度は、

人間自身であり、人類が進化を通して到達できる目的地である、という考え方に基づいたものです。仏教の

基本経典の中では、人間と人間社会と宇宙を理解するためのそのような人間中心の考え方が、2,000 年以

上前に系統立てて説明されています。 

  このことを証明するために二、三の例を挙げさせて下さい。仏陀になるためには、仏陀は必ず人間の世

界に生まれなくてはならない、ということを私達は知っています。このように、仏教は、人間が仏陀になると

いう観点から、人間であることの独自性と不可避性を強調しています。さらに、命ある存在というすべての

範疇の中で、人間だけが、仏陀の法（ダルマ）という、人々を（より正確にはすべての生き物を）苦しみから

解放し、彼らを仏性（悟りを得た状態）へと連れて行くことを可能にする並はずれた文化的現象を受け入れ

実行することができます。それゆえ、仏教は、人類を生き物の中で最高位の集団として重んじます。なぜな

ら、菩提心（bodhicitta）を発展させることができるのは人間の存在を通してのみであるからです。仏教にお

いては、何冊もの教典の中で、個人が精神的発達を遂げて至高の状態へと至るために、途中に幾つかの

レベルが用意され、個人のタイプに応じて一歩一歩進むという独特の道が開発されており、非常に詳しく述

べられています。この道は、人間の、人類の、そして、最も高い意味では全宇宙の精神的進化のモデルで

あると言えます。そして、それが、仏教の中心的概念によって定義されているもの－解放なのです。 

  仏教では、人道主義の三つのレベルが区別されています：個人レベルのもの、宇宙レベルのもの、そし

て超越したレベルのものです。最初のものは亜羅漢のレベル、二番目は菩薩のレベル、そして、三番目が

完全に純粋な仏陀の分野です。現代の人道主義では、最初の二つだけがいくらか発展しましたが、人道主

義の三番目の面はほとんど知られていません。それゆえ、私は、仏教において強調されている解放の教え

を、現代の人道主義との関係においてより深く意識することは、私達の文明の現在のレベルの精神的進化

にとって非常に有益である、と主張したいのです。というのは、現代の文明においては、個人と個人の権利

が過度に重視され、一方、個人の人類に対する責任、地上の生命と全体としての宇宙の進化には不十分

な注意しか払われていません。仏教と現代の人道主義と科学的知識の統合は、人類の進化に新たな方向

を与えることができるでしょう。 

 

マート・ラーネメッツ、哲学博士・上級研究員 



 

ebu ヨーロッパ仏教協会 

 

ベルギー, スコーテン 2900, p-a, クルスパドシュトラート 33 

 

2010 年 4 月 20 日、スコーテン 

 

尊師の皆様、閣下方、誉れ高き方々、親愛なる友人達へ 

 

仏教を実践するヨーロッパ人の心は、自分の国の、自分の毎日の生活の状況に完全に取り込まれておりま

すが、その目と精神は東洋に向けられております。 

 

自分達自身との関係、他者との関係、あらゆる精神的哲学的伝統との関係、他の文化との関係、そして、

自然との関係を非常に豊かなものにしてくれるものが、私達が東洋からの素晴らしい贈り物として受け取っ

た仏陀の貴重な教えです。 

 

ですから、私達は、悟りを得られた方の教えを、時の流れの中で 25 世紀にわたって守り伝えて下さったす

べての国のすべての実践者の方々にお礼を申し上げたいのです！ 

皆様方全員が、私達の敬意と、皆様が私達に毎日もたらして下さる深い喜びに気づいてくださいますよう

に。 

 

私達はまた、互いに出会い、私達の惑星、地球の回復のために仏教ができる貢献を共に考えるこの素晴ら

しい機会を、非常に多くの人々に与えて下さるために多くの努力を払われたウェーサクの日の式典主催者

の皆様に、お祝いの言葉をお送り致します。 

 

仏陀の祝福が、私達を導き、私達が私達の惑星を手遅れにならにうちに救う手助けをして下さいますよう

に。 

 

ヨーロッパ仏教協会会長 

フラン・ゲートゲーバー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2010 年国連ウェーサクの日へのメッセージ 

フランス、フランス仏教協会会長閣下 

パトリシア・ガデン博士 

 

聖下、閣下、 

優れた代表者の皆様、 

ここにご出席の皆様、 

 

仏陀の生涯の三つの神聖な出来事を記念するために、南アジアのこの美しい仏教王国でこのように素晴ら

しい催しを開催していただき、フランスの仏教徒の挨拶をお伝えできることは実に名誉なことです。フランス

の代表団と何千人もの仏教信者はみな、この催しが多大の成功を収め、地球の回復のための解決策を見

い出さんとする皆様の討議が、釈迦牟尼・ゴータマ・ブッダの気高い教えの光に導かれますことを、心から

お祈り致しております。 

 

この気高い宗教の一信者として、私は、ブッダの崇高な教えは今日の私達の社会にある多くの人間の問題

と世界危機の解決へと私達を導くことができる、と固く信じております。それゆえ、この国際会議のテーマは、

世界危機の解決策を探し、人類が十分に希望を持ち幸福に暮らすことができる新しい世界秩序を確立する

ために、本当に意義あるものです。 

 

ですから、人間の過ちの原因を理解し確認することによって、私達は人間の問題のすべての諸悪をどのよ

うにして根絶するかをはっきりさせねばなりません。 

 

最後に、フランスの全仏教徒を代表して、この三日間の討議が、すべての人間が平等な権利と静穏と平和

を享受できる、苦しみと暴力のない世界を作り出す助けとなりますようお祈り致します。 

 

ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



メッセージ 

 

フランス、フランス仏教協会会長閣下 

国連ウェーサクの日国際評議会副議長 

尊師 T. ダンマラタナ博士（ソルボンヌ哲学博士） 

 

タイ王国で2010年5月に開かれる国連ウェーサクの日の式典の主催者の皆様に再びお祝いを申し上げる

ことができることは大変嬉しいことです。フランス仏教界を代表して、仏陀の生涯に起こった三度の神聖な

出来事を記念する式典を成功させるために多大な努力と莫大な貢献をされたマハチュラロンコーン仏教大

学、タイ最高サンガ評議会、国連ウェーサクの日国際評議会、そして、特別協力者の日本のインナートリッ

プ霊友会インターナショナルに、そして、この神聖な催しを寛大にも主催して下さったタイ国王陛下の政府に

特にお礼を申し上げます。 

 

私達皆が目の当たりにした通り、世界社会は、経済危機、社会危機、環境危機そして民族危機の影響を受

けてひどく苦しみました。それは、近年の歴史で例を見ないものでした。その結果、何十万人もの人々が財

産や雇用や生涯の夢を失う、という思いもかけなかった問題に直面し、直面した危機を乗り越える即座の

解決策を見いだすことができずに自らの命を失った人さえいます。それゆえ、バンコクで開かれる 2010 年

の式典の『地球の回復：仏教徒の展望』という主要テーマは非常に重要なテーマであり、卓越した仏教指導

者、仏教学者の皆様に仏陀の教えの光を通して広く論じていただくべきものです。皆様がバンコクで行われ

る討論によって、私達の惑星地球に生きる何百万もの生命を救う解決策が、現在存在している問題を解決

する効果的な解決策が、きっと見いだされると私は信じております。 

 

ブッダの気高い教えに励まされて、社会的経済的改善、宗教間・文化間の調和、文化的精神的多様性が

前進し、今日の私達の社会が非常に必要としている人間の尊厳の推進が強化されることを期待しておりま

す。 

 

それゆえ、タイでの国連ウェーサクの日式典に参加される仏教指導者の皆様が、世界危機の否定的な影

響を直ちに克服し、全人類が平和と静穏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、期待され

ている役割を立派に果たされ、生産的な成果を生み出して下さるものと固く信じております。 

 

皆様の討議によって、タイ王国で開催される 2010 年国連ウェーサクの日の式典が大きな成功を収めます

ようお祈り致します。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 



ナヴァ・ナーランダ・マハヴィハーラ 

（準大学） 

インド, ビハール州, ナーランダ ― 803111 

2010 年 4 月 9 日 

 

祝辞 

 

