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意識に満ちて行なう発展  

タイ国 2011 年ウェーサクへのメッセージ 

「社会的・経済的発展のための仏教の力」 

ティク・ナット・ハン 

 

尊敬する尊師様たち、名誉ある代表団各位 

 

私たち仏教徒の連帯を祝い、同朊としての意識を築くためにこのように一

堂に会されたことに対し、仏教最高サンガ評議会、全ての参加者の皆さん、

そして、第8回国連ウェーサクの日会議の組織・運営に当たっておられる皆

様におめでとうと申し上げます。私たちは、仏教の教えと実践は、この危機

の時に当たり人類を導くことができる世界的な精神性と倫理に大きな貢献

をすることができる、と確信しています。 

 

私たちは、様々な危機が世界各地で起こっているのを目撃していますが、このことから、国家がそれぞれ

国境で区切られ個々バラバラの利害を持つ時代は次第に終わりに近づきつつある、ということがはっきり

と分かります。ある国の苦悩と苦痛は、根本的なところでは全ての国の人々の心に結びついており、共

有されています。また、ある国の不安定と抑圧は、この地球の全ての国民の繁栄と安全に影響を与えま

す。この地球のこの時代において、社会的・経済的発展とそれに伴う全ての解決しなければならない問

題は、もはや個々の国の問題ではないことははっきりしております。 

 

しかし、私たちに希望がないわけではありません。私たちの地球、私たち人類が直面している様々な問

題---環境の緊張、社会や家族の機能不全、経済の不安定、政治の混乱---は、私たちに私たちの苦しみ

の源は何なのかについてじっくり考え再検討する機会を、そして、私たちをより明るい未来へ、そしていっ

そう明るい現在へ導く道を見つける機会を与えてくれます。これは、ブッダが、生きておられた時、苦しみ

へと向かいがちな彼の同朊たちを導くために使った基本的な問題解決法です。この基本的な問題解決

法は、今の私たちを私たち自身の救済へと導く助けとなることができます。意識に満ちていること、集中、

そして内省という仏教独特の三つの力が、私達をこの救済へと導くことができます。これらの３つの力を

適切に上手に用いるなら、私たちは、私たちの社会をより正気でより健康な方向へ発展するように導くこ

とができる世界的倫理と意識に満ちた生活法を見つけることができるでしょう。 

 

私たちは、私たちの社会が生産と消費を意識に満ちながら行なうことができるように、会社や個人が、私

たちみんなの心や環境を害する有害な廃棄物を生み出すことが少なくなるように、そして、消費の量を減

らすだけでなく消費するならば私たちの心と体に滋養を与える仕方で消費するように、仏教の教え---すな

わち、意識に満ちていることの実践、苦悩とよく生きることについての教え、相互に生かしあっていること

をわきまえて差別をしないこと、意識に満ちて行なうべき五つの訓練（五戒：補足参照）、そして四つの滋
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養物についての教え---を実際に用いる道を見出さなければなりません。私たちは、個人としてそして国

家として、仏教の中庸についての教えを、私たちはすでに十分に持っているということを知るべきだという

教えを実際に用いるべきです。 

 

家庭での親密なひと時に、父親と息子たちはこれらの教えを実際に用いて、（コンピューターの画面を見

つめるためではなく）お互いのためにより多くの時間を使い、より多くじかに接するべきです。相手の話に

じっと耳を傾け、これまでよりも愛情を持って話すようになることにより、お互いのコミュニケーションを回

復することができます。 

 

今は学校の教室は不毛で講堂は寒々としていますが、教師たちと学生たちは、家庭の暖かい雰囲気の

中でのように、お互いを支えあう方法を学ぶことができます。ストレスをこれまでのようには感じなくなり、

リラックスし、自分たちの感情や気持ちをコントロールできるようになります。そして、自分たちを意味のあ

る健全な方向に向けていけるようになります。若者たちは、資本主義という機械の労働力となるために卒

業するのではなく、競争ではなく協力し合うより親切でより自由な世代となるべく卒業するのです。 

 

会社や政府の事務所のようなこれまで権力を志向していたところでも、同僚や仲間の労働者たちは、今

までよりも意識に満ちて働くようになり、同朊関係を築き、慈悲と寛容を養い、真の幸福と融和の方向に

私たちの社会を導いていきます。 

 

今の時代は様々な方向に発展のモデルが探し求められていますが、その際、発展の自由が高く評価さ

れ、追求されます。しかし、それは、私たちの若い世代と壊れやすい環境を犠牲にしてのことであり、私た

ち一人ひとりを、集団社会を、そして、私たちの意識を犠牲にしてのことです。 

 

私たちの社会に、私たちの政府に、私たちの家族に、そして、私たちの生に責任と倫理的行動を再びも

たらすにはどうすべきかをじっくり考えその実践法を見出すのに、もう遅すぎる、ということは決してありま

せん。 

 

愛と信頼の心で、 

 

チック・ナット・ハン 

禅僧、プラム・ビレッジ代表、フランス 
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大韓佛教 曹溪宗（チョゲジョン） 

大韓民国 ソウル特別市 110-170 鍾路区堅志洞 45 www.koreanbuddhism.net 

 

2011 年 4 月 14 日 

世界の人々が知っているように、仏教とは、無執着の教えであり、少欲知足の叡智です。

たとえ他の人々によって不利益を与えられようとも、仏教徒は寛容と譲歩の態度をとり続

けようとします。人類の歴史の中で、仏教は最も平和な宗教です。経済的、政治的、宗教

的貪欲さゆえに、世界は激しく苦悩しています。しかし、仏教徒は、ウェーサクの日に昇っ

てくる満月のように、この世界を明るく照らすことができます。 

 

こうした仏教の考えと、｢社会的・経済的発展における仏教の徳」というテーマは、お互いに遠く隔たって

いるように聞こえるかもしれません。もしそのように聞こえるとしたら、それは、仏教は厭世的であり受動

的である、という仏教についての誤った考え方からです。 

 

私は、｢社会的・経済的発展における仏教の徳」を、慈悲という角度から見ていきたいと思います。もし仏

教徒が経済的発展に積極的に参加し、そうした発展から生み出される商品を手にいれることができない

人々を手助けするなら、それは積極的慈悲の理想的な実践でありましょう。 

 

インターネットは、世界をリアルタイムで結びます。他の多くの国においてと同じように、韓国の会社の仕

事や学生の授業は、インターネットと結ぶことによって可能となっています。しかし、その一方で、世界の

人口の半分を構成している 30億の人々は、情報技術の便利さを全く享受できていません。また、国際復

興開発銀行 IBRD によれば、世界の 14 億の人々は１日１ドル 25 セント以下という極めて貧しい生活を

送っています。これが人間の世界の冷酷な現実なのです。 

 

皆さんは、アナタピンディカという裕福な商人のことを知っておられると思います。彼は、  ジェタヴァナ

ラム寺院を建て、仏陀に捧げました。それは、仏陀の初めての僧院でした。このジェタヴァナラム寺院の

後、ヴェルヴァナラム寺院（竹林の園）など多くの仏教寺院が建てられ、仏法が教えられました。ジェタヴ

ァナラム寺院は、時の流れの中で消えてしまい、今は建物が立っていた跡がわずかに残るだけですが、

多くの壮大で壮麗な仏教寺院の中に、アナタピンディカの真摯な心がいまだに残っている、と私は信じて

います。もしアナタピンディカなどの後援者がいなかったなら、はたして仏教は、皆様が知っておられるよ

うなふうに急速に広がっていっただろうか、と私は考えております。 

 

社会的・経済的発展を通して、私たちは仏教の後援者の数を増やしていかなければなりません。私たち

も積極的に参加して、生きとし生けるもの全てにとって利益となる方向にその発展の努力を導いていか

なければなりません。その努力は、急激な成長を達成しようとするものであってはなりません。そのような

成長は、人類と自然を破壊することになるからです。私たちは、全ての人々を一つに合わせ調和させる

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BD%E3%82%A6%E3%83%AB%E7%89%B9%E5%88%A5%E5%B8%82
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%8D%BE%E8%B7%AF%E5%8C%BA
http://www.koreanbuddhism.net/


4 
 

ために、社会構造を変えていかなければなりません。そのような努力を通して私たちの労苦の果実を困

っている隣人たちに届けることができるなら、それは仏陀の教えを具体的に実践したことになります。そ

の時、私たちは、仏陀の国というユートピアに一歩近づいたことになります。 

 

私たちが慈悲の心で取り組むなら、私たちは仏教の発展と社会の発展の両方を同時に成し遂げること

ができます。現在、大韓佛教 曹溪宗は、1,470 億韓国ウォン（約 1億 3,500 万米国ドル）の年間予算で、

「社会福祉とボランティアのための韓国仏教基金」を運営しています。私は、これは仏教社会を強化する

重要な運動である、と信じております。それは、また、仏教についての積極的なイメージを韓国において

拡げていくのに大いに役立っております。これこそまさしく慈悲の持つ力です。 

 

最後に、世界の多くの国々が自然災害により多くの人々の命が奪われるという経験をしております。私た

ちのカルマ（業）の全てが集まり、このサムサラ（輪廻）を作り出しています。他の人々の痛みは、まさしく

私たち自身の痛みです。私はこの祝辞を、生きとし生けるもの全てに仏陀の祝福がありますように、とい

う祈りで締めくくりたいと思います。 

 

尊師ジャセウン 

大韓佛教 曹溪宗 管長 
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- 第 8 回国連ウェーサクの日祝賀式典へのメッセージ 

 

 

ウェーサクの日祝辞 

 

 

