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タイ国大僧正からのタイ国大僧正からのタイ国大僧正からのタイ国大僧正からの     

国連ウェーサクの日式典メッセージ国連ウェーサクの日式典メッセージ国連ウェーサクの日式典メッセージ国連ウェーサクの日式典メッセージ     

 

 

 仏教にとって最も重要な日であるウェーサクの日が今年もまた巡って参りました。今年 2012年は

6 月 4日がこの日にあたります。今年のウェーサクの日は仏教の世紀で 26世紀目、つまりブッダが

悟りを開かれてから 2600 年、仏教がこの世界に存在して 2600 年のウェーサクの日であり、どの年

のウェーサクの日よりも偉大な日です。 

 

 仏教はブッダの教えです；短くまとめて言えば、仏教は私達に人生とは苦しみなのであるという真

実、人生の本質を知らせてくれます。幅広い展望を持つ教えの基本原理をまとめれば、それは悪しき

行いを排除し、良い行いをし、そして心を純粋にせよ、という教えです。その原理をどう実践するか

について述べれば、それは、多くの人々、世界中の人々の幸福という結果を求めて道徳的な行動と瞑

想と智恵の実践を行え、という教えです。 

 

 それゆえ、仏教の 26 世紀というこの偉大な時に際し、私は仏教徒の皆様に、式典を行うだけでは

なく、ブッダが教えて下さった法を前述した方法に従って称え、人類の永遠の幸福のために、世界中

に仏教をより広く普及させると共に真に仏教を学び実践することを自らに促すことをお願いしたい

と思います。皆様がそれをして下さるその時、この式典が仏教の 26 世紀の式典と呼ばれるものとな

るでしょう。 

 

 三宝の力と功徳が皆様方全員に永遠の繁栄と幸福を授けてくれますように。 

 

 

 

プラ・ニャナサムワーン大僧正猊下  

プラ・サンハラ・サコゥ・マハサンハパリナヨク猊下  

 

ワット・ボーエウェーンニウェート・ウィハーン  

最高サンガ評議会委員会委員長  

 

 

 

 

 

 



（メッセージ 2 タイ）  

 

国連ウェーサクの日というめでたい行事への国連ウェーサクの日というめでたい行事への国連ウェーサクの日というめでたい行事への国連ウェーサクの日というめでたい行事への     

メッセージメッセージメッセージメッセージ  

 

 ウェーサクの日は意義深く重要な日です。ウェーサクの日はブッダが誕生され、悟りを達成され、

そして入滅された日であり、この日は仏教徒にとっては、ブッダご自身と同じくらい大切です。それ

は陰暦６月の満月の日でした。すべての仏教徒は、この日に深い絆を感じ、皆が一体となってブッダ

を称えます。「ウェーサクの日」は、ブッダの悟りが世界に平和に満ちた幸福と思いやりをもたらさ

れたがゆえに特別な祝典なのです。ブッダが悟られたものがダルマ（法）であり、それは、苦しみと

激情の対極にある、人類が必要とする幸福と大きな思いやりを生み出す最も貴重な遺産です。それゆ

え、ダルマは貴重な遺産なのです。 

 

 タイ国は仏教を深く理解する賢い祖先を持ちました。私達は今日まで祖先の遺産を受け継ぎ、その

おかげで、私達には幸福と思いやりがもたらされています。 

 

 国連は世界に広まった仏教の重要性を認め、1999年 12月 15日にウェーサクの日を国際デーとす

る決議をしました。私達皆が幸福で思いやりがある、と世界が認めているのです。それ故、陰暦 6月

の満月の日に私達は集まって祝うのです。 

 

 今年 2012年のウェーサクの日式典では、タイ政府がウェーサクの日とブッダジャヤンティ（ブッ

ダ生誕祭）すなわちブッダの悟りの 2600年に最大の敬意を払って、瞑想の実践とダルマの普及を促

進するための予算を寄付して下さいました。さらに、今年の式典では王妃殿下の 80 歳の誕生日とワ

チラロンコーン皇太子殿下の 60歳の誕生日も祝われます。 

 

 マハチュラロンコーン仏教大学は、タイ国でこの行事を祝うために世界中の仏教指導者の皆様をご

招待するという栄誉にあずかっております。この式典の開催がウェーサクの日を祝うに適切であり非

常に重要であることは最高サンガ評議会も同意するところです。その目的を果たすために組織委員会

が設立されております。 

 

 ウェーサクの日の重要性を認めて下さる政府に感謝し、また、このウェーサク国際デーという非常

に栄誉ある式典に参加下さっているすべての団体、個人の皆様にお礼を申し上げます。 

 