  タイ国のアユタヤとバンコクにおいて、2010 年 5 月 23 日から 25 日に行なわれる国連ウェーサクの日

のお祝いという目出度い機会に、私がこのように祝辞を述べることができますことは、大変名誉なことです。

この行事は、仏陀に関わるこの歴史的な日をお祝いするものであり、また、目的をはっきりと持った仏陀の

生活、教え、行いを、そして全人類文明にだけでなくあらゆる生き物に貢献した仏陀を私たちに思い出させ

心させる日をお祝いするものですが、このような行事を組織された方々に、心よりおめでとうと申し上げま

す。 

  今この時、私は、初転法輪経の中に出てくる、仏陀がサラナートで 5 人の修業僧たちに行なった最初の

説法を思い出しております。そのお経の中で、仏陀は、彼の教えの核心となる部分について論じ、それを

「法」と呼びました。その説法の中で、四つの高貴な真理（四聖諦）と八つの道（八正道）について説きました。

八正道は一般には「中庸の道」として知られており、それは戒（道徳・Sila）、 定（落ち着き・Samadhi)、 慧

（智慧・Panna）にまとめあげることができます。 

  中庸の道に従い、黙想を行い精神的静けさを得るならば、最終的には究極の解放である涅槃、仏陀の

時代における真の幸福と調和の状態に導かれていきます。今でも、中庸の道をたどることによって「涅槃」

の状態へ達することができます。この事実は、自明のことであり、私たちの多くの者たちによって経験されて

いることです。 

  2010 年のお祝いのテーマは「地球の回復：仏教徒の展望」です。「ウェーサクの日」を組織されてきた皆

様が、心の平和と世界の平和のために大いに必要とされている意識と調和を作り出すことに成功してきた

ことを心より喜んでおります。私はナーランダにある準大学であるナヴァ・ナーランダ・マハヴィハーラを代

表して、そして、仏法の信者の皆様を代表して、この行事の成功を心よりお祈り申し上げますとともに、今一

度ウェーサクの日を組織した皆様方におめでとうと申し上げたいと思います。 

  生きとし生けるものすべてが幸せでありますように。 

 

 

ラヴィンドラ・パント博士・所長・副学長、 

ナヴァ・ナーランダ・マハヴィハーラ（準大学） 

インド, ビハール州, ナーランダ 

 

 

 

 

 

 



インドネシア仏教評議会 

ジャカルタ バラト, ケンバンガン・セラタン, Jl. ケンバンガン・ラヤ地区, JJ プリ・インダ, プラサーダ・ジナラキータ 

 

タイ国 2010 年国連ウェーサクの日のお祝いへの祝辞 

 

 

インドネシア仏教評議会を代表して、2010 年国連ウェーサクの日のお祝いのためにここに集まっておられ

る皆様に、心よりのご挨拶を申し上げます。かくも様々な仏教徒が世界中からこの行事のために集まって

おり、すばらしい毎日になるに違いありません。 

 

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会長である最高尊師プラ・ダマ

コサジャン教授博士、および、この 2010 年国連ウェーサクの日のお祝いを実現してくださったすべての

人々に対し、大きな感謝を捧げます。あらゆる委員会で献身的に骨身を惜しまず活動することが必要だっ

たことでしょう。心よりの感謝を申し上げます。 

 

私どもインドネシア仏教評議会は、1955 年に故アシン・ジナラッキータ師によって設立されたのですが、そ

の使命は、「唯一つの尊厳である仏法に従い、様々に異なるものを包括し、共存を許容し、ある一つの考え

方に凝り固まらないことを大切にしながら、自己改革と社会改革を通して、仏教の教えの核心部分を、経典

にしたがって実践し、共有すること」です。私達の愛する祖国、インドネシアは、「多様性の中の統一」という

国家の標語によく表されているように、多くの点で、圧倒するほど多様性がある国ですが、この多様性に満

ちた国の生きた現実が、私たちの使命を生みだし、使命を果たす力を私たちに与えてきました。この標語が

採られた原典は、スタソマ（Sutasoma）という 14 世紀のマジャパヒト王国時代の詩ですが、この詩を書いた

詩人は、ムプ・タントラー（Mpu Tantular）という偉大な仏教の師です。 

 

それゆえ、私たちに与えられている使命は、多くの点で多様であるわが国民の統一を実現するための活動

を積極的に行なっていくことです。国連ウェーサクの日国際評議会は先頭に立ってウェーサクの日を多くの

人たちと一緒に組織し祝っていますが、これは、国際的レベルで私たちと同じ精神を持って活動しているこ

とだと思っています。国は数多くありますが、人類は一つなのです。 

 

2010 年国連ウェーサクの日のお祝いが、大きな成功を収め、すべての参加者の皆様に幸せと意識する心

をもたらしてくれることを心より願っております。 

 

ジャカルタ、2010 年 4 月 16 日 

 

 

サンダメク・Ａ・W.S 議長 

 

 

 



 

 

仏教社会担当事務局長 

インドネシア共和国 宗務省 

2010 年（仏暦 2554 年）ウェーサクのお祝いに向けて 

 

南無仏陀 (Namo Buddhaya) 

 

至上の神（God）の祝福と贈り物に対し、賞賛し感謝を申しあげます。そのおかげで、私たちは皆、元気で

健康に毎日を過ごすことができます。2010 年 5 月 28 日、すべての仏教徒たちがウェーサクの日に戻り、

すべての仏教徒にとって「お目出度いウェーサクの日」をお祝いします。ウェーサクの恵みが、幸せと平和

に満ちた心を人々に、仏教社会の人々にもたらしてくださいますように 

 

ウェーサクの神聖な日に、すべての仏教徒たちは、ウェーサクの月の同じ満月の日に起こった３つの神聖

な出来事、紀元前 623 年の仏陀の誕生、紀元前 588 年の仏陀の覚醒、そして紀元前 543 年の仏陀の涅

槃を思い起こしお祝いします。これらの３つの出来事に思いをはせながら仏教徒たちは、シッダールタ王子

が、生きとし生けるものすべてが幸せになれるように、確固たる信念をもって苦行に励んだことに思いを馳

せます。 

 

このウェーサクの日々の間、すべての仏教社会の人々は、このウェーサクの日の意味と目的を、そして仏

陀の教えと行いを、本当に理解できることを、そしてその理解を深めることを望みながら、様々な宗教的お

祝いを行ないます。このような機会にあたり、人々を励ます様々な助言がなされることは非常に大切なこと

です。というのも、宗教は、その最初の出発点から、善の原理を毎日の活動の中に実際に適用することを

大切にしてきたからです。 

 

自然崇拝ではなく、人間的な神を持つ人々は、お互いに同じである、ということに気がつくことが必要です。

全能の神を認めるということは、どこの人間であれ人間は本性的に一つであり、人間の持つ様々な価値は

一連なりにつながる、ということを認めることなのです。しかしながら、相容れない宗教を攻撃し傷つけると

いうことは滅多にない、ということではありません。人々はどこにおいてでも、宗教の名の下で容易に戦い、

いがみ合うのです。 

 

私たちの国民としての一体性も、宗教という名で行なわれるある種の集団的活動によって乱されてしまうこ

とがよくあります。その結果、今私達は宗教の衰えに直面しており、多くの人々が宗教に関心を示さず、そ

の他の様々な興味深そうなことに気をとられています。私たちは小さな存在だということを知って、宗教に戻

ってもらいたいと思います。相互依存という基盤の上にお互いの関係を築いていくことが非常に大事だとい

うことを、人々に気がついてもらいたいと思います。 

 

宗教により、私たち国民の間に一体性が築き上げられます。これは重要なことです。一体性という基礎の上

に立って、ウェーサクの月にこのような社会的広がりを持つ行事に参加することは、人間に与えられた最高



の価値を実現するのに極めて建設的です。人間の持つ最高の価値を十分に理解し、集団としての生活の

中でそれらの価値を実行していくこと期待します。そうすることによって、公正で礼儀正しい社会が実現し、

共に繁栄していくことができます。 

 

インドネシアという国ができて初めて、わが国において宗教が重要な場所を占めることができるようになっ

たのですが、そのことに対し、インドネシアの仏教徒たちは神に感謝すべきです。宗教は、今、国の保護の

下で活動し発展しています。宗教がきちんとその活動を行ない、国民の生活を彩るということは、宗教社会

に生きるものたちの、宗教指導者の、そして政府の義務です。ウェーサクのお祝いがきちんと準備され実行

されるということは、宗教社会に生きる人々が、その信念にしたがって適切な形で宗教行事を行なう自由を

持つ、ということが保証されていることを表しています。 

 