この度、貴国のアユタヤとバンコクにおかれまして、釈尊の神聖なる三日間を

慶祝するウェーサクの日の式典が開催されますことを心より御祝い致します。 

今年度のテーマは「社会経済発展における仏教の力」と承っております。 

私たちは、3 月 11 日に東日本を襲いましたマグニチュード９．０という巨

大地震とその直後の津波により、犠牲者、行方不明者は三万人近くにのぼって

おり、今なお安否のわからない人々が数多くおられますことに心を痛めており

ます。更に、何十万人もの人々が住居を失い、物資が不足する中、避難生活を

余儀なくされておられます。私たちも出来る限りの力を尽くして、一日も早い救済と復興に協力しな

くてはなりません。 

今回の未曾有の大震災に対し、国民全員が全力を挙げ、一丸となってこの国難に立ち向かう姿勢を

示しております。 

そのバックボーンとなるのが、古来日本人の心を支えてまいりました仏教であります。 

特に、天台宗の宗祖伝教大師が示された「己を忘れて他を利するは慈悲の極みなり」という教えこ

そが、この難局を乗り切る力となり、ひいては日本を経済的に復興させる原動力となると信じます。 

どうぞ、皆様も共に被災された方々のご冥福と、日本の復興をお祈り頂きたいと存じます。皆様の

慈悲のお心が、再び日本を立ち上がらせる灯火となるでしょう。 

ウェーサクの日の盛会をお祈り致しますと共に、仏教を共に信仰する者として、切にお願い申し上

げます。 

  

 

 

                                

天台座主 半田孝淳 

 

 

 



6 
 

 

オックスフォード 仏教寺院 

2011年 4 月 6 日水曜日 

祝うべき素晴らしい成果 

 

 国連ウェーサクの日 UNDV はニューヨークの国連本部から世界中に広まりまし

たが、それに大きく貢献したものは次の三つです：様々な仏教部派や仏教国の協

力；タイ王国の政府と国民の皆さんの素晴らしい寛容さ；タイ王国の仏教高等教育

機関であるマハチュラロンコーン仏教大学とその有能な指導者、学長の尊師プラ・

ダマコサジャーン教授博士のエネルギーです。 

 最近 7 年間、国連ウェーサクの日に関わってまいりましたこと、特に 3 年間事務

局長として活動しましたことを本当にありがたいと思っております。私は国連ウェー

サクの日で成し遂げられてきた数多くの進歩を目の当りにしてまいりました。その中で最も目覚しいもの

は、（a）2004 年以来、異なる仏教部派、様々な仏教国、仏教信者、仏教大学の間の関係がどんどん親

密になっていったこと；（b）2007 年に仏教大学国際協会（IABU）が誕生したこと。仏教大学国際協会は

本年 12 月に第 2 回目のサミット会議を行なうことになっています；（c）2007 年に上座部仏教大学協会

（ATBU）が誕生したこと。上座部仏教大学協会は本年 11 月に第 3 回会議を行なうことになっています；

（d）2008 年にメコン川盆地仏教大学グループが誕生したこと；（e）サンスクリット語、パーリ語、中国語、

チベット語、モンゴル語で書かれたあらゆる仏教経典を網羅した、仏教経典統一カタログ（UCBT）と呼ば

れる仏教電子カタログをアメリカ、ヨーロッパ、アジアの 23 の仏教大学の専門家を結集して作るプロジェ

クト；（f）今も信仰されている上座部仏教、大乗仏教、金剛乗の本質的な教え、共通の教え、そして独特

の教えを網羅した、共通仏教経典（CBT）と呼ばれる本を編纂するプロジェクト。 

 今年の国連ウェーサクの日の祝賀はブッダが悟りをひらかれてから 2600 年目の記念すべき年と重な

っております。さらには、2006 年の国連ウェーサクの日の祝賀行事は、ありがたいことに、タイ国国王陛

下が王位に就かれてから 60年目という記念すべき年の祝賀とともに行なわれましたが、今年の国連ウェ

ーサクの日も、世界中の仏教徒社会と共に、タイ国国王陛下の 84 歳の誕生日というめでたい日を記念

しながら第 8回国連ウェーサクの日会議を開催する、というありがたい運びとなりました。 

 仏、法、僧という三宝の恵みにより、国王陛下が健康で幸福のうちに長生きされ、行なわれるどのよう

なことにおいても成功されますように。 

 また、国連ウェーサクの日が、これからも末永く活動することができ、仏法を広め、世界平和に貢献でき

ますように。 

 カーマイ・ダマサミ師博士 

 哲学博士（オックスフォード）、名誉博士（MCU） 

 国連ウェーサクの日国際委員会委員、IABU及び ATBU 専務理事 

 UCBT共同議長、CBT編纂委員会議長 
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カンボジア王国 

祝辞 

 

 ウェーサクの日というめでたき機会に、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が 2011年／仏暦 2554年第8回国連ウェーサクの日を

開催されることに対し、心よりのお祝いの言葉を申し上げます。また、ブミポン・アドゥ

ンラヤデート国王陛下の 84 歳の誕生日の年にあたり、陛下のご長命と益々のご活

躍をお祈り申し上げます。 

 

 現在、世界の殆どあらゆる場所で戦争、紛争、暴力、景気後退、津波、地震、地球温暖化、気候変動

などといった問題が生じています。私たちは、仏教の中に、世界のあらゆる種類の危機を解決する手助

けとなりうるブッダの深い教えを持っています。ですから、この危機的な時代にあたり、仏教のあらゆる部

派が、ブッダのあらゆる教えを今一度思い返してこれらの諸問題の解決を手伝う、ということは極めて重

要です。 

 

 ブッダがその最高の教えを広めるべくその弟子たちに語った最初の教えは、次のようなものです：「弟

子たちよ、多くの者のために、多くの者の幸せのために、世界のために、神々と人々の利益と幸福のた

めに、慈悲の心をもって出かけるが良い」。悟りを開かれた方の教えがどんなに立派なものであっても、

もし我々がそれを人々の利益のために実践しないならば、それは無益なものとなります。 

 

 この国連ウェーサクの日のお祝いが、世界の平和、幸福、繁栄、安定、持続可能な発展にとって実り豊

かな成果をもたらすであろう、と私は堅く信じております。 

 

 このお祝いに参加するという徳により、全ての参加者の皆さんがブッダの四つの祝福、長命、美、幸福、

強さの祝福を授かりますように。 

 

プノンペン、2011年 5月 19日 

テプ・ヴォン閣下 

カンボジア王国大僧正 
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中国佛教協會 

日付：2011 年 4 月 18 日 

祝辞 

スエ・チェン尊師 

中国仏教協会理事・副会長 

国連ウェーサクの日国際評議会副議長 

仏教大学国際協会副議長 

 

 ゴータマ仏陀の誕生、悟り、入滅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お祝いの日です。第 8 回国連ウェーサクの日

が「社会的・経済的発展における仏教の徳」という題の下、タイ国で開かれることを

知り本当に喜ばしく思っております。 

 

 今日の世界には、人類に警告を発するような重大な地球規模の危機が数多くあります。西洋文明が、

グローバル化のプロセスを支配し、世界のどんな片隅にまでも行き渡っておりますが、現在の発展パター

ンや生活様式はどんどん危険な方向へと向かっております。今や、全世界が、持続可能な発展ができる

かどうかの深刻な瀬戸際に面しております。このように、危機が益々重大なものとなり、危険が益々顕著

なものとなっている今こそ、人々は目を覚まし、次のことをはっきりと悟るべきです：実際に生じている一

連の危機、例えば自然災害、疫病の蔓延、戦争、金融危機、経済危機、そして他の数多くの危機は、現

在進行中であるばかりでなく、将来においても引き続きずっと起こり続けるものなのですが、これらは全て

人間の精神の危機、心が危機に瀕していることが外部に現れ出たものなのだ、ということを悟るべきなの

です。心がこのような危機に瀕しているのは、物事の誤った姿を見ているゆえに、また無知ゆえに、世界

や人生や価値を狭く誤った仕方で見ているゆえになのです。そして、こうした狭いものの見方が、貪欲、

怒り、無知、無気力などを引き起こし強めているのです。こうした障碍が、人間の本質的な真の性質を曇

らせているのです。 

 仏教は「心」というものに大きな強調を置いています。華厳経は、「心は画家のようなものであり、様々な

世界を描くことができる。そこから五蘊が発しており、すべての法は心が創り出す･･･。もしも人々が三世

の御仏を知りたいと願うならば、彼らは法の国の本質を熟考するべきである。すべては心が創り出すもの

にすぎないのだ。（八十華厳、第 16 巻）」と言っています。楞
りょう

厳
ごん

経
きょう

は、「あなたは心を平らかにすべきであ

る。そうすれば、この世の他のすべてのものが平らかになるであろう。（第 5 巻）」と言っています。大般若

経では次のように言っています。「すべての法には、それに先立ってまず心がある。心を完全に知ってい

る人はすべての法を理解する。この世のすべての法は、心によって創られる。心はその様々な欠点や過

ちに目を配ってはいない。有徳と不徳（業）はすべて心から生じる。（第 568巻）」 
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大乗本生心地観経では「純粋な心は高潔なカルマの根源であり、不徳の心は悪のカルマの根源である。

世界が純粋になるのは心が純粋になるからであり、世界が汚れるのは心が汚れるからである。仏陀の教

えでは、心が主たる導き手であり、あらゆるものは心に従う。（第 4巻）」と言っています。仏教の智慧は広

くかつ深いものです。その目指すところは、私達の汚れを菩提心に変えることです。心はすべての法の源

です。もしも、すべての人が誤った考えと自己中心主義を一掃し、強欲と憎悪と無知という三つの毒をぬ

ぐい去り、汚れのない澄んだ心を持ち、このような態度で他人や家族や地域社会や国家そして世界に対

することができれば、その時、世界は自然に調和の状態に達するでしょう。 

 仏教の価値観と世界観、そして、方法論に影響を受けて、人々は次第に現代文明の矛盾から覚醒しつ

つあり、科学革命や社会革命よりももっと深い革命を開始しています。それは精神革命です。この革命は、

仏教の智慧から養分を得る必要があります。というのも、仏教は心の育成をその中心においているので

すから。現在の状況の本質を見抜こうとすることによって、そして、現在の世界を支配している利己主義

と欲深さと物質主義に対抗するために全人類が潜在的に持つ智恵を結び合わせることによって、新しい

文化、文字通り『心の文化』を創り出していくべきです。社会において物質主義と利己主義が指導的役割

を果たしていますが、それゆえにこそ、私達は、この『心の文化』を広め、『五戒を守り、思慮深さと智恵を

培い、強欲と憎悪と無知をぬぐいさる』という仏教の教えを広めねばなりません。そして、『心の文化』とい

う新しい文明の形成に向けて活動していかなければなりません。 

 私は、第 8 回国連ウェーサクの日を主催されたマハチュラロンコーン仏教大学学長の尊師プラ・ダマコ

サジャン博士を心から称賛致します。『社会的・経済的発展における仏教の徳』という式典のテーマは非

常に重要なものです。私は、参加者の皆様全員が議論を重ねて人類社会の発展への素晴らしく実り多

い解決策を考え出されるに違いない、と信じております。最後に、この式典が素晴らしい成功を収められ

ますことをお祈り致します！ 

 