プラ・プッタチャーン猊下  

大僧正執行委員会委員長  

 

 

 



（メッセージ 3 カンボジア） 

カンボジア大僧正事務所カンボジア大僧正事務所カンボジア大僧正事務所カンボジア大僧正事務所     

プノンペン、ソテアロス通り、ウナロム僧院プノンペン、ソテアロス通り、ウナロム僧院プノンペン、ソテアロス通り、ウナロム僧院プノンペン、ソテアロス通り、ウナロム僧院     

2556（2012）年 5月 10日 

祝賀メッセージ祝賀メッセージ祝賀メッセージ祝賀メッセージ     

カンボジア大僧正カンボジア大僧正カンボジア大僧正カンボジア大僧正     

プレア・アガ・マハサンガラジャディパティ・テップ・ヴォーン猊下プレア・アガ・マハサンガラジャディパティ・テップ・ヴォーン猊下プレア・アガ・マハサンガラジャディパティ・テップ・ヴォーン猊下プレア・アガ・マハサンガラジャディパティ・テップ・ヴォーン猊下  

 

 2012年 5月 31日から 6月 3日までタイ国のバンコクで開かれる国連ウェーサクの日式典というめ

でたい催しにこの祝賀メッセージをお送りすることは大きな名誉であり喜びです。 

 

 「人類の幸福のためのブッダの悟り」という今年のテーマは深い意味を伝えており、そこには、す

べての菩薩の完全な悟りの実行という究極の目標の響きが聞こえます。偉大な悟りの後にブッダは言

われました。「私が悟りを求めて出発したことは、私が両親や家族や子供達や親類を愛していなかっ

た、ということを意味するのではなく、あらゆるものを打ちのめす輪廻の苦しみから生き物を解放す

るということが私の願いであるということなのである。」 

 

 ブッダの誕生と悟りと入滅を記念するウェーサクの日は、上座部仏教、大乗仏教、密教、その他の

部派といった部派の違いに関わりなく世界中の仏教徒の暦の中で最も重要な行事です。それは、恐ら

く、世界で一番ではないとしても、最も尊重される日の一つでしょう。 

 

 仏教には、科学と物質的世界が達成できなかった、人類のための真の平和と社会の調和を世界に与

えることができる意味深い実践的な理論と哲学が組み込まれています。実際のところ、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なものを提供することができますが、それは人工

的なものにすぎず、いつまでも続く本当のものではありません。科学が提供するものを通してこれら

の快楽や幸福といったものを追いかけ、人類はストレスを受け、自分自身、家族、地域、社会等と争

い、時にはそれが戦争に至ります。仏教によれば、世界の静穏、平和、そして調和は、瞑想と慈しみ、

慈悲と忍耐、そして非暴力の実践を通して一人ひとりから始まるのです。 

 

 私達がブッダの教えをより良く理解し、人類の幸福のために一生懸命働く気持ちを一層奮い起こす

ことができるように、今年の式典と討議によって私達がお互いの知識と経験を分かち合うことができ

ることを心より願っております。 

 

この式典が意味あるものとなり、大きな成功を収められますことをお祈り致します。 

 

カンボジア王国大僧正 

プレア・アガ・マハサンガラジャディパティ・テップ・ヴォーン猊下 

 



（メッセージ ４．カンボジア） 

カンボジア王国タンマユット派カンボジア王国タンマユット派カンボジア王国タンマユット派カンボジア王国タンマユット派     

大僧正大僧正大僧正大僧正     

マハ・サンガラジャ・ディパティ・ブール・クリー猊下マハ・サンガラジャ・ディパティ・ブール・クリー猊下マハ・サンガラジャ・ディパティ・ブール・クリー猊下マハ・サンガラジャ・ディパティ・ブール・クリー猊下  

 

タイ国、バンコクでタイ国、バンコクでタイ国、バンコクでタイ国、バンコクで 2012201220122012 年年年年 5555 月月月月 31313131 日から日から日から日から 6666 月月月月 2222 日の間開催される日の間開催される日の間開催される日の間開催される     

国連ウェーサクの日式典への国連ウェーサクの日式典への国連ウェーサクの日式典への国連ウェーサクの日式典への     

祝賀メッセージ祝賀メッセージ祝賀メッセージ祝賀メッセージ     

聖下、 

最高尊師、尊師、 

閣下、皆様方、 

 