このウェーサクのお祝いにあたって私たちがなすべき重要なことは、シッダールタ王子が生きとし生けるも

のすべての幸福のために悟りを得られるまでの魂の旅について、心底理解できるように努力することです。

智恵を使ってシッダールタの良き例に学ぶならば、仏教徒は、国や社会生活が現在直面している様々な難

問への取り組みに大いに貢献することができることでしょう。 

 

これらのことを良く考えて、インドネシアの国民生活に宗教的な特徴をもっともたらそうではありませんか。

宗教は、親切さ、最高の価値、優れてあること、完全であること、心の平安を教えます。宗教をきちんと意識

するという努力を強化していくことが、宗教社会に住む人々すべてが行なうべきことであり、それによって初

めて平和と調和に満ちた世界を実現していくことができます。 

 

ウェーサクの月の満月の日は、仏教徒たちが仏法について再び思い巡らす良い機会です。仏法には、毒

のあるムカデでさえも平和な存在にする力があります。仏教徒が仏法を実践するならば、自ら自身に悟りと

平和をもたらすことができると信じています。 

 

最後に、もう一度、仏暦 2544 年のウェーサクにおめでとうと言いたいと思います。神が私たちすべてを祝福

してくださいますように、そして宗教を信じるすべての人々を祝福してくださいますように。私の話はここまで

です。ありがとうございます。 

 

南無仏陀。 

 

 

インドネシア共和国 宗務省事務局長 

 

ブディ・サティアワン博士 理学修士 

 

 

 

 



 

 

サンガ・テラヴァーダ・インドネシア 

インドネシア, セントラル・ジャワ, 

マゲラング, コタ・ムングキッド, デサ・メンデュット, ヴィハラ・メンデュット, 

マゲラング, 2010 年 4 月 9 日 

 

メッセージ 

 

タイ国のマハチュラロンコーン仏教大学と日本のインナートリップ霊友会インターナショナルによる共催で、

今年、タイ国で開かれる国連のウェーサクの日のお祝いと国際仏教徒会議は、世界にとって極めて重要な

行事であり、83 の国から 5,000 人に及ぶ僧侶と在家の人々が参加します。 

 

2,500 年以上前に、私たちの偉大な師、仏陀がお説きになった気高い法は、現在、以前にもまして人々の

心を鎮めるとともに、人々の心を照らしているように思われます。様々な集団の間に存在する敵意、不正義、

そして、もはや制御できないほどに大きくなりつつあるように思える環境破壊はすべて、一人ひとりの人間

が持つ貪欲、憎悪、そして自我の幻影に根ざしています。もしもそのような人間が、権力を持ち政策を立案

する指導者であるとしたら、その人間がもつコントロールしがたい精神的汚染は、一般の人々の生活と環

境をすさまじく破壊していく原因となることでしょう。 

 

この国際的なウェーサクのお祝いの式典と仏教徒会議は、高貴な仏法のメッセージを再び強調し、自ら自

身をコントロールしていく自制心を持つように強く促しています。 

 

タイ国で 2010 年／仏暦 2553 年に行なわれる、非常によく準備され組織された国連ウェーサクの日のお祝

い、および、国際仏教徒会議に対し、心よりの称賛を送ります。 

 

サンガ・テラヴァーダ、インドネシア 

 

サンガパモッカ・スリ・パニャヴァーロ 大僧正 

サンガ・テラヴァーダ・インドネシア 総長 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

イタリア仏教連盟 

宗教団体 認定 D.P.R.3.1.1991 

 

仏暦 2553 年／西暦 2010 年 ウェーサクのお祝い 

地球の回復―仏教徒の展望 

 

  イタリア仏教連盟を代表し、また私個人としても、タイ国最高サンガ評議会、ブミポン・アドゥンラヤデート 

タイ国国王陛下、タイ王国政府、共催者であるマハチュラロンコーン仏教大学とインナートリップ霊友会イン

ターナショナルに、2010 年バンコクでの国連ウェーサクの日を開催してくださいますことに対し、心より感謝

申し上げます。 

 

  古代から続く仏法の歴史の中では新参者である私たちイタリアの仏教徒は、世界中からお集まりになっ

た数多くの仏教の尊師様たちや、優れた仏教学者の皆様と共に、ウェーサクの神聖な日をここでお祝いで

きますことを、心よりよろこび感謝しております。 

 

  2010 年のウェーサクのお祝いのテーマは、この苦しんでいる地球という惑星をどのように回復させるの

かという、将来にとって非常に重要なものです。仏教徒の観点から、私たちは他の地球の同胞たちに、そし

て地球そのものに、何を提供することができるのでしょうか。 

 

  私たちが誇る科学技術により、私たちは原子を分割することができるようになり、遺伝子情報を解読す

ることができるようになりましたが、新聞は連日、「私たちは外部世界を支配するようになったが、私たちが

かつてあれほど自信をもって予想していた理想郷にはほど遠いところにいる」ことを私たちに伝えています。

それどころか、私たちにとって地球がどんどん小さくなることによって、社会的、政治的、精神的に非常に大

きな問題となるようなことが新たに出現してきました。これらの問題は、極めて重大なものであり、私たちの

地球そのものが存在し続けることができるのか、私たち人類が生存し続けることができるのか、ということが

問題となっています。グローバルな社会が全体として解決していかなければならない大きな問題は、数え切

れないほどあります。例えば、こうした問題の中には、次のようなものがあります；地球の天然資源の枯渇

と環境略奪；いくつもの地域で起こっている異なる民族間や宗教間の緊張と紛争；核兵器のいまだに続く拡

散；人間としての権利の無視；富者と貧者との間の格差のさらなる広がり。こうした数々の問題は、社会的、

政治的、経済的見地からこれまで幅広く話し合われてきましたが、宗教的見地からもこうした問題を批判的

に検証することが強く求められています。 

 

  ものごとを分別をもってきちんと捉える人は、こうした問題を、個々バラバラに取り扱って解決していくべ

き個別の問題とは見なさず、隠された原因を求めて相互の微妙な結びつきを理解しようと努め、これまで探

ってこられなかった分野に足を踏み込んで調べていこうとすることでしょう。このような観点から私たちのグ

ローバルな問題点を全体として検討すると、一つのはっきりとした特徴が浮かび上がってきます。そうした

問題点は、本質的に同じ特徴を持っているのです。表面的にはそれらの問題は種々様々ですが、一つの



共通の根からそれらが現れているように思えるのです。私たちを悩ませている様々な社会的問題は、それ

らの問題の背後にある「人間の持つ強い衝動」を考慮しなければ適切に説明することはできません。これら

の強い衝動は、人間の心の働きが悪い方向へ歪むことから生じ、私たちを、一部の人にとってのみ利益と

なるような目的の追求に、人々を分断させ、ある限定された部分に限ってしまう目的の追求に、たとえそれ

が最終的には自己破壊につながる恐れがあるとしても、駆り立てていきます。 

 

  もし私たちが、グローバル化された世界秩序に暗雲のように覆いかぶさっているこれらの危険を、仏教

的見地から熟考するなら、世界がこのように不安定な状態になってきたのは、人間の行動の底に、仏陀が

三毒と呼んだ、貪欲、憎悪、妄想が棲みつきほしいままにはびこっているからである、ということは明らかで

す。 

 

  科学技術の進歩がもたらした恵みは、確かにいたるところにあります。人類は、その時代その時代のフ

ロンティアを次々に乗り越えてきました。一つのフロンティアを乗り越えると、先にはさらに多くの驚異が待ち

構えていました。しかしながら、私たちは、何かが欠けている、と常に感じています。私たちの世界は、混乱

と苦悩と争いに満ちています。貪欲、自己中心主義、怒り、暴力が、私たちがすっかり染まっている三毒を

さらに広げ続けているように思えます。浪費と過剰消費という悪徳に染まりきっている人もいれば、自分にと

って、そして自分が愛する人にとって生きるために最低限必要なものも手に入らず、パンのかけらをめぐっ

て争っている人もいます。人類の暴力は、人間同士に限ったことではありません。人間の暴力は、他の生き

物にも及び、更には地球という惑星の存続そのものにも及んでいます。 

 

  もし私たちが、私たちの心の関心を、私たち自身の精神の理解と精神の適切なコントロールに向けてい

く、という私たちがすべきことからそむけ続けるならば、私たちが外部世界においていかにすばらしいことを

成し遂げようとも、それらはあだ花となってしまいます。科学技術のおかげで、たとえ生活がより安全になり

より快適になったとしても、そしてその意図がどんなにすばらしいものだとしても、ある面では、その同じ科

学技術のために、私たちの生活はますます厳しく危険なものになっています。グローバルな時代に人類が

繁栄していこうとするならば、どんどん縮まり小さくなっていくこの惑星上で皆で一緒に幸せに平和に生きよ

うと思うならば、私たちは、私たち自身を理解し、私たち自身を変革していくという難問に正面から取り組ん

でいかなければなりません。 

 