 

 

スエ・チェン尊師 

中国仏教協会理事・副会長 

国連ウェーサクの日国際評議会副議長 

仏教大学国際協会副議長 
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第 8 回国連ウェーサクの日祝賀式典へのメッセージ 

 

松本正二 

 

第８回国連ウェーサク祝賀式典並びに国際仏教徒会議を迎え、とくに今年は１２月５

日のプミポン・アドゥンヤデート国王陛下の８４歳のご誕生会が合わせて開催されますこ

とを心から祝福申し上げますとともに、 国王陛下の弥栄を寿ぎ奉り、タイ王国の益々

なる繁栄をお祈り申し上げます。 

 

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 

 

今年の 3月 11日に日本に未曾有の地震・津波・原発事故というまさに三重苦の災害が起こりました。現

在におきましてもいまだ甚大な困難の中におります。 

 

これに際し世界各国から温かいご援助と、心強いご支援を賜りましたことを衷心より御礼申し上げます。 

さらに世界各地で日本の為にお祈り頂いたことをお聞きしており、このような時に慈悲のこころをありがた

く頂き、大きな力と勇気を持つことが出来ました。この慈悲のこころを強く持ち、協力をしながら復興を成

し遂げて行かなければならないと考えております。 

 

本年日本の被災地からも多くの仏教徒がこのウェーサク祝賀式典に参加いたします。世界中の仏教

徒が一同に会し仏陀の記念日を祝い、語り合うこの式典に多くの価値と重要性を認識しております。 

 

今回の第 8回国連ウェーサクの日及び国際仏教徒会議が、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。 

 

松本正二 

国連ウェーサクの日国際評議会議長 

ITRI副代表、 

国連ウェーサクの日日本委員会理事 
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サンガラージ・ダルマセン・マハテーロ聖下 

バングラデッシュ大僧正 

ウナインプラ ランカラム P.O.モウラヴィハト、P.S.パティヤ、チッタゴン地区、バングラデッシュ 

2011 年 4 月 7 日 

祝辞 

 

2011 年国連ウェーサクの日という大きなお祝いに私の心よりの祝辞を贈れますことは、大いなる喜びで

あると共に大変名誉なことであると感じております。このお祝いは、シャキャムニ・ブッダの誕生、悟り、入

滅という三重に神聖な出来事を祝うために組織されています。2011 年国連ウェーサクの日を成功させる

ために倦むことなく努力を続けてこられてきたことに対して、私はバングラデッシュの全ての仏教徒を代

表して、主催者であるタイ王国政府、および、主要な組織・運営者であるマハチュラロンコーン仏教大学

（MCU）に衷心よりの敬意とお祝いのことばを贈ります。 

 

今年は、この大きなお祝いに、国王陛下の 84 歳の誕生日が加わります。国王陛下は、タイ国の全ての

人々にとって、愛と繁栄の象徴です。陛下のご長命とご健康をお祈り申し上げます。 

 

私は、2006 年から毎年、国連ウェーサクの日に参加しております。私は、世界中からやって来る世界的

な仏教指導者たちとお会いできるこのお祝いを、毎年心を躍らせながら待っております。私たちは、様々

な考え方や問題を共有し、一緒に最終的な解決法を見出そうと努力します。こうしたことは、世界中の国

と国との間の関係を強めます。 

 

今回、私たちは、仏教に基づいた社会的・経済的発展への道について話し合い、その道を見出そうと努

力します。現在の社会において、人々は社会的・経済的危機に瀕しておりますが、それは人々の心の平

和を破壊し、人々の心を邪悪なものとします。ですから、｢社会的・経済的発展における仏教の徳」という

テーマは選び抜かれたものであり、時代の要請なのです。仏教の中に見出される徳を受け入れることが、

世界を癒すのを助ける唯一の道である、と私は信じております。 

 

私と私の代表団を招待して下さったことに対して、そして、この偉大なお祝いの一部を担う機会を私に与

えて下さったことに対して、主催者と組織委員会に心より感謝しお礼を申し上げます。 

 

2011 年の国連ウェーサクの日のお祝いが大きな成功を収め、全ての参加者に幸福と心の充足をもたら

しますように。 

 

全ての生きとし生けるものが幸せでありますように 

                  仏法の下に 

 

ダルマセン・マハテーロ博士、大僧正 

バングラデッシュ最高サンガ評議会 
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バングラデシュ ブッダ・クリスティ・プラチャール・サンガ 

ダルマラジカ仏教寺院 

アティッシュ・ディパンカール・サラク、P.O.バサボ、P.S.サブジバグ 

ダッカ-1214、バングラデシュ 

日付：2011 年 4 月 11 日 

 

祝辞 

 

 タイ国のマハチュラロンコーン仏教大学（MCU）が組織・運営している 2011年／仏暦 2554年の国連ウ

ェーサクの日のお祝いと仏教会議に、このメッセージを送りますことはこの上ない喜びであります。世界

は仏教の理想によって明るく照らし出されており、マハチュラロンコーン仏教大学は意識を鋭利に磨き上

げ、社会の和睦、調和、そして平和を確実なものにするというブッダの教えを実践する努力を行っていま

す。この世における平和と生存は、表面上は人間的な価値に貢献するように見える人間の様々な活動

によって脅かされています。仏教が説くものは、まさしく人間の苦悩を根絶する生活の仕方であります。

今日の仏教は決して一つにまとまったものではありませんが、様々な仕方で、そして様々な状況で実際

に用いられています。ブッダの教えは、社会を構成している一人一人を改革することによって、そして社

会を調和と差別のない社会に向かって導いていく際の一般的原理を示すことによって、社会が持つ様々

な問題に取り組もうとします。 

 

 三重に神聖なウェーサクの日を組織・運営し、世界中に仏教を広めていくという素晴らしい役割を果た

していることに対し、マハチュラロンコーン仏教大学に感謝するとともに、心からの賛辞を差し上げたいと

思います。 

 

（スッダーナンダ マハテロ師） 

会長 
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ベトナム仏教サンガ大僧正評議会よりの 

タイ国バンコク、2011 年国連ウェーサクの日への 

メッセージ 

 

 ウェーサクの日は、ブッダの生涯に起こった三つの驚くべき出来事、すなわち、ブッダの誕生、悟り、入

滅が同じ満月の日に起こったことを記念する、世界中の仏教徒にとってもっとも重要な日です。平和、一

体性、非暴力、慈悲、解放、無私、他利などに関するブッダの純粋な教えは、いつの時代においても、全

ての仏教徒にとって、悟りと心の解放を求めて心を耕していく際のまさしく導きの星となっています。 

 

 タイ国のアユタヤとバンコクにおいて 2011 年 5月 12 日から 14日にマハチュラロンコーン仏教大学の

主催により行なわれる 2011年第 8 回国連ウェーサクの日のお祝いと国王陛下の 84歳の誕生日という

めでたい機会に当たり、私たちが友愛と調和の中で今日このように集まることは本当に素晴らしいことで

す。私たちは、次のような様々な面から世界の回復のための最良の効果的な解決法について話し合い、

それを見つけたいと思っております：仏教的倫理、仏教的教育、自然環境との仏教的関わり、仏教的献

身精神など；さらには、この世界をどのように平和のうちに発展させていくのか？ 全ての人間がこの世で

平和に共存していく、という考えをどのように推し広めていくのか？ 世界中の様々な部派や宗派の仏教

徒たちの間での理解、寛容、一体性、友愛、協力の精神をどのように強化していくのか？ 

 

 このめでたき機会に、ベトナム仏教サンガ大僧正評議会及び、執行評議会を代表して、そしてまた私自

身のために、タイ国王陛下；大僧正閣下；国連事務所；2011 年国連ウェーサクの日祝賀組織委員会；マ

ハチュラロンコーン仏教大学、そして全てのタイ国民の皆さまに対して心よりの感謝の言葉を申し上げま

す。タイ国王陛下が健康で幸せのうちに長生きされますように。私たちも含め、全ての代表団の皆様が、

各国から来られた仏教代表団の皆様が、ブッダの法の下に平和で喜びに満ちた生活ができますように。

そして 2011 年の国際仏教会議が大きな成功を収めますように 

 

チック・トゥリ・ティン閣下 

ベトナム仏教サンガ大僧正代理 

ベトナム仏教サンガ執行評議会会長 
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法鼓山僧伽大学 

2011 年 5 月 12 日 

14-5、バンリン、ジンシャン区、新台北市、20842、台湾、ROC  TEL：+886-2-2498-7171 FAX：+886-2-2408-2084 

 

議長様、世界の尊敬すべき指導者の皆さま、ゲストの皆さま  

 

 国連ウェーサクの日とタイ国国王陛下の 84 歳の誕生日をお祝いするために、法鼓

山の僧院長と僧都に代わり、私、グオ・フェイがマハチュラロンコーン仏教大学（MCU）

が 2011 年 5 月 12 日から 14 日に開催される国連ウェーサクの日の国際的祝賀と

仏教者会議に、そしてこの今日の素晴らしい集まりに参加できますことは、大きな名

誉であり喜びであります。 

 

 今日、21 世紀に、仏陀の誕生、悟り、涅槃を祝うウェーサクのお祝いは国際的に認知されるようになり

ましたが、このウェーサクのお祝いは、世界の仏教が全ての人々の叡智を結集して世界の平和と調和を

発展させるための話し合いを行なう場ともなっています。今年論じられるテーマは、「社会的経済的発展

における仏教の徳」です。人々は人生の中で幸福を追求しますが、多くの人々が努力を傾けるのは物質

的、経済的報酬を得るために過ぎません。そして、高度に発展した経済は、地球資源の消耗と浪費とい

う問題を生み出しています。しかしながら、このような過剰な成長が本当の幸福を人々にもたらすでしょう

か。また、経済成長は人間の幸せの土台なのでしょうか。 

 