  これゆえにこそ、仏陀の教えは、今、必要とされています。仏教という宗教を、そして仏教の哲学的教義

を全面的に心から受け入れる用意が整っていない人にとっても、今、仏教が必要です。仏法は、人間の苦

しみの根本原因である貪欲、憎悪、妄想を解き明かし、私たちの個人的な窮境や集団としての困難な状況

の奥に隠された原因を分からせてくれます。仏陀の教えは、私たちが害となるものを取り除き有益なものを

伸ばしていくことができるようになる実践的な訓練の道を明確に示すことにより、どこにいても直接的な影響

を受けるようになったこの一つの小さな場所、地球というものの上で起こっている様々な問題にどのように

効果的に取り組み、それらを解決していくことができるかを教えてくれます：すなわち、私たち自身の心の中

にその解決への道があるのだ、ということを教えています。仏陀の教えは、このグローバルな時代において、

私たちは、私たち自身から出発して私たち自身の心の内から変わっていくことができる、という高まる希望

を与えてくれます。 



 

  仏法は非常に高い山です。私たちはその山に登ろうとしているのですが、いまだに山のふもとにおり、頂

上にたどり着くには、まだはるかな道のりがあります。私たちが必要としているものは、仏法の道が私たち

をその山の頂上へと導いてくれるという信念であり、その道を毎日毎日たゆまず登っていく忍耐であり、頂

にたどり着くまで諦めずに歩み続けていく努力です。 

 

  私たちの祈りと行動により、釈迦牟尼仏陀の教えが広まり、慈悲と慈愛の花が咲きますように。苦難に

満ちたこの世界において、平和、愛、幸福という癒しの効用をもたらしてくれるのは慈悲と慈愛だけなので

すから。 

 

マリア・アンジェラ・ファラ教授・博士 

イタリア仏教連盟 

 

ローマ, 2010 年 4 月 20 日 

 

                                         

セデ・レガーレ：137-00125 ローマ, ヴィア・エウリピデ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

カトマンズ大学 

仏教研究センター 

ランジュン・イェシェ研究所 

 

2010 年 3 月 29 日 カトマンズ 

 

仏教のきわめて初期の時代から、仏教世界の修業僧も在家の信者たちも、仏教の創始者、仏陀の偉大な

行いと業績を称賛し、仏陀の生涯を、人間が智恵、愛、能力について潜在的に持っている力を示す究極の

実例と見なしてきました。国連ウェーサクの日は、仏陀をお祝いする重要な日、特に仏陀の誕生、苦悩を超

えての覚醒、そして涅槃をお祝いする大切な日なので、このお祝いが 2010 年にタイ国のマハチュラロンコ

ーン仏教大学と日本のインナートリップ霊友会インターナショナルの共催の形で行なわれると知り、大変う

れしく思います。 

 

世界の仏教界がこのお祝いのためにバンコクで一堂に会す、ということを喜んでいます。このお祝いから必

ずや生まれるであろう前向きな成果が、生きとし生けるもの全てにとっての平和と喜びと幸福の絶えること

のない源となることを強く願っております。参加者の皆様にお祝いを申し上げますと共に、この重要な会合

を実現してくださった組織委員会の皆様に心より感謝したいと思います。 

 

 

トゥルク・チョキ・ニーマ・リンポチェ最高師・所長・創設者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

大韓仏教曹渓宗 

住所：110-170 韓国, ソウル, 鍾路(チョンノ)区, 堅志(キョンジ)洞 45 

 

祝辞 

2010 年 5 月 25 日 

 

世界中からお集まりの仏教徒同朋の皆様、釈迦牟尼仏陀の誕生、覚醒、涅槃をお祝いするタイ国でのこの

ウェーサクの日にあたり、心よりの祝辞を申し上げます。 
 
科学は非常に進歩しましたが、環境破壊、大量破壊兵器の拡散、民族紛争、宗教戦争、経済的困窮のた

めに、世界には大きな不安があります。この不幸な状況は、いずれも仏陀の教えを無視した結果です。 
 
仏陀は、この世界のあらゆるものが相互に依存しており、ひとつである、と説かれました。自己と他は別々

のものではなく、一つの全体の中の一部です。ですから、私たちは全ての命あるものを大切にし、尊重しな

ければなりません。 
 
どのような部派、どのような宗派に属していようとも、私たちは皆、仏陀の信奉者です。私たちは兄弟姉妹

であり、密接な共同体的結びつきをお互いの間で持っています。私たちは、力と智恵を合わせて一緒に世

界の様々な問題を克服していくべきです。 
 
仏教徒同朋の皆様、私は、この第 7 回国連ウェーサクの日のお祝いが、善と平和が世界に広まりこの世の

様々な不幸を克服するひとつの起因となることを祈ります。 

 

皆様、今日ここで、困っている隣人を慈悲と分かち合いの心を持って助けることを、仏陀にかけて誓おうで

はありませんか。 

 

最後に、このお祝いの準備に多大のご苦労をされた皆様、とくにタイの人々と日本の共同主催者の皆様に

感謝いたしたいと思います。 

 

慈乗(チャスン) 最高師、大韓仏教曹渓宗 総務院長 

韓国仏教宗団協議会会長 

 

 

 

 

 



 

 

ロサンゼルス仏教連合会 
USA 91770, カリフォルニア州, ローズミード, エマーソンプレイス 7833   

 

 

祝辞 

2010 年国連ウェーサクの日 

タイ、バンコク 

 

ご挨拶 

2010 年国連ウェーサクの日にあたり、アメリカ仏教界を代表して祝辞を述べさせていただきます。この非常

に重要な会議を続けていくために、多くの方々が時間と労力を捧げ努力されてきたことと思います。ありが

とうございました。この会場から発せられてきた様々な考えやメッセージは、安全で賢明で慈悲に満ちた国

際社会を協働で作り出そうとする世界中の仏教徒の真摯な努力をよく表しています。仏陀の教えの実践は、

今日の社会が持つ様々な病を癒し、貪欲、偏見、憎悪、暴力、無知という現在の風潮を減少させることでし

ょう。 

 

私たちは、仏陀の平和の道を実践し救済の方策を見出そうとたゆまぬ努力を行っていますが、その中では

っきりと分かったことは、万能の救済策は無いということであり、これ以上の悪化を食い止めるには絶えず

用心と警戒を怠らないようにしなければならない、ということです。国連ウェーサクの日のような集まりは、

自覚と慈悲の灯りを明るく燃やし続けるためのよい機会です。 

 

私たちはこのような実践に献身的に取り組んでいますが、素晴らしい仲間たちとの対話によって、そのお話

によって、再びエネルギーを与えられます。仲間たちのメッセージに元気付けられて、私たちはそれぞれの

責任ある現場に戻り、一人ひとりがその努力を強めていきます。 

 

この気高い会議を組織してくださった皆様、そして参加されている皆様に敬意を込めてご挨拶を申し上げま

す。仏陀のメッセージがこの世の一切衆生に届きますように。 

 

 

バンテ・チャオ・チュー 

ロサンゼルス仏教連合会 会長 

 

 

 

 

 

 



 

 

世界仏教徒連盟 執行委員 

マレーシア 世界仏教徒連盟セランゴール地域センター 所長 

国連ウェーサクの日国際評議会、名誉副事務局長 

ゴー・セン・チャイ氏  

 

  マレーシアの仏教徒を代表して、仏暦 2553 年第 7 回国連ウェーサクの日をお祝いするために美しいタ

イ王国のアユタヤにお集まりの皆様に、心よりのご挨拶をいたします。また、全ての仏教徒が幸せで喜ばし

いウェーサクの日を過ごされますことをお祈りいたします。 

 

  この仏暦 2553 年第 7 回国連ウェーサクの日のテーマは、「世界の回復：仏教徒の展望」です。お祝いの

期間中に話し合われる数多くの問題の中に、仏教教育、エコロジー、精神的幸福があります。これらの 3 つ

の問題は、今日的必要性に満ちた非常に重要なものです。 

 

  今日の世界において、人類は、地球温暖化、多くの生物の生命を危うくしている自然災害、戦争、政治

的紛争、人間の弱さに起因するその他のたくさんの問題など、地球規模の様々な危機に直面しています。 

 

  仏教僧団の僧侶から在家の信者まで、全ての代表団の皆様が、様々な公開討論会やワークショップに

参加して今あるいろいろな問題について話し合い、どのようにしたら一緒に力を合わせてこの世界をより住

みよい場所に出来るかについて、示唆と提案を得てお帰りになられることを希望します。 

 

  最近、世界各地で地震が頻発して多くの人たちの命が奪われており、人々の心配の種となっています。

多くの人々は、「なぜこの人たちはこんな厄災に見舞われたのか」と尋ねます。私に言わせると、それはお

そらく、その人たちが昔に比べて宗教心が足りなくなったからです。この問題に関する解決については、精

神的幸福とエコロジーについての公開討論会がより適切な土台を提供してくれることでしょう。これらの問

題のいくつかを克服するための何か具体的な解決策が見つかることを期待しています。 

 

  仏陀の生誕と覚醒と涅槃という、三重に神聖なウェーサクの日という喜ばしい機会に、仏陀が教えられ

た法（ダルマ）の実践にもう一度心を馳せましょう。我々の師である仏陀の偉大な徳を思い出し、我々の

日々の生活の中でそれらの徳を実践し、我々の精神的生活をより良いものとしていきましょう。 

 

  仏暦 2553 年第 7 回国連ウェーサクの日のお祝いが成功し、この世にある様々な困難や問題が克服さ

れ根絶される事を願って、私の話を終えたいと思います。 

 

  高貴な三宝の祝福により、生きとし生けるもの全てが健康で幸せでありますように。 

 

 

 



2010 年５月 

 

 

メキシコ・テーラバーダ仏教 A.R. 

メキシコ Ver. バンデリリャ, 私書箱 19 C.P. 91300 

 

国連ウェーサクの日のお祝いの式典と仏教徒会議へのメッセージ 

西暦 2010 年／仏暦 2553 年 

 

国連ウェーサクの日のお祝いの式典と仏教徒の会議にメキシコ代表として招かれたことは、大きな名誉で

あり喜びです。ウェーサクは仏教徒の暦の中では極めて重要な日です。テラバーダ（上座部仏教）の国々で

は、この日は仏暦の新年が始まる日となっています。それゆえ、今年のウェーサクは仏陀が涅槃に入って

から 2553 年目の年が始まる日となっています。 

 

絶え間の無い努力が続けられてきたおかげで、今回７回目となるこの国際的なお祝いに、83 の国から仏教

指導者、仏教学者、学僧などが参加して、仏陀の生誕・覚醒・涅槃という仏陀の生涯における３つの重要な

出来事をお祝いし、また、「地球の回復―仏教徒の展望」という今回の主要なテーマに関して話し合いを行

います。 

 

仏陀の覚醒は、我々は智恵と慈悲を伸ばしていかなければならない、ということを絶えず私たちに思い出さ

せてくれます。それゆえ、この目出度い機会に、智恵と愛という非常に必要とされている特質を我々一人ひ

とりがもっと伸ばしていけるように、心を新たにしていかなければなりません。 

 

今回のウェーサクが、新しい仏教の年の始まりを印付けることになる、非暴力を通じて平和の達成へと前

進していくことになる、そしてこの世に存在するすさまじい苦しみを減少させる解決策を見出すこととなるこ

とを、メキシコ代表団を代表して心から願っております。 

 

仏陀の教えが、一切衆生の平和と幸福のために、我々すべての道を明るく照らして下さいますように。 

 

 

比丘ナンディセーナ師、メキシコ派遣団 団長 

ダーマ・ヴィハーラ 僧院長 

メキシコ・テーラバーダ仏教 A.R.の精神的指導者 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ティータグー国際仏教学院 

ミャンマー、サガイン、サガイン・ヒル 

 

ティータグー国際仏教伝道センター 

ミャンマー、ヤンゴン、北ダゴン、 

パラミ通り端、ピンローン通り 10 

 

日付：2010 年 4 月 12 日 

 

  親愛なる仏法の友の皆様 

 

  仏陀が涅槃に入ってから 2553 年が経ちましたが、仏陀の教え、仏陀の深い考え、仏陀の鉄の意志、仏

陀の普遍の愛、仏陀の限りなき慈悲は、いまだに存在しており、様々な地域に、様々な国へ広がっていま

す。仏陀はアジアの最も偉大な息子です。仏陀そしてその教えは私たちに大変近しいものであり、宗教とい

うよりも、私たちに必要なものになっています。仏陀は法を説かれましたが、それは派閥的なものではあり

ませんでした。法は大変力強いもので、妄想の暗闇をしりぞけ、利己的考えを排除します。今日、利己的な

考えや無知によって、世界中に残酷な戦いが、嫉妬心に満ちた競争が、無慈悲なテロリズムが、終わりの

ない論争が、解決のない紛争が生み出されています。ですから、仏法の友よ、私は皆様に、一致団結して

世界の紛争の源となっているこの無知と利己的考えを根絶すべく戦いましょう、と訴えたいと思います。 

  仏陀は、アジアの最も偉大な息子であり、世界を照らす灯りであり、人類に恩恵をもたらしてきました。

世界の宗教の歴史を見ると、蒙をひらいた人々はすべて仏陀のお力を得ています。 

 

  仏陀の三重に神聖なこの日に、すべての仏教徒たちがこのように集まったということは、本当に素晴らし

いことであり、心よりおめでとうと言いたいと思います。 

 

 

アシン・ニャーニッサラ 博士尊師  (文学博士・学術博士) 

ティータグー国際仏教学院 学長 

国際テラバーダ仏教伝道大学 名誉教授 

国際テラバーダ仏教大学協会 会長 

アメリカテーラヴァーダ仏教協会 役員会会長 

 

 

 

 

 



 

 

 

ノルウェー仏教徒連盟 

ノルウェー 

オスロ 0135 

 

 

2010 年 4 月 30 日 

 

ノルウェー仏教徒連盟からのメッセージ 

 

尊敬するサンガの指導者の皆様 

親愛なる仏法の友の皆様 

 

ここタイで行なわれる第 7 回国連ウェーサクの日のお祝いのテーマは「地球の回復―仏教徒の展望」です。

今日の世界の情勢を見るとき、すぐに気がつくことは、私たちの生涯の間に起こる変化が強烈であるという

ことです。私たちの時代は、かつてないほど変化の速度が早まっている時代です。明日は必ずや今日とは

違うものとなるであろう、ということを確信をもって言うことができた時代は、かつてありません。このことは、

世界のどの地域にもまして、ここアジアにおいて、仏教の故郷でありいまだに数多くの仏教徒たちが暮らし

ているこのアジアにおいて見られることです。 

 

変化は、経済、科学技術、政治、文化など、様々な分野において起こっており、人間の生活のあらゆる分野

に影響を与えています。変化は、仏教の置かれている状況にも深い影響を与えています。いくつかの点で

は、変化というものは、仏教に対して新しい機会を与えています：教育が改善され、そして仏法に関する知

識を広め促進する新しいコミュニケーション手段が現れてきました。他方では、近代の変化は、多くの人々

が忠誠心を持って仏教を信仰してくれるように、仏教が他の世界観と競わねばならない状況を作り出してい

ます。また、経済成長の恵みは、消費至上主義という呪いを生み出しています：人々に、人生の主要な目

的として、仏教の法が示している精神的な目標ではなく、富を追求させているのです。グローバル･コミュニ

ケーションが発達してきたおかげで、仏教が世界的に知られるようになる機会が増えましたが、そのことは、

同時に、仏教がその本拠地で他の宗教の挑戦を受けるということにもつながっています。他の宗教は、そ

のメッセージを人々に効果的に伝えることにおいて、伝統的な仏教よりも秀でていることがしばしばありま

す。 

 

仏教徒たちはこのような大きな変化に対して、どのように反応すべきなのでしょうか。逆説的に聞こえるかも

しれませんが、もっとも大切な反応というのは、より深いレベルでは何も変わってはいない、ということを思

い出すことだと思います：科学技術の発展によってもたらされる進歩に関する輝かしい見方、そして現代ア

ジアの巨大都市によって具体的に示されている進歩に関する輝かしい見方にもかかわらず、人間が直面し

ている根本的な事実はいまだに何ら変わりはありません：病気、老い、そして死なのです。どんな人間でも、



この世で成し遂げたどのようなことも、結局は無に帰してしまうという事実を、私たちは今でもなお理解する

必要があるのです。これは、私たちが常に自らに思い出させる必要がある、人生の根本的な事実なのです。

仏教が人々の心を捉えてきたのは、人々がこうした人生の根本的な事実に直面したときに人々に希望を与

えてくれたからです。この世の人生における行いはこの世を越えていく可能性がある、ということに基づく希

望をもって、人々は自分自身の生活を変え始めました。そしてそうすることによってまた、他の人々の生活

を変え、さらに世界を変え始めたのです。 

 