 仏教は原因と状況について、原因と結果について語ります。人々は自然環境全体の状況に左右されま

すので、環境破壊は人間の存在にとっての危機となります。本当の人間の幸福は物質的繁栄からでは

なく、心の平安から生まれます。私たちができることは、絶え間なく外界を追求する心を安らかに静めるこ

とです。物質的世界という観点からは私たちが欲する物は数多くありますが、実際に私たちが必要とする

ものは殆どありません。もし私たちがさらに進んで、私たち自身の心を意識し私たち自身の心を静めてい

くことができるならば、私たちの苦悩、恐れ、そして欲望は自然と減ってゆき、私たちは幸福の味わいを

楽しむことができます。私たちが私たちの欲望を減らし、充足を知り、簡素な生活をするならば、私たちは

利用できるどのような資源も大切に思い、環境を害することは少なくなり、様々な集団間で資源を求めて

競争することによって生じるいろいろな問題を解決することができます。法鼓山は、「心の環境を保護する」

ことを唱道しております。誰しもが、まず最初に心の平和を発達させ、経済的生活や家族生活において

倫理的に行動するようになり、そして次にみんなが幸福に暮らすことを許容する調和に満ちた社会を建

設することへと向かうことを希望しています。 

 

 最後に、この会議が、あらゆる点で成功されることを、そして仏教の慈悲と叡智の光と温かさを世界中

に広げ、世界を平和と幸福で満たしていくことを願っております。 

 

副院長 グオ・フェイ 

法鼓山（DDM） 
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ご挨拶 

 

英国在住タイ仏教僧協会 

 

 猊下、サンガの尊きメンバーの皆様、親愛なる信者の皆様、並びに、法の友人達、  

 

 仏教が、民族や人種に関係なく人類の間の愛と調和と平和な生活を目指す、という唯一無比の性格を

持っていることを私達は誇りに思うことができます。仏教のこの特徴に感銘を受けて、ますます大勢の西

洋人が仏教に、とりわけ仏教の瞑想に関心を持つようになっています。彼らの多くが、仏教の教えを学び、

実践し、実践の結果を自ら経験し、教えへの信仰を一層強くし、そしてそれから仏教の教えを広めようと

積極的に活動し、生きとし生けるものに大きな恩恵をもたらしています。 

 

 国連ウェーサクの日の式典は、それがブッダの誕生と悟りと入滅を記念するものであるがゆえに、仏教

の全宗派にとって重要な行事です。英国では、ウェーサクの日の式典は二部に分かれています。まず最

初に、各寺院で礼拝が通常通り行われ、仏教徒にとって善行を積むことになる宗教的式典に参加します、

すなわち、説教を聴き、キャンドル行進に参加し、お経を唱え、瞑想します。次に、多くの場合、ブッダの

教えが持つ偉大な特質を称えるために、様々な宗派の仏教団体によって国際的な活動が行われます。 

 

 英国在住のタイ仏教宣教僧と在家の信者を代表して、私は、プミポン国王の 84歳の誕生日を祝うため

に今年タイに集合されているサンガの指導者の皆様、学者の皆様、そして、公共部門と私的部門のすべ

ての皆様に、心よりの敬意を込めてご挨拶を申し上げます。2011年国連ウェーサクの日の成功をお祈り

致しております。最後に、生きとし生けるものの上に幸福と平和と調和がありますように。 

 

 

 

（プラ・ラジャバヴァナウィモン） 

英国在住タイ仏教僧協会、会長 

ロンドン、ブッダパディパ寺院、院長 
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ウガンダ仏教センター 

ウガンダ カムパラ ウンテベ ブレガ ガルガロード 31 番地 

私書箱 16650 電話：＋256(0)782 159985 ugandabuddhistcentre@gmail.com 

 

2011 年 4 月 10 日 

 

国連ウェーサクの日の祝賀と仏教会議 2011への祝辞 

 

アフリカ、ウガンダの仏教社会を代表して、ダマコサジャーン最高尊師教授、タイ王国政府、タイ国のサン

ガ最高評議会、マハチュラロンコーン仏教大学（MCU）に祝辞を書くことを非常に名誉あることと感じてお

ります。皆さまが、2011年 5月 12日から 14日にタイ国で、国王陛下の 84歳の誕生日のお祝いと国連

ウェーサクの日の第 8回国際祝賀を組織されておられることに深く感謝いたします。 

 

ウェーサクの日をお祝いするために、そして、仏陀の至高の教えを世界に広めるためにどのように共同

で活動していくかについて話し合うためにあらゆる仏教部派が集まると知り、本当にうれしく、また、元気

づけられました。 

 

また、ウガンダの代表団と共に私がこの歴史的イベントに参加するよう招待されましたことに心よりお礼

申し上げます。私たちの参加が、アフリカにおける仏教、ウガンダの文化と伝統、そしてウガンダの国そ

のものについての理解をより深めていくことを希望しております。 

 

国連ウェーサクの日の祝賀と国際仏教会議の大きな成功を、そして、タイ国国王陛下のますますのご長

命を願っております。 

 

全ての人々が健康で幸福で平和でありますように。 

 

仏法の下に合掌 

 

ビク・ブッダラクキータ師 

 

ウガンダ国 ウガンダ仏教センター僧院長、会長 

 

 

 

 

 

mailto:ugandabuddhistcentre@gmail.com
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2011 年 4 月 6 日 

 

ポルタヴァ・グループの指導者、リトシン・イゴールからの祝辞 

 

 国連ウェーサクの日のイベントを成功させるために大きな努力を行われていることに対し、私はこの機

会を利用して、国連ウェーサクの日国際委員会、タイ国サンガ最高評議会、タイ王国政府、そしてマハチ

ュラロンコーン仏教大学に祝辞を申し上げたいと思います。 

 仏陀の誕生、覚醒、そして涅槃を記念するウェーサクの日は上座部仏教、大乗仏教、金剛乗、さらには

他の部派といった区別なしに世界中の全ての仏教徒にとって最も重要なイベントです。 

 第 8回国連ウェーサクの日が「社会的、経済的発展における仏教の徳」というテーマのもと、タイ国で開

かれることを喜んでおります。 

 私たちは、私たちが住んでいるこの世界に対して、そしてこの世界においての私たち自身の行動に対し

て責任を有しています。もし人々が、今よりも賢明になり、今よりも利己的であることが少なくなれば、そ

れはどの人にとっても利益となることでしょう。 

 私たちが私たちの行動を変えるということが極めて重要です。というのも、もしそうしなければ、私たちの

住むこの惑星は人間の生活を長期間にわたって支えることはできないからです。 

 人々が利己的であることをやめるべき時が来たのです。そしてこれこそが人類が取り組むべき主要な

課題なのです。寛容が貪欲に取って代わるべきです。親愛が憎悪に取って代わるべきです。そして叡智

の光が無知の暗闇を追い払うべきなのです。 

 この変化は、最初はある特定の人々の心の中に起きますが、次第に私たちが住む世界中に広がって

いきます。というのも私たちは孤立して住んでいるわけではなく、私たちは自らを他の人々から切り離すこ

とはできないからです。こうした次第で私たちの行動は私たちの友人たち、私たちの身内の人たち、そし

て他の人たちに影響を与え一歩ずつ私たちの心の変化は世界で重要な役割を果たし始めるのです。 

 ウクライナの仏教徒たちは世界中から集まる他の仏教徒たちと共に参加し、仏陀の誕生と悟りについ

て深く考えていきたいと思います。私たちウクライナの仏教徒がこうしたチャレンジで役割を果たすことが

でき、人類の充足、幸福、そして平和に貢献することができると私は信じております。 

 全ての生きとし生けるものが幸せでありますように！ 

 仏法の下に 

 

 リトシン・イゴール 

 仏教教育団体 

 ポルタヴァ・グループ指導者 
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ロサンゼルス仏教連合会 

7833 エマーソンプレース、ローズミード 

CA91770USA  TEL（626）280－1213 

2011 年 4 月 10 日 

祝辞 

 

 ロサンゼルス仏教連合会を代表して、第 8 回国連ウェーサクの日及びタイ王国国王陛下の 84 歳の誕

生日に心よりのお祝いを申し上げます。 

 

 私はまたこのイベントを組織するために活動された全ての皆さまに感謝を申し上げたい

と思います。 

 私たちは毎日自然災害や人災に直面しています。これらの災難は解決すべき問題であり宗教は、この

ような起こった様々な出来事に対し、説明しそれに正面から向き合っていかなければなりません。人々は

心の平和を失いつつあり、恐れと疑心をもって生きています。私たちは仏教研究者として議論を積み重

ねていくだけではなく、結集して自らも当事者として平和な生活を導いていかなければなりません。 

 私たち人類は責任を持って環境に配慮していかなければなりません。今回のイベントは相互依存の重

要性を思い起こす機会と致しましょう。 

 私たち仏教徒はお互いを励まし、お互いを教育しあって調和の内に生きる模範例となる必要がありま

す。仏陀の教えを思い起し、お互いから学びあって私たちをより良いものとしていきましょう。 

 私たちは一体となって理解していくことを通して私たちの社会に役立っていくことができます。私たちが

教えられてきた、すべての生きとし生けるもののために努力を推し進めていく、という実践を引き続いて行

なってまいりましょう。 

 

敬具 

 

バンテ・チャオ・チュ 

ロサンゼルス仏教連合会会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

 

ブダコーダ 

エストニア トゥリラトゥナ仏教センター 

住所：ルハ１、10129 タリン、エストニア、 

TEL：（＋372）6 536 969 E メール:info@budakoda.eewebsite : www.budakoda.ee 

2011 年 4 月 14 日 

 

 エストニアのトゥリラトゥナ仏教会の祝辞 

 2011 年の国連ウェーサクの日祝賀というこの素晴らしい機会に祝辞を申し上げられますことはこの上

ない名誉なことであり、非常に嬉しくおもっております。トゥリラトゥナの仏教会、及びエストニアの全ての

仏教信者を代表して、タイ王国政府とマハチュラロンコーン仏教大学に対し、この祝賀が成功を収められ

るように熱心に活動されたことに対し、心よりの敬意を表明しお祝いの言葉を申し上げたいと思います。

タイ王国の国王陛下の84歳の誕生日にあたり、陛下が健康を保たれ益々ご繁栄されることを願っており

ます。 

 私は世界中から集まる様々な代表団とお会いして、社会的経済的発展における仏教の徳という極めて

重要な問題を一緒に話し合うことを心より楽しみにしております。私を招待し、このような重要なイベント

に参加する機会を与えてくださったことに対し、主催者及び、組織委員会の皆さまに心よりお礼を申し上

げたいと思います。 

 2011 年の国連ウェーサクの日の祝賀が大きな成功を収め、全ての参加者がその参加から何か得るこ

とがあることを望んでおります。 

  

敬具 

 

仏法の下に 

 

オレグ・カングール 

トゥリラトゥナ仏教会理事 

エストニア 
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ラッタナパディパ・タイ仏教センター 

 

バーンプラ 108 オールドフィングラスロード、グラスネヴィン、ダブリン 11、アイルランド 

2011 年 4 月 12 日 

2011年ウェーサクの祝賀 

  

 ウェーサクの日は、仏教の創始者仏陀が誕生し、無知から覚醒し、暗闇の世界を明るく照らしだされた

日に当たるため、仏教で最も重要な日とみなされています。昔から仏陀の誕生、悟り、そして死は全て同

じ日、ヴィサーカー月の満月の日に起こった。そして仏陀は 80 年の長き生を生きた、と信じられています。

毎年、ウェーサクの日が来ると仏陀の生涯に起こったこの三つの注目すべき出来事を思い起こし、仏陀

の生と教えから学ぶことに心を向けます。ダブリンにおいては仏教徒はグランスネヴィン、オールドフィン

グラスロード 108 にあるバーンプラにおいて、この 6 年間毎年ウェーサクのお祝いをしてまいりました。こ

のお祝いを機に仏教徒たちは寄り集まり、仏陀の生涯に思いをはせてまいりました。 

  

 今年大変名誉なことに私は、タイ王国政府が主催し、マハチュラロンコーン仏教大学（MCU）の組織・

運営によりバンコクで行なわれる国連ウェーサクの日の祝賀と仏教徒会議に参加するよう招待されまし

た。2011 年の祝賀のテーマは、社会的経済的発展における仏教の徳です。それは仏陀の教えを学び、

共に分かち合う最高の機会です。これはまた、私たちが仏陀、仏法、そしてサンガに敬意を払う最高の機

会でもあります。このお祝いにはもう一つの側面にタイ王国の国王陛下の 84歳の誕生日をお祝いすると

いうものがあります。アイルランドに住むタイ人の皆さまに代わり、私は「国王陛下が長く生きたまわんこ

とを」という私の誕生日のお祝いの言葉を個人的に申し上げたいと思います。 

  

 最後にこの素晴らしい祝賀が行なわれるように手配し、これらの祝賀に世界中の人たちが参加できる

ように大きな努力を払われてきた作業委員会の皆さまに感謝の言葉を捧げたいと思います。今一度ウェ

ーサクの祝賀を組織していただいたことに対し、感謝申し上げたいと思います。これを機会に仏陀の平和

の教えが広まっていき、人々が仏陀の教えの意味を理解する助けとなっていくことを希望しております。 

 

 仏教が永らえ世界の人々の心の拠所となりますように 

 

プラマハ・サントング・ダマカロ 

ラッタナパディパ仏教センター筆頭僧 
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イスラエルにおける仏教 

7モレデットストリート、ホド・ハシャローン、イスラエル 45341 

http://buddhism-israel.org 

2011年 4 月 

 

ウェーサクのお祝いへのイスラエルからの祝辞 

 

 私たちがこの会議にやってまいりますイスラエルは、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教という、もっとも

古い精神的伝統の内の三つが始まった所でそれぞれ今日まで数え切れないほど多くの信者を抱えてき

ました。 

 歴史の中で今この現在をわが国も中東全体も数多くの紛争に引き裂かれており、それらの紛争が原因

の暴力と苦痛に苦しんでいます。非暴力の立場を取る仏教の道は、全ての生きとし生けるものが享受す

べき心の平穏と安全を達成することを助けてくれるだろうと私たちは考えています。 

 仏教の道が非常に古くて深い歴史に満ちたこの地で数多くの信者たちを見つけてきたことを喜ばしく思

っています。 

 ウェーサクというこの重要な日に、私たちは、仏教に対するあらゆる取り組み、あらゆる仏教部派を含

み、イスラエルの仏教社会を代表しております。 

 私たちを寛大にも招待してくださったことに対し、このイベントの組織運営者の皆様方に心より感謝を申

し上げます。 

 

アブラハム（アヴィ）ピア 

会長 

イスラエルにおける仏教 

イスラエル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://buddhism-israel.org/
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マレーシア ロカ・ミッタ仏教団 

 
No.22、ジャラン 18/44、40200 シャアアラム、セランゴール・ダルル・エーサン、マレーシア 

TEL：+603－55411613、＋6012－3915539 Fax：＋603－80757240 E メール：lokamittamsia@gmail.com 

 

2011 年 4 月 7 日（仏暦 2554 年） 

メッセージ 

ゴー・セン・チャイ pjk、pbbより 

マレーシア ロカ・ミッタ仏教団、会長 

国連ウェーサクの日国際評議会事務次長 

 

 マレーシア徒を代表して、仏暦 2554年に第 8回国連ウェーサクの日を祝うために、この美しいタイ王国

のアユタヤに世界中の仏教指導者たちが集うという、このめでたい機会に参加される皆様方に心よりの

ご挨拶を申し上げます。この機会を利用して 2011 年のウェーサクが楽しく、喜びに満ちたものであること

を願わせていただきたいと思います。 

  

 このウェーサクの日のお祝いと共にこの機会を使って、私たちはタイ王国の国王陛下の 84歳の誕生日

をお祝いいたします。ロカ・ミッタ仏教団マレーシアの会員たちを代表して国王陛下のお誕生日をお祝い

申し上げますと共に、国王陛下が健康で長生きされますことをお祈りしたいと思います。 

 1999年 12月 15日は世界中の全ての仏教徒にとって画期的な日となりました。この日、第 79回国連

総会において、仏教徒にとって最も神聖なウェーサクの日が毎年 5 月に国連本部及び、他の国連事務

所においてお祝いされるべきこと、そして 2000 年からウェーサクの日が国際的に認知された日として実

際にお祝いされるべきことが決議されました。 

 ベトナムのハノイで開催された 2008 年を除き、2004 年以来ずっとマハチュラロンコーン仏教大学が国

連ウェーサクの日（UNDV）を組織・運営してきました。世界中の仏教指導者たちを一箇所に集めお祝い

を組織・運営するという仕事は途方もなく大変な努力が要ることです。私は倦むことなき努力を注いで生

きている全ての人たちに心よりのお祝いの言葉を述べさせていただきたいと思います。 

 今年タイ王国政府とマハチュラロンコーン仏教大学が再び、主催者となっています。今年、仏暦 2544

年の第 8 回国連ウェーサクの日のテーマは、「社会的経済的発展における仏教の徳」です。作業部会で

話し合われる数多くの議題の中で私の注意を引いたものは、「調和のとれた社会を建設し、覚醒する社

会を目指し叡智を打ち立てる」という議題です。 

 今日の世界において人類は、地球温暖化、多くの人の命を奪う自然災害、戦争、政治的紛争、人間の

弱さに起因するその他の数多くの問題といった様々な種類の危機に世界中で直面しています。こうした

現在の様々な問題のいくつかを解決するために、私たちは私たちの叡智を使って、それらの問題を解決

していくべきです。その作業部会はこうした問題を仏教の実践を通して、解決していく方法や手段につい

て話し合う土台となるべきです。 

 全ての代表団の皆さまが、パネリストを招いて開かれる様々な作業部会に熱心に参加し、現在ある

mailto:lokamittamsia@gmail.com
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種々の問題について深く考察し、どのようにしたら私たちがこの世界をより住みよい場所にできるかにつ

いての提案や示唆をもってお帰り願いたいと思っています。 

 仏陀の誕生、悟り、そして逝去（涅槃）が起こった日である三重に神聖なウェーサクの日というこの喜ば

しい機会にあたり、仏陀が教えられた仏法を実践することの重要性について今一度思いをはせましょう。

私たちの偉大な師の素晴らしい徳を思い出すと共に、それらの徳を毎日実践することにより、私たちの精

神生活をより良いものにしていきましょう。 

 仏暦 2554 年国連ウェーサクの日のお祝いが大成功を収めますことを、そして現在も全ての地球規模

の解決困難な課題や問題が導きの光として仏法をもって取り組まれ、克朋されますことを祈願して私の

話を結びたいと思います。高貴な三宝の祝福により生きとし生けるもの全てが、健やかに幸せであります

ように。 

 

ゴー・セン・チャイ pjk、pbb 

マレーシア ロカ・ミッタ仏教団、会長 

国連ウェーサクの日国際評議会（ICUNDV）、事務次長 

マレーシア青年仏教徒協会、顧問 

セランゴール セティア・アラム・サムボディ仏教協会、会長 

セランゴール及び、クアラルンプール セテナン仏教協会、檀信徒顧問 

シャー・アラム、U12で仏教寺院を建設するための YBBM菩提公園建設委員会、壇信徒顧問 

オーストラリア仏教連盟、コンサルタント及び、特別顧問 

オーストラリア及び、ニュージーランドの統一ベトナム仏教団、コンサルタント及び、特別顧問  

ヤヤサン・ベリア仏教マレーシア（YBBM）、理事 
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メキシコ上座部仏教 A.R. 