こうしたことをよく考えると、この会議のテーマ「地球の回復」ということにたどり着きます。仏法の伝統に忠

実であることによって、仏教社会は世界の回復に貢献することができます。どんな人も、大きい、小さいは

あるにしても、その人が影響を与えることができる範囲を持っており、その範囲においては、その人の行動

がより良い変化をもたらしたり、より悪い変化をもたらしたりします。仏法が示す基準に誠実に従っていくこ

とにより、私たちは必ずや、この世界において、善へと向かう勢力となることが出来ます。そのような善へと

向かう勢力となる個人を集めると、非常に大きな影響を持ちます。しかし、単に個人を集めるのではなく、社

会のあらゆる分野で一緒に協働し、持てる力を存分に発揮して活動するなら、私たちの努力が与える影響

は何倍にも大きくなります。ですから、国連ウェーサクの日の会議のような会議は極めて重要なのです。教

育、精神的訓練、エコロジーなど、様々な分野での活動を通して、私たち仏教徒が地球の回復にどのような

影響を持ちうるかを検討しながら、私たちはお互いから学んでいくことが出来ます。さらには、もっと重要な

ことには、緊急の必要事である地球の回復に自ら責任を持って取り組み影響を与えていこうとする私たち

の気持ちを強める刺激と励ましを得ることが出来ます。 

 

それゆえ、私は、この意味深いイベントを実現してくださった努力と献身に対して、組織委員会のマハチュラ

ロンコーン仏教大学とインナートリップ霊友会インターナショナルに対して心よりお礼を申し上げたいと思い

ます。 

 

イグリ・ローゼ、 

ノルウェー仏教徒連盟会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

オックスフォード仏教研究センター 

仏教伝統のより広い理解のための協会プロジェクト 

 

オックスフォード OX2 6UD, リントン通り[ Linton Road ], ウオルフソン・カレッジ 

  皆様、ウェーサク、本当におめでとうございます。 

  皆様よくご存知のように、国連ウェーサクの日のお祝いは、1999年の国連総会でウェーサクが認知され

たことに端を発します。ウェーサクの日は、2000 年から毎年、国連のニューヨーク本部および世界各地の

国連地域事務所でお祝いされています。 

  マハチュラロンコーン仏教大学の学長、尊師ダマコサジャーン教授博士の明確なビジョンを持った率先

的取り組みにより、2005 年からは、バンコクの国連アジア太平洋本部事務所でお祝いされるようになりまし

た。これもひとえに、タイの最高サンガ評議会の賛同と歴代のタイ王国政府のサポートのお陰です。ベトナ

ム社会主義共和国のサポートによりハノイで開かれた 2008 年を除き、国連ウェーサクの日はこれまでずっ

とタイ王国で開かれてきました。これは、聡明な国王陛下の指導の下で、タイの人々が仏教を堅く信仰して

おり、素晴らしく寛容な心を持っていることをはっきりと示しております。 

  毎年、五つの大陸の仏教徒社会からバンコクに集まり、この偉大な日をお祝いすると共に、現代社会が

抱えている問題について有意義な対話を行なっております。その結果、かつて無いほど世界の仏教徒間の

ネットワークは良くなりました；私たちがみんなで努力した結果生まれた素晴らしいもののひとつに、仏教の

高等教育機関の間の協力関係があります。それは、2007 年の国連ウェーサクの日のお祝いの間に、国際

仏教大学連盟 IABU（www.iabu.org）として結実しました。国際仏教大学連盟には 22 の国からおよそ 80

の仏教総合大学や仏教単科大学が参加しております。 

  大変ありがたいことに、この７年間のうち３年間、国連ウェーサクの日の事務局長を務め、また、１年間、

副議長を務めましたが、マハチュラロンコーン仏教大学の尊師ダマコサジャーン学長の的確な指導の下で、

国際仏教大学連盟が国連ウェーサクの日と密接なつながりを保ち続け、また、タイ国政府の寛大なサポー

トを受け続けていることを、本当にありがたく思っております。2009 年からは、国際仏教大学連盟は、国連

ウェーサクの日の学問的側面を監督するという責任を持たせていただいております。 

  国連ウェーサクの日は、仏教指導者と仏教学者に共通の足場を作り出してきました。このことは、仏教

徒の世界だけではなく、仏教徒以外の世界にも平和という素晴らしい恩恵を与えてきましたが、これからも

与えていくであろうことに何ら疑いはありません。 

 

 

カーマイ・ダーマサーミ博士尊師, 文学博士(オックスフォード) 

国際仏教大学協会 事務総長 

オックスフォード仏教研究センター 理事・特別研究員 

オックスフォード大学 

 

 



 

シンガポール仏教大学 

シンガポール 574117, ブライトヒル通り 88 

 

 

2010 年 4 月 26 日 

祝辞 

 

  何よりも最初に、マハチュラロンコーン仏教大学学長にして、国連ウェーサクの日国際評議会会長およ

び国際仏教大学連盟会長であられる尊師プラ・ダマコサジャン教授博士に、この重要で意義深いウェーサ

クという仏教徒のお祝いに参加するよう招待してくださったことに対しお礼を申し上げたいと思います。また、

このお祝いを祝福してくださっているタイ王国政府と最高サンガ協議会に対して、そして主催者であるマハ

チュラロンコーン仏教大学と日本のインナートリップ霊友会インターナショナルに対して、そして 2001 年の

第１回目のお祝い以来、たゆみなき努力によりこの毎年のお祝いを支援し、準備し、組織されてきたすべて

の組織運営者の皆様方、すばらしいゲストの皆様方にお礼を申し上げたいと思います。 

 

  今年のテーマ「地球の回復―仏教徒の展望」は、コペンハーゲンにおける気候変動会議、景気後退、そ

して最近ではアイスランドでの火山の噴煙といった地球規模の出来事が起こった後では、特に適切な選択

と言えます。 

 

  慈悲と相互依存という仏陀の教えは、2,500 年以上前と同様に、現代でもいまだに実際的価値があるも

のです。世界が相互に結びついており、相互に依存しあっているということは、火山の爆発による噴煙のた

めに飛行機が緊急着陸し大勢の乗客たちが足止めされたこと、地球温暖化がこの地球という惑星に影響

を与えていること、そしてアメリカ合衆国における景気後退が世界の他の国々の経済に影響を与えたこと

から容易に見て取ることができます。 

 

  私たちの住む世界がこのように相互に結びついていることを考えるならば、慈悲と智恵が地球の回復を

考える上で不可欠であることは明らかです。お互いに力を合わせて地球の危機を仏教的に解決していくと

いう目的を持って、個々一人ひとりが慈悲と智恵を涵養していくことが全体の利益へとつながります。その

ようになるなら、世界は一つになり、全体で良きカルマを生き、楽しむことができるようになるでしょう。 

 

   2010 年／仏暦 2553 年の国連ウェーサクの日のお祝いと仏教徒会議がすばらしい成功を収めること

を希望しております。このお祝いが今後も長年にわたって続き、ますます発展していきますように。 

 

  ありがとうございます。 

 

 

シク・クワン・シェン 尊師 

シンガポール仏教大学 学長 



台湾、浄覚寺僧伽大学 学長 

世界中国仏教僧伽評議会 会長 

チン・シン 最高尊師からの祝辞 

 

  ゴータマ・ブッダの誕生、覚醒、涅槃をお祝いする、三重に神聖なウェーサクの日は、世界中の仏教徒

にとって最も重要な日です。第７回国連ウェーサクの日が、タイ国で、「地球の回復：仏教徒の展望」という

テーマで行なわれることを心より喜んでいます。 

 