2011 年 4 月 8 日 

 

≪2011年／仏暦 2554年の国連ウェーサクの日のお祝いと仏教会議へのメッセージ≫ 

 

 ウェーサクは仏教のカレンダーにおいて最も重要な日です。上座部仏教を信じる国々においてこの日

は新しい仏教年を記す日となっています。それゆえ今年のウェーサクは仏陀がお亡くなりになられてから

2554年目の年が始まることを標すことになります。 

 第 8 回目の国際的なお祝いでは、努力が継続的に行われ続けた結果、益々多くの国々から仏教の指

導者、仏教高等教育機関、仏教学者、仏教徒が一堂に集まり、仏陀の誕生、悟り、ご逝去という仏陀の

生涯において重要な三つの出来事を記念し、また「社会的経済的発展における仏教の徳」という主要な

テーマについて話し合うことになっています。 

 去年、私たちが第 7 回のウェーサクの国際的祝賀を執り行って以来、世界中で様々な出来事が起こっ

ていますがこれらを前にして仏陀が教えられた倫理と慈悲を実践していく緊急の必要があるという思いを

ますます強くしています。それゆえこのめでたい機会に、私たちはこれらの大いに必要とされている仏陀

の教えを世界的に展開していくために一人一人が努力していかなければならないという思いを新たにし

たいと思います。 

 メキシコの代表団を代表して、叡智と慈悲という仏陀の大きな指針の下でどのようにしてより良い世界

を作っていくか、ということを話し合い、考えをお互いに伝え合うために、世界のありとあらゆる所から仏

教徒を集めたこの重要なイベントを組織し運営されている皆様方に心より感謝申し上げたいと思います。 

 仏陀の教えが生きとし生けるものの平和と幸福へ向かう私たちの道を照らしてくださいますように！ 

 

 

ビクナンディセナ師 

メキシコ代表団団長 

メキシコ仏法寺院院長 

メキシコ上座部仏教 ARスピリチュアルディレクター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

ダイアモンドサンガ ニュージーランド 

2011 年 4 月 7 日 

祝辞 

国連ウェーサクの日のお祝い及び、仏教会議 

2011年／仏暦 2554年 

 

 タイ国王陛下の 84歳の誕生日と 2011年／仏暦 2554年国連ウェーサクの日の第 8回国際祝賀に対

し、ニュージーランドのダイアモンドサンガより心からのお祝いの言葉を申し上げます。仏陀が世界に捧

げられたものに対する支持と崇拝に参加するように招待され、長い年月を経て今日まで受け継がれてき

た仏陀の弟子たちの活動と教えを目の当たりにできますことは本当に心嬉しいことです。特に、国王陛

下に対し心よりの感謝を申し上げますとともに、仏法の火を絶やさず燃やし続け、この不確実で危うい世

界の中でいきとし生けるものを解放すべく活動されている信心篤き仏法の信奉者全てに、感謝いたしま

す。 

  

 皆さまが、社会的経済的発展という枠組みの中で仏教の徳がどのように活かされうるのかを研究し、

仏教の徳をひろめることに成功なされることを願っております。また、今まさに苦境へと向かっている世界

の人々にこの惑星の素晴らしさ、この惑星に生きるものたち・・・本当にありがたいことに私たち人間は彼

らとともに生を分かち合っているのです・・・の素晴らしさについて情報を与え、感動を与えることに皆さん

が成功なさることを望んでおります。 

 

合掌 

 

法の下に 

 

グレン・ウォリス・ヤ‐ウン・ロシ 

上席教師 

ダイアモンドサンガ ニュージーランド 
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ブッダダマ協会 

ノルウェー上座部仏教協会 

サンドゥヴィクスヴェイエン 84A、1368ヘヴィク、ノルウェー/www.buddhadhamma.no 

オスロ 2011 年 4 月 8 日 

祝辞 

タイ国、2011 年国連ウェーサクの日のお祝い 

社会的経済的発展における仏教の徳 

 

 ノルウェー上座部仏教協会（ブッダダマ‐フォレニンゲン）の会員を代表して、国連ウェーサクの日の国

際委員会、最高サンガ評議会、タイ王国政府、マハチュラロンコーン仏教大学に対し、このお祝いを組織

し成功裡に運営されることに対して心よりお祝い申しあげます。 

 ウェーサクの日は仏教のカレンダーにおいてもっとも重要なイベントです。それは歴史的な仏陀の誕生、

覚醒、そして逝去をお祝いするものです。上座部か大乗か金剛乗かを問わず、世界中の仏教徒たちはこ

の重要な行事を盛大にお祝いします。私たちがタイ国に集まってこのウェーサクの日をお祝いするのは、

仏教徒間の一体性と協力関係を示すためだけではなく、私たちが直面している様々な問題を話し合う機

会を持つためであり、また他の人たちが世界中で直面しているいろいろな問題を解決する手伝いをする

ためです。この点において「社会的経済的発展における仏教の徳」という今年の会議のテーマは極めて

意義深いものです。 

 私たちはまたブミポン国王陛下の 84歳の誕生日を心よりお祝い申しあげたいと思います。三宝の恵が

国王陛下の上にありますように。長生きをされますように。 

 

仏法の下に 

 

シャンタナ ベルグ 

ノルウェー上座部仏教協会会長 

（ブッダダマ‐フォレニンゲン） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.buddhadhamma.no/
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アルメニア仏教センター 

2011 年 3 月 31 日 

 

三重に神聖なウェーサクの日をお祝いするにあたっての 

アルメニア共和国の仏教徒たちよりの祝辞 

聖下、尊敬すべきサンガの皆様方、卓越した代表団の皆様方、そして法の友人の皆様方！ 

 

 三重に神聖なウェーサクの日に当り、タイ国の最高サンガの皆様方へ、タイ国の国民の皆様方へ、全

ての仏教徒へ、そして世界中のよき志を持つ全ての皆様方へ、アルメニア共和国の全ての仏教徒よりの

心からのご挨拶をこのようにお伝えできますことはこの上ない名誉です。 

 世界中から数多くの尊敬すべき比丘、比丘尼、そして高名な仏教学者が集うこの大きな祝賀を祝うべく、

アルメニア共和国がこのように参加できる機会を与えてくださったことに対し、タイのサンガ及び、マハチ

ュラロンコーン大学に心よりの感謝の言葉を申し上げたいと思います。 

 今回の会議の議題は「社会的経済的発展における仏教の徳」です。その目標は次のような一つのしか

し非常に重要な疑問に答えることです：このダイナミックに発展しつつある世界に対し、この発展が卖に

経済的なもので終わらないようにするために、仏教徒の立場からどのようなことを提供しうるのか？ 

 科学技術の発展は、応用科学は人間に不足し、欠けているものを全て解決しうるのだ、という信念に基

づいて急がされて来ました。科学技術を使って自然を従属させ、自然が人間の欲望に奉仕するようにさ

せてくることにより、人類は確かに以前の時代よりは多くの点では生活をより快適なものにすることに成

功しました。しかし、スモッグに覆われた都市、汚染された河川、人に起因する災害の増加、社会におい

て心理的、精神的諸問題の劇的な増加、私たちの物質的な勝利は恐ろしい代価を支払って獲得されて

きたものである、ということを痛感させます。こうした状況の下でこれまでとは違う世界観を提供しうるの

はまさしく仏法なのです。仏教はこの世に生を享けているあらゆるものが相互に結びつき依存しあってい

るということを深く考察しており、また仏教は幸福というものは欲望の増殖を通してではなく欲望の抑制を

通して初めて見出されるのだと説いており、また仏教は自制と沈思を通して悟りを得ることを目標にして

おり、生きとし生けるもの全てを傷つけることなく限りない慈愛で接することをその徳としているので、仏教

は人類が今直面している少なくともいくつかの重大な問題を解決する手助けをすることができるのです。 

 このような観点から考えてこのような会議は、聞きたいと思っている人々に、そして聞くことができる

人々に、仏教的なものの見方を伝えることに重要な役割を果たします。この会議が大いに成功し、あらゆ

る目標の実現に向かって前進していくものと願っております。 

生きとし生けるもの全てが健やかで幸福でありますように 

 

アルメニア仏教センター会長  

アルタシェス K.ガザリャン博士 
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モンヘス・ブディスタス 

サキャ・タシ・リング 

 

国連ウェーサクの日国際評議会、会長 

最高尊師 ダマコサジャーン教授博士様 

 

ラ ペス、2011 年 4 月 10 日 

 

閣下の皆様方 

 サキャムニ・仏陀の誕生、悟り、そして逝去を祝う特別な日、三重に神聖なウェーサクの日にあたり、单

アメリカの心臓部に位置する国、ボリヴィアの最高尊師ジャミャング・タシ・ドルヘ・リンポチェと仏僧協会

サキャ・タシ・リングに代わり、仏法の下の全ての同朊の皆さまに平和と友情のメッセージを送らせていた

だきます。 

 最高サンガ評議会とタイ王国政府の称賛すべき努力により、仏教の普遍性を現実化する機会が与えら

れています。皆様方のお国の全ての同朊者たちが今すぐにも平和になり、そして究極の平和に到達され

ますことを心より願っております。  

 

 仏法の下に 

 

フェルナンド アントゥーニャ 

 

ボリビア代表団 

仏僧団サキャ・タシ・リング 
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チリ仏教普及協会 
ヴェトゥーラ ラヴァージェ 520サンチアゴ チリ C.P.8360112  TEL:56-2-5550905 

E メール：institutobudista@gmail.com / www.dharmachile.cl 

 

チリ、サンチアゴ 2011 年 5 月 

 

 私たちはサキャムニブッダの誕生、悟り、そして逝去をお祝いする三重に神聖なウェーサクの日が成功

裡に終わったことを歓迎します。この国際的な祝賀を主催されたことに対し、タイ国政府に感謝申し上げ

ますと共に、これら全ての素晴らしい行事や活動を組織されたことに対し、マハチュラロンコーン仏教大

学（MCU）に感謝いたしたいと思います。 

 

 全ての生きとし生けるもののためにブッダの言葉が時を越えて、広まっていくことを強力に後押ししてい

くこのお祝いを考慮してくださったことに対し、国連及び、最高サンガ評議会にお礼を申し上げたいと思い

ます。またタイ王国国王陛下の 84 歳の誕生日にあたり、心よりのお祝いの言葉を述べさせていただきま

す。タイ王国の皆様方がサキャムニブッダの教えを心より支持されていることを喜んでおります。 

 

 今年の記念日の経験が世界中に叡智と慈愛を増やしていく手助けとなることを希望しています。日本

で災害にあって苦しんでおられる方々、怪我をされた方々、そしてお亡くなりになった方々が世界中の仏

教社会からの心よりの思いと気持ちを受け取られますことを願っております。 

 

 経済、政治、宗教の世界的な指導者たち全てが、そして人類の幸福に関わる他の重要な分野の指導

者たち全てが自らの活動が常に利他的なものになるように、悟りを開いたものたちの慈愛と叡智を理解

しその心の中に抱くことを希望しています。 

 

 世界中の仏教サンガがサキャムニブッダの言葉の下に一つの心となり、上座部仏教、大乗仏教、金剛

乗の全ての研究者と実践者の間で真の根本的な尊敬が生まれることを願っています。 

  

 ブッダの言葉がこの世の全ての人々の間に広がっていき、平和がもたらされ叡智が深まりあらゆる生き

とし生けるものの間で慈悲の心があることを希望しています。 

 

フンベルト・バラホナ教授 

チリ仏教布教協会理事 

 

 

 

 

 

TEL:56-2-5550905
mailto:institutobudista@gmail.com%20/
http://www.dharmachile.cl/
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世界仏教発展協会 

 

2011 年 4 月 13 日 

 

ブッダの思想に従い幸福な人生を築く 

 

 すべての生きとし生けるものに慈悲の心をもって接する。 

 責任をもって仕事に取り組む。 

 明るい心をもって周りの事物をありがたく味わう。 

 謙虚な心をもって内省する。 

 快活な心をもって他の人の幸せをともに喜ぶ。 

 無私の心をもって成功した経験を伝えていく。 

 揺るがぬ心をもって正しい理念を唱道する。 

 寛容の心をもって罪を許す。 

 感謝の心をもって今あるものを大切にする。 

 助けを必要とする人に喜んで助けを与える。 

 平常心をもって起こったことを受け入れる。 

 所有している最も大切なものを喜んで捨てる。 

 

 

釋蓮海 

2555年仏陀誕生日 
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ジャムブドゥヴィパ 

 

マヌスキ、デカンカレッジロード、イェラワダ、プーネ、インド  

2011 年 4 月 11 日 

仏教を広めることは人類に奉仕することである 

 

 B.R.アムベドカール博士は近代インドで仏教を再興しました。仏教は現在インドで急速に成長していま

す。大勢の人が仏教に改宗した 1956年以来、アンベドカール博士の歩んだ道を何百万人の人々が辿っ

て来ています。アンベドカール博士は人間の権利の最大の唱道者でもありました。実際彼は生涯を通じ

てカースト制度根絶と不可触選民制の廃絶のために戦いました。彼はインドために啓蒙化された憲法を

作りましたが、それはインドの大勢の、差別され踏みにじられている人々のために確実に正義が行なわ

れるよう、自由、平等、そして友愛という人間的価値にその基礎を置いていました。彼はこれらの価値は

仏教の本質的な基盤となっていると語りました。 

 

 仏教は人間の権利と人間の尊厳を求める世界で初めての普遍的運動です。仏陀は全ての人間の平

等と自由の唱道者でした。叡智と慈悲に基づいた仏陀の法は、いくつもの問題に影響されている現代の

社会にこそ、仏陀の時代以上に必要なものです。現代の世界が直面している様々な問題は一つの種と

しての人類を破壊する力と可能性を十分に持っています。 

 

 近代になって科学技術が発達し、法律に基づいた司法手続きなどといった効果的な人間的制度、市民

の幸福を確実にするためのチェック機能とバランスの取れた機構をもつ政府のおかげで、人間は以前よ

りもより親密になりより良い生活を送ることができるようになってきています。 

 

 仏陀のウェーサクの日のお祝いという機会に仏教と国連がこのように交流することは、様々な複雑な問

題を解決する道を作っていくことであり、差別、不公正、貧困ゆえの苦しみから人々を救い出す道を切り

拓くことにつながります。 

 

 啓蒙化された人道主義的な憲法にも関わらず、インドは今も大昔以来のカースト制度と不可触民制度

を解決すべき問題として抱えています。アンベドカール博士はそのまったき解決を仏陀の教えと効果的な

法制度の中に見出しました。徳、瞑想、叡智の実践を通し人間の持つ可能性を究極的に実現しようとす

る仏教は、カースト制度を否定する唯一の効果的な方法なのです。 

  

 インドの何百万人もの仏教徒を代表して、インドの二億五千万人以上の踏みにじられている人々を代

表して、私たちはこのイベントへの連帯を表明します。このイベントが大きな成功を収めることを願ってお

ります。 

 

叡智の光が全世界をあまねく照らしますように！ 

生きとし生けるもの全てが幸福でありますように！ 

 

マンゲシュラージ M.ダヒワレ、理事（国際関係） 
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2011 年／仏暦 2554 年第 8 回国連ウェーサクの日のお祝い 

ノルウェー仏教連盟からの祝辞 

エギル ローテ 

オスロ 2011 年 4 月 16 日 

 

 ノルウェー仏教連盟の会長として、今年タイ国で行なわれる第 8 回国連ウェーサクの日のお祝いの組

織・運営者の皆様方に祝辞を差し上げられますことは大きな喜びです。ノルウェー仏教連盟はノルウェー

の様々な仏教社会の多くを代表してやってまいりましたが、国連ウェーサクの日のお祝い

で仏教がわが国におけるよりもはるかに多様であるということに非常に大きな感銘を受け

ております。 

  

 タイ王国政府が国連ウェーサクの日のお祝いを強力に支持し、大きな応援をしていることを知って私は

タイ国に対してもお礼を申し上げたいと思います。今年の国連ウェーサクの日はタイ王国国王陛下の 84

歳の誕生日の年にあたります。国王陛下はその長き統治の間、仏教の様々な価値がどのように国民の

生活の中で実行しうるものかについて、素晴らしいやり方で実際に示されてきました。仏教の原理に基づ

いた国王陛下の統治の実践は世界の仏教社会から極めて当然ですが、大きな尊敬を勝ち得てきました。

それ故私たちはタイ王国国王陛下に感謝とお礼の気持ちを申し上げたいと思います。 

 

 2004 年に国連ウェーサクの日の会議が始められて以来、私は毎年参加しておりますが、最高尊師ダ

マコサジャン学長の指導の下にマハチュラロンコーン仏教大学が、懸命の活動により大きな貢献をされ

ていることを常に見てまいりました。そのおかげで世界中から仏教徒を集めることに成功し、世界の舞台

で仏教を目にする機会が増え、仏教が協力できる分野で様々な具体的プロジェクトを始めることに成功

しました。 

 

 その中の一つのプロジェクトはすでに進行中の共通仏教経典プロジェクトです。これは、上座部、大乗、

金剛乗という三つの部派の経典を一つの共通のテキストに編纂し、仏法をその多様性においてと同時に、

その本質において知ってもらうために世界中に広めていこうとするものです。このようなプロジェクトは以

前実行されたことはありませんが、このようなプロジェクトこそマハチュラロンコーン大学とその最高尊師

ダルマコサジャン学長の様々な違いを包摂していく心の広い態度を雄弁に物語っています。それはまた

仏陀の様々な教えを広めていくにあたり、仏教の学問的研究を利用することの大切さを示す良い例とな

っています。 

 

 世界は仏陀の教えを必要といています。なによりもまずどの人も、世間的な価値にまみれた存在から、

叡智と慈悲の行動という形で自らの自由を表現できる解放された存在に自らを変革するために、仏陀の

教えを必要としています。我々の内なる存在は我々の行動の形で映し出されています。我々の行動は
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我々が共に分かち合っている世界という形で映し出されています。よりよきものに向かうにせよ、より悪い

ものに向かうにせよ、私たちの考え、言葉、そして行動は他の存在しているものたちの状況に影響を与え

ます。それ故仏教徒の精神性は心の中をみつめるだけではありません。それはまた外の世界を、人類全

体を見ていきます。私たちが個人として世界の生きとし生けるものたちの社会にどのように関わるかを見

ていきます。 

 

 今年の会議のテーマはそれ故たまたま選ばれたものではありません。「社会的経済的発展における仏

教の徳」は二つの異なる世界からの言葉に響くかもしれません。実際には両者はお互いに深く結びつい

ているのです。もし私たちが慈悲と友愛、寛容と平和に満ちた心という仏教の徳を欠くとしたら私たちは

果たして更なる発展をしていくことができるでしょうか。もし私たちがお互いに関係する仕方がジャングル

での掟とあまり違いのあるものではないとしたら、どうして文明化された社会を作ることができるでしょう

か。 

 

 仏教の徳について語ることは簡卖ですが、本当にそれを理解することはそれほど簡卖なことではなく、

さらにはそれを実行するということになると実際には極めて難しいことです。それ故私たちの理解を強化

し、全世界の利益のために仏教の徳を実践するという私たちの決意を強めていけるようお互いに助け合

うということが必要です。 

 

 主催者であるタイ国の皆さんのもてなしの心により、私たちはこのように国連ウェーサクの日に集まり、

仏陀の教えについて深く考え、そして仏陀の教えによって鼓舞されるという貴重な機会を持つことができ

ました。私たちが発言者として、または聴衆として、ここに代表として参加している世界の仏教社会の

方々と知識と経験を共有し、できる限りの貢献ができるかどうかはひとえに私たちにかかっています。世

界は、私たちの言葉に耳を傾けないかもしれませんが、私たちがこの世界をみんなにとってより良い場所

にすることに大きな貢献をするかどうかについてはきっと気がつくことでしょう。 

  

 それ故、この偉大なイベントを学びそして着想を得る場にすることに成功し、そしてそれによって私たち

が私たち自身と共に世界を変革するより多くの動機付けを得、より多くの力を得ることに成功することを

願っております。 

 