  皆さんご存知のように、地球の気候は大きく変わり、洪水、旱魃、地震は以前よりも頻繁に起こっている

ように思われます。質の高い生活を追及し、ハイテクが発達するにつれて、人間は自然資源を過剰に搾取

し乱用し始めました。それにより、地球、環境、そして生態系は、大きく深刻なダメージを受けました。人々

は、自分たちの生活と自然が不安定になるまで、環境を保護し生態系を守っていくことがどんなに重要であ

るかに気が付きませんでした。2010 年のテーマは「地球の回復：仏教徒の展望」です。地球環境と自然を

どのように守るかという問題が、お祝いの期間中に深く話し合われます。 

 

  2,000 年前に釈迦牟尼 仏陀は簡素な生活を送っていました。その弟子たちも同じでした。仏陀は、弟子

たちのために、常に自分自身の行動で良い例をお示しになりました。200 以上ある仏典のうちの多くは、衣

服、食べ物、住まいについてです。衣服に関しては、長衣を３着のみ持つことが許されました。食べ物に関

しては、一日に 1 回、正午のみに食べることが許されました。住まいに関しては、木の下が住まいでした。こ

のような生活は、実に質素なものであり、自然資源は何ら浪費されることはありません。しかし、今日の

人々は、衣食住において質の高い生活を行なっているだけではなく、個人的な楽しみだけのために地球の

資源を過度に使う、ということすら行なっています。仏教の立場から言うなら、もし誰もが仏陀が暮らしてい

たような質素な生活を送るならば、「地球の回復」は望みあるものであり、実現することが可能でありましょ

う。 

 

  今日のハイテクの時代において、仏陀が 2,000 年前に暮らしていたのと同じ暮らしを行なうことは不可

能ですが、私たち僧侶たちは「一日一食正午のみ、木の下で暮らし、それ以上は望まない」という教えを経

験すべきであり、それに従って毎日を送るべきでしょう。人々にとっての手本である私たちは、あらゆること

を自ら進んで行なうべきであり、何一つ無駄にすることはできません。そうして初めて、私たちは、自然の生

態系を守り回復させるようにと一般の人々を仕向けていくことができるのです。私は心からマハチュラロンコ

ーン仏教大学学長の尊師プラ・ダマコサジャン博士、そして日本のインナートリップ霊友会インターナショナ

ルを、この第 7 回国連ウェーサクの日を組織し準備してくださったことに対して賞賛したいと思います。今回

のお祝いのメインテーマである「地球の回復：仏教徒の展望」は極めて重要なものです。私は、すべての参

加者たちが話し合いの後に、自然と生態系の保護と回復のためのすばらしい方策と解決策を持ち帰ること

ができるようにならねばならない、と強く思っております。最後になりましたが、このお祝いが大きな成功を

収めることを願っております。 

チン・シン最高尊師 

浄覚寺僧伽大学 学長 

世界中国仏教僧伽評議会 会長 



 

イルクピティエ・パンナセカーラ・テロ師 

アフリカ大陸仏教協会 僧正 

東アフリカ、タンザニア、ダルエスサラーム, 

2010 年 4 月 7 日 

「生きとし生けるものが幸せでありますように」 

“Sabbe Satta Bhavanthu Sukhitatta” 

 

仏陀の恵みが皆様にありますように 

 

尊敬する仏法の友人の皆様 

 

タイ国のバンコクで、仏陀の誕生・覚醒・涅槃をお祝いするために、5 月 22 日から 26 日に開かれる国連ウ

ェーサクの日のお祝いに対して、心よりのお祝いを申し上げます。2004 年以来毎年、このお祝いをすべて

の人にとって非常に価値あるものとしてきた組織委員会の皆様に深い感謝を申し上げます。 

 

この国連ウェーサクの日のお祝いが、生きとし生けるものすべてのために、その幸福のために、すべての

仏教徒たちの固い団結と兄弟としてのまとまりを作り出すことに大きな成功を収めることを心より望んでい

ます。最後に、皆様方すべてに、仏陀の四つの願い、長寿、良き相貌、幸福、そして強さが授かりますよう

に。 

 

生きとし生けるものすべてが苦しみから解放され、平和の中に生きられますように。 

 

イルクピティエ・パンナセカーラ・ナヤカ・テロ師 

アフリカ大陸 僧正 

タンザニア, 平和のための宗教間評議会(IRCPT) 理事 

タンザニア 国際仏教徒救援組織 会長、Patron 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2010 年国連ウェーサクの日のためのイスラエルからの祝辞 

イタマール・バシャン博士およびソール・ゴネン博士より 

テル・アヴィヴ, ダルマセンター, ヴァーバナ・ハウス 

 

仏法の友人の皆様方 

 

  私たちを暖かく歓迎してくださり、本当にありがとうございます。この目出度い集まりで、仏法の友人の皆

様とお会いし皆様から学ぶことができますことは、イスラエルで仏法を育て拡げていこうと努力している私た

ちにとって、励ましと精神的支援を与えてくれる素晴らしい機会です。 

 

  イスラエルは、この会議に出席されている他の国々と同様、両極端が、天国と地獄が、激しい紛争と美

しさが混ざり合った国です。このようにすさまじい極端が混在し、絶えず戦争の脅威にさらされているとき、

人は何に精神的支えを求めることができるのでしょうか。ある人は傲慢な国家主義や巧妙なイデオロギー

に助けを求めようとし、ある人は個人的な名声に、またある人は経済的成功や仕事上の成功に助けを求め

ようとしますが、残念ながらすべてうまくいきません。そのような人たちは、盲目状態の中で、恐怖の中で暮

らしています。このようなことは、心のうちの平和にとって、持続可能な状態ではありません。他の生き物と

の調和を保った意識的な関係を持続的に続けていくことはできません。人間のあるべき状態に向かっての

本当の救いとは成り得ないのです。 

 

  しかし別の可能性があります。パーリ語経典の経蔵相応部 35 章 135 の中で仏陀が述べておられるよう

に、感覚的対象物がまったく好まれない世界や、逆に感覚的対象物が非常によく好まれる世界では、道を

実践することは極めて困難です。というのも、人は、苦痛だけを感じて気持ちが散じてしまうか、もしくは喜

びばかりで気持ちが散じてしまうからです。乳と蜂蜜の国イスラエルでは、流血と憎悪に溢れており、仏法

を実践する素晴らしい機会と、その本当の必要性が存在しています。ものが豊富に溢れ満たされているが、

しかし不安を抱えているイスラエルの社会に私たちが植えるものは、手遅れにならないうちに気がついたこ

とを実践しようとする強い気持ちです。あたう限り長く法の道を歩もうとする心、気付いて賢明な行動を取ろ

うとする心なのです。 

 

  これが、私たちがヴァーバナ・ハウスで行なっている努力であり、心理治療や教育において私たちが毎

日行なっていることです。私たちは、私たちが今暮らしている病的な半ば混沌状態にある社会において支

配的な価値観に逆らって進もうと努力しているのです。私たちは、少しでも早くという気持ちをもって、善意、

害を与えないこと、そして自制の心の種を蒔こうとしているのです。中東では、あらゆる方向で死体の山が

どんどん生まれています。すべての指導者たちが目覚めることを望んでいます。 

 

  よろこびと深い感謝の念をもって、在家の仏教徒の皆様に、僧侶の皆様に、個人の皆様に、委員会、組

織、政府の皆様に、そしてこの 2010 年の国連ウェーサクの日を実現してくださったマハチュラロンコーン仏

教大学の皆様に感謝し、お礼の言葉を述べたいと思います。この集まりが実り豊かに果実を生み出し、あ

らゆる国の人々に安楽と癒しをもたらしますように。すべての存在が苦しみから解放されますように。 

 



 

ウルグアイ禅仏教協会 

Zendo de la Flor Dorada [Zendo of the Golden Flower、金華禅道] 

ウルグアイ, モンテビデオ 

 

2010 年 4 月 30 日 

ウェーサクのお祝い 

 

  内容 …… 私たち仏教徒にとってだけではなく、人類全体にとって非常に重要なウェーサクのお祝いが

行なわれること、しかも、つつましい私たちの国ウルグアイのような国々にまで、偉大な師ゴータマ・ブッダ

の行いと教えが知られるようになってからまだそれほど時間が経っていない遠く離れた国々にまでたどり着

き広がっていることを心より喜んでおります。 

 