仏法の下に 

 

エギル ローテ 

ノルウェー仏教連盟会長 
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オーストラリア‐ニュージーランド 統一ベトナム仏教会 

サキャムニ仏教センター 

2011 年；仏暦 2555 年 5 月 7 日  

32 アーキバルドストリート、ライネハム ACT2602 キャンベラオーストラリア 

祝辞 

 

国連ウェーサクの日国際委員会議長、委員会メンバーの皆さん 

全世界の幹部指導者、サンガ、研究者の皆様 

2011年国連ウェーサクの日の儀式と会議に参加される皆様へ 

オーストラリアより心をこめてご挨拶申し上げます。 

 

 太平洋にある大きな国であるオーストラリアでは、仏教が世界で最も急速な広がりを見せておりますが

（1981年から 2006年の間に仏教徒は 8倍に増加）、このオーストラリアの私たちサンガと仏教信徒代表

団は 2011 年国連ウェーサクの日の機に、マハチュラロンコーン仏教大学の学長様、サンガの皆さん、ス

タッフの皆さんへ、タイ国にあるその他の尊敬すべきサンガの皆さんへ、国際組織委員会／国連ウェー

サクの日国際委員会／仏教大学国際協会の尊敬すべき会員の皆様へ、そして世界中の全ての仏教行

事の中で最も重要なこの行事、大規模な仏教布教会議の中で最も大切な会議、仏教の長い歴史の中で

仏教がこれまで経験してきた数々の国際的なサンガの集会の中で、最も世界中から代表団が集まった

集会を大成功に導くために懸命な活動をされてきた非常に多くの方々へ心よりの感謝を申し上げたいと

思います。この集まりは 1950 年にスリランカのコロンボで開かれた最初のすごくつつましい本当の国際

的仏教指導者たちの会議の延長線上にあるものです。この会議により有名な世界仏教徒連盟（WFB）

が生まれたのですが、その本部所在地は現在ここバンコクにあります。積極的に仏法を世界に広めるた

めに、そして世界サンガ会議を開くために、タイ国のサンガ、そしてタイという国が多くの資源・人材を使っ

て注いできた大きな努力に対して仏教世界が大いに感謝すべきである、と私たちは強く信じています。タ

イ国の仏教徒たちとサンガがこのようなことができたのは、高貴なビジョンと指導力がその歴史の中に深

く刻み込まれているからに他なりません。今一度、私たちオーストラリアの仏教徒とサンガは、このオープ

ンで意味深く、そして建設的な会合に対して心よりの感謝を贈りたいと思います。 

  

 私たち世界の仏教徒は、調和、一体性、相互を尊重する精神で、私たちの共同の努力と協働的同朊

精神を世界に示すために、仏法を保持し推進し発展させサンガの恵みを探求し最大化する私達の共通

の義務を世界に示すために、そしてどのようにしたらこの脆弱な地球、この混沌とした人間社会をより住

みやすい場所にできるかについて導けるかを世界に示すために、ここバンコクに集おうとしています。  

 

 持続可能な平和のために、そして全世界の威厳ある存続のために、私たち人類は自然資源と人間が

作り出した産物の歯止めのない消費のスピードを落とさなければならない、と私たちは示しています。私

たちはあらゆる軍備拡張計画と暴力的手段を伴う交渉を中止してすぐに、意味のある対話を始めなけれ

ばならないのです。あらゆる国際的、国内的、地域的衝突や相違を解決するために、私たちはお互いを

尊重する手段を、民主的で自由で開かれたプロセスを採用しなければならないのです。 
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 アジアにもある立派な政府を含め、ビジョンをもっている世界の立派な政府はいずれも、自分たちの尊

敬すべき国民たちの平和のために、伝統的な方法で宗教社会と関わっていくことが必要であることに同

意する、と私たちは信じています。道徳の唱道者や宗教の実践者などに自由に社会を導く役割を果たさ

せるのです。そこには、恐怖も社会的階級もなく、差別も憎悪もありません。派閥的な利害と個人な利害

は公平に扱われますが、しかし常にそれらは国家的利害や人類全体の利害の後に置かれます。  

 

 この問題に関して、私たちはここに、ベトナム統一仏教協会の僧正代理、ティク・クオン・ド尊師を拘留

から無条件に解放するようにというアピールを、オーストラリアより送ります。彼は現在 84歳ですが、この

29 年間政府により拘禁されています。今は、彼を解放し、ベトナムや海外にいるベトナム統一仏教協会

のサンガや仏教信者に対して彼がサンガと仏法の責務を果たせるようにする時なのです。 

 

 この何十年間、多くの努力がなされてきましたが、世界のサンガはもっと親密に、もっと定期的にお互い

に会って話し合う必要があります。お互いからもっと多くを学びあい、お互いの伝統と貢献を実際に理解

し、本当に認識する必要があります。 

 

 国連ウェーサクの日の集まりを通じて、私たちが、若い世代のサンガと高い教育を受けた仏教信者が、

正式な形では仏教大学で、インフォーマルな形ではフォーラムやセミナーや瞑想場で、お互いの考えを

分かち合い、お互いに学びあうことができる協働プログラムを、まず地域的に、次に国際的に計画できる

ことを希望しています。  

 

 1 週間こもっての戒律修行や阿毘達磨修行、１ヶ月にわたる経典研究修行、または、社会道徳につい

ての仏僧フォーラムや社会活動に関するアジアの尼僧セミナーなどといった、より実践的な集まりが、サ

ンガの長老やより広範な仏教信者からの指示を受ける形で、すぐにでも始められる時期だと考えており

ます。 

 

 オーストラリア代表団に代わり、世界の尊敬すべき大サンガの皆様に敬意を表すると共に、この国連ウ

ェーサクの日の集まりに参加された全ての代表団の皆様方に私の信頼と希望を送りたいと思います。 

 

 親愛なる世界のサンガの皆様、そして仏法の同朊の皆様、私たちオーストラリアの仏教徒は、世界の

仏法とサンガが意味のある成長を遂げ、本当に前進していくためになら、いつでも皆様方と共に歩む用

意ができております。必要なときにはいつ何時でも呼びかけてくだされば、喜んでその呼びかけに応えて

まいります。 

 

 

ティッチ・クォン・バ尊師 

オーストラリア‐ニュージーランド 統一ベトナム仏教会 

キャンベラ 2011年 5 月 7 日 
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国連ウェーサクの日国際評議会会長 

尊師ダマコサジャーン教授博士様 

 

リマ、2011 年 4 月 10 日 

 

閣下、 

 

ペルーの仏教僧サンガであるサキャ・タシ・リングは、｢社会的・経済的発展における仏教の徳」というテ

ーマを持ってお祝いされる、サキャムニ・ブッダの誕生、悟り、逝去という三重に神聖なウェーサクの日の

2011年のお祝いに、祝辞を申し上げたいと思います。 

 

最高サンガ評議会とタイ王国政府がこのような素晴らしいお祝いに率先して取り組んでおられることに対

して、賛辞のことばを贈らせていただきます。 

 

私たちは、世界各地の仏教サンガの仏法の同胞たちとこのような記念すべきお祝いを一緒にお祝いでき

ることを、心よりありがたく思っております。私たちが、調和ある関係と平和な心をもって、より良い世界の

実現に貢献できることを希望しております。 

 

私達の尊師、ジャムヤン・タシ・ドルジェ・リンポチェの祝福の下に究極的な幸福に達するという私達の深

い願いを皆様にお届けします。 

 

仏法の下に 

 

アリシア ダムメルト師 

ペルー代表団 

仏僧団サキャ・タシ・リング 
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スペイン曹洞禅仏教協会 

 

46356 カサス・デル・リオ、バレンシア州、スペイン 

2011 年 4 月 6 日 

 

私たち、ブッダの弟子たち 

 

私たち、ブッダの弟子たちは、タイ国最高サンガ評議会、タイ王国政府、タイ国のマハチュラロンコーン仏

教大学の寛大な手配により、仏暦 2553 年のウェーサクの日にタイ国に、世界の五大陸から何千人もの

尊師、僧侶、仏教信者が集まります。 

私たちの地球は、仏法が説く真の人間的、精神的価値の代わりに、野心と貪欲に基づいた間違った経

済的利益を優先させる発展モデルにより、この私たちの時代にずいぶんと傷つけられました。 

仏法の信奉者として、経済的市場という宗教によって押し付けられる発展モデルに対して消極的な態度

をとることはできません。それは、何百万人という人々に大きな苦しみを与える原因となっており、健康に

生きるために必要な環境をひどく悪化させているのです。 

私たちは、私たちが深く愛する師、シャキャムニ・ブッダが説かれた少欲知足、平和、心の平安、慈悲、忍

耐、節度、質素、命ある全てのものに対する敬意、非暴力などの徳によって、社会的・経済的発展モデル

を生気ある素晴らしいものにする必要がある、ということをはっきりと認識するために、そして、そのことを

世界に向かって明白に示すために集まります。 

経済的市場そしてその守護者たちによる暴力は、東洋をも西洋をも、そして、十方世界の人間たちをも

動植物をも、同じように害します。それは、人間の文明だけでなく、地球の自然の循環をも破壊する恐れ

のある世界規模のガンなのです。 

アジャーン・スラク・シヴァラクサが言ったように、「現在は、僧侶の数よりも売春婦の数のほうが多い、そ

して、地域社会の活動センターとして使われているのは、寺院ではなくショッピングセンターである」。 

仏法に含まれているメッセージと生きる方法は、このような暗黒の時代において、私たちに生気を吹き込

んでくれるものです。私は仏暦 2553年のウェーサクに喜んで参加します。私は、私たち、ブッダの弟子た

ちは、実践、実例そして明瞭なことばを通して、世界に極めて重要な貢献ができるだろうと思っているの

です。 

私は、この国際的な集まりを実現してくださったタイ国の最高サンガ評議会、タイ王国政府、タイ国のマ

ハチュラロンコーン仏教大学（MCU）に心よりの感謝のことばを申し上げます。 

 

独照ヴィリャバ・ロシ師 

スペイン曹洞禅仏教協会会長 

清浄光曹洞禅院住職 

 

 