  私はウルグアイのことをつつましい国と申し上げましたが、それは、私たちの国ウルグアイには、ありが

たいことに他の国々が経験してきたような大きな災害や苦しみや自然変動や病気や戦争などをもっていな

いという意味です。しかしながら、だからといって、どのような感覚のある存在にも必ずある苦しみ、誰も逃

れることが出来ない苦しみから自由というわけではありません。ですから、親愛なるゴータマ・ブッダが残し、

代々の師達が伝え続けてきたすばらしい人類の遺産が、ゆっくりと、しかし絶えず私たちのもとに届き、そ

れを知るようになるということは極めて重要なことです。この人類の遺産を、今までにも増して、今日私たち

は学んでいく必要があります。今日、世界を物質主義が支配していますが、この世界には精神的価値の危

機、精神の空虚化、精神的苦しみ、そして暴力が存在しているということにはっきりと気付くために、私たち

はこの世界の遺産を実践に移し、また他の人々に知ってもらう必要があるのです。我々全てにとって本当

に美しい宝石とは自由であり、それこそが唯一の価値ある豊かさだということを知ってもらうのです。私たち

には、この人類の遺産を人々が見つけられるようにする責任があります。また、この人類の遺産に、それに

ふさわしい輝きを与える責任があります。 

 

ウェーサクのお祝いに対し、おめでとうと言うと共に、感謝したいと思います。仏陀の聖なる道が世界の

隅々まで通じ、全ての悩める人々の心を軽くし、世界の全ての国々に調和を回復させることを望んでいま

す。 

 

ダニエル・マルゲッティ、ウルグアイ禅仏教協会代表 

 

 

 

 

 

 

 

 



タイ、バンコク 2010 年国連ウェーサクのお祝いにあたっての 

ベトナム仏教徒サンガ大僧正評議会 

 

  ウェーサクの日（すなわちヴィサカ・プージャの日）は、仏陀の生涯における三つの大きな出来事、誕生、

覚醒、涅槃が、驚くべきことに同じ満月の日に起こったことをお祝いする、世界中の仏教徒にとって最も重

要な日です。平和、団結、非暴力、慈悲、自由、無我、人々への施しに関する仏陀の純粋な教えは、悟りと

心の自由を求めて心を耕している全ての仏教徒にとって常に仰ぎ見る導きの星となっています。 

 

  国連ウェーサクの日のお祝いは、2010 年 5 月 22 日から 26 日の期間に、マハチュラロンコーン仏教大

学と日本のインナートリップ霊友会インターナショナルの共同主催の形でタイ国のバンコクで行なわれます

が、これは、私たちが友情と調和のうちに一緒に集まって、地球を回復させるため、仏教倫理、仏教教育、

仏教的エコロジー、仏教の社会への関わりをどのように活用していくことが最も効果的なのかについて話し

合い、その具体的方策を見出していくための良い機会となっています。このお祝いでは、また、どのようにし

て世界を平和的に開発していくのか、世界中の人々が平和のうちに共存して生きていくという考えを推し広

めていくにはどうしたらいいのか、そして、全世界から集まった様々な部派の仏教徒達の間に、理解と寛容

と団結と同じ宗教を信じる者としての協力の精神を、どのようにして強化していくのかについても話し合いが

行なわれます。 

 

  このおめでたい機会に際し、ベトナム仏教サンガ大僧正評議会を代表して、また私自身のために、大僧

正閣下、国王陛下、国連、マハチュラロンコーン仏教大学、日本のインナートリップ霊友会インターナショナ

ル、そして全てのタイの皆様に心よりのご挨拶を申し上げたいと思います。最後に、全ての参加者の皆様

に、各国からの仏教徒代表団の皆様に、そして私達みんなに、仏陀の法の下で平和で楽しい生活がありま

すことを、そして、この 2010 年の国際仏教徒会議が大きな成功を収めることを、お祈りしております。 

 

ベトナム仏教徒サンガ 

大僧正評議会と執行委員会を代表して 

 

 

ティック・トリ・ティン聖下 

ベトナム最高サンガ評議会大僧正代理 

ベトナム大僧正サンガ執行委員会代表 

 

 

 

 

 

 

 

 



一つの地球、一つの希望 

2010 年ウェーサクの満月に触発されて考える 

 

世界仏教サンガ評議会 

名誉事務局長 

セイク・フイ・シオン 

 

  国連がウェーサクの日を「国連ウェーサクの日（ＵＮＤＶ）」として認知しているということは、世界中の全

ての仏教徒にとって大きな誇りです。さらに国連は、毎年、ウェーサクのお祝いと活動を国際的に支援し続

けており、平和を推進しております。 

 

  私は、タイのサンガの皆さんに、そしてマハチュラロンコーン大学に心よりの感謝の言葉をお伝えしたい

と思います。皆様方のたゆみない努力のお陰で、私たちは仏陀の偉大さ、仏陀の慈悲、そして私達の文明

化された社会に対する仏陀の貢献をお祝いし、記念し、目の当たりにすることができます。仏陀の智恵は常

に幸せをもたらし、この世で生きる人々の生活に深く触れます。この力強さに触発されて、私達はみんな、

質の高い生活を送ることができるように、世界平和を推進できるように、私達の社会に熱心にたゆみなく奉

仕していくことができます。 

 

  今世紀の初め以来、私達はずっと、この地球の抱えている悲しい問題を目撃しています。この悲しい現

実は、今やますますよりはっきりとしたものになっており、私達の生活の多くの面に大きな影響を与えていま

す。無常が現実であり、それがこの世を支配する法則だということを私達は知っていますが、これまで行な

われ続けてきた破壊の主要な原因は、他でもない人間です。無責任な人間の活動（例えば戦争や過剰な

化学物質の廃棄など）は、人類だけではなく、この地球社会のあらゆる生き物の生活の質を悪化させてき

ています。私達が配慮して暮らし考えて資源を使ってこなかったことが、現在のような活動を続けてきたこと

が、破壊を加速してきたのです。私達は、芸術や科学知識における様々な業績を楽しんでおりますが、私

達はこの地球上で最も危険な生き物であるということは無視してしまいます。認めることが怖いのです。 

 

  人間は本性的に、好機を伺うものであり、時には貪欲になりうるものです。私達の知性は、より多くの権

力を獲得し、より多くの資源を入手するために、他の人々を操る力をもっています。私達は簡単に怒りや無

知に影響されることも多く、自分の欲望を達成できない場合に暴力に訴えることもあります。今日まで、私達

は、直接的にせよ間接的にせよ、この地球という惑星の気候を破壊し続けてきました。地球温暖化は長期

にわたる人間による破壊の結果の一つなのです。地球の大気の平均気温が徐々に上っており、それは人

間を含めあらゆる生き物に恒久的なダメージを与えることになるでしょう。しかしながら、まだ私達にはわず

かながら生の質を回復する機会が残されています。私達の地球に慈悲を示し、私達の毎日の生活に智恵

を使うことによって、その機会を生かし、生の質を回復させることができます。 

 

  政府、企業、市民社会など、あらゆるレベルで、現在の気候問題を正すための様々な試みが行なわれ

てきており、今もまた続けられています。しかしながら、もし我々が自分自身から始めなければ、今もたらさ

れている結果を改善するための本当の進歩、永続的な進歩はかなえられません。我々の地球を救うため



に、一人ひとりの取り組みというものがかつて以上に必要とされているのです。人類の歴史を通じて、私達

はみんな共通して一つの結論に達しています。それは、私達は幸福を追い求めて努力し、苦しみを減らす

努力をするということです。そのようにして私達は、生の質をより良くしていくことができるのです。私達は世

界各地の異なる社会背景、信仰、そして文化の出身者ですが、私達は一つの同じ希望、幸福を達成すると

いう希望を持っています。この希望は普遍的なものであり、誰もが容易に理解できるものですが、それを実

現するために手に手を取り合って一緒に活動していくには、勇気ある人間が必要なのです。良く教化された

平和な心の持ち主が、怒り、憎悪、無知から自由な持続的幸福へと私達を導いていくことができ、この地球

においての私達の生の質をより良いものにしていくことができるのです。権力と富を集め、過剰なエネルギ

ー資源を使用することによって幸福を得ても、それは環境を破壊するだけであり、より良く生きるという問題

を解決することにはなりません。それゆえ、私は、毎日の生活の中で智恵を使ってバランスをとっていくこと

が、自己中心主義、恐怖、憎悪がない平和な環境を作り出していくことになる、と信じています。次の世代

の人たちが、様々な災害を恐れることなしに暮らしていけるようにするためには、今私達が懸命に活動する

ことが非常に重要です。「一つの地球、一つの希望」というこのビジョンが、私達の地球を救い幸福をみんな

で分かち合うことへ向かって、私達が絶えず私達の心を耕し続ける刺激となることを祈っております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