私は、この素晴らしい行事を開催して下さる主催者の皆様に心からお礼を申し上げ、深い感謝の念を

捧げたいと思います。ゴータマ・ブッダの誕生と悟りと入滅を記念してタイ王国のバンコクで 2012

年 5月 31日から 6月 2日まで開催される国連ウェーサクの日式典にこうして祝辞をお届けできるこ

とは非常にうれしいことです。 

 

私は、この行事が、世界の調和と心の平和に至る道を探索するためにしっかりと協力しようとする全

世界の仏教徒の固い連帯を示すものである、と強く信じております。皆様方の運営とリーダーシップ

の下で行われるこのウェーサクの日式典によって、人類間の理解と寛容、平和と調和の促進を目指し

て仏教指導者間の団結が強められ、また仏教徒間の連帯と同朋愛が高められることを私は確信してお

ります。 

 

この世の生活は苦しみに満ちているが、人生はつかの間のものであり毎日の生活に意味があるのだ、

と仏教徒は信じています。毎日の決まり切った活動をどのように行うかによって精神の向上が、ある

いは精神の衰退が起こるのです。そこで、仏教徒はいわゆる「正しい実践」に熱心に励みます。正し

い実践とは、正しい意見と意図を持つこと、正しい言葉を使い正しい行動をすること、正しい努力を

すること、正しい集中力を持つこと、そして、正しい恍惚を経験することです。 

それゆえ、仏教の理想と仏教的価値は、慈悲と平和と調和を達成するために是非とも必要なものであ

る、と認識されています。 

 

私は、この機会に、皆様の活動とリーダーシップに感謝と称賛を捧げ、また、来たる未来の世界にお

いてのみならず今日の世界においても仏教を促進し広めるという大きな仕事を成し続けるすべての

仏教信者の皆様への支援を表明できることを嬉しく思います。 

 

仏教が地球上に発展と平和と調和をもたらしますように。 

 

 



（メッセージ ５．バングラデシュ） 

 

2012 年 5月 7日 

 

祝辞祝辞祝辞祝辞     

 

2012年 5月 31日から 6月 2日までタイ国のアユタヤとバンコクで開かれる第 9回国連ウェーサクの

日式典に参加できますことは私にとって名誉で光栄なことです。また、タイ王国政府がこの式典を主

催され、マハチュラロンコーン仏教大学が主たるまとめ役をされていると聞いてうれしく思います。 

 

2012年／仏暦 2555年の国連ウェーサクの日に行われる第 9回国際式典が再びタイ国で開催され、マ

ハチュラローン仏教大学によって準備されることはウェーサクの日国際評議会（ICDV）によって決

定されました。最高サンガ評議会とタイ王国政府の祝福を受けて第 9回国連ウェーサクの日の式典が

2012年 5月 31日から 6月 2日までタイ国のアユタヤとバンコクで開かれることは本当にありがたい

ことです。私は、バングラデシュの最高サンガ評議会はウェーサクの日国際評議会の重要なメンバー

であると考えています。 

 

私は、仏教を普及させようとする組織委員会とタイ王国政府のご尽力に心からお礼を申し上げたいと

思います。これは必ずや仏教の歴史における画期的な出来事となるでしょう。世界のすべての仏教徒

の連帯と同胞愛がマハチュラロンコーン仏教大学のリーダーシップの下にさらに強まるものと信じ

ております。 

 

現在、全世界が非常に混乱しており、民族紛争、テロリズム、帝国主義など数多くの問題のために世

界中が不安定な状態になっています。しかし、私達は平和と調和の中に生きるべきなのです。第９回

国際ウェーサクの日式典が仏教の教義を通して世界で重要な役割を果たすものと私は固く信じてお

ります。 

 

この式典はまた、ブッダの世界をこの世界に呼び覚まし、悟りに達した社会をこの世界に出現させる

ことに寄与するでしょう。 

 

会議が大きな成功を収め、この集まりが世界に平和と調和を築く大きな出来事となることを願ってお

ります。 

 

       ダルマの下に 

      ダーマセン・マハテロ博士 

 

 

 



（メッセージ ６．中国 ）  

 

 

 

 
中国佛教協會会長中国佛教協會会長中国佛教協會会長中国佛教協會会長     

中国佛教学院学長中国佛教学院学長中国佛教学院学長中国佛教学院学長     

チュアン・イン最高尊師からのチュアン・イン最高尊師からのチュアン・イン最高尊師からのチュアン・イン最高尊師からの     

祝辞祝辞祝辞祝辞     

 

 仏陀の悟り 2600年のブッダ・ジャヤンティ（仏陀生誕祭）を祝って、2012年国連ウェーサクの日

の式典と第 9回国際会議、そして、第 2回国際仏教大学連盟学術会議が 2012年 5月 31日から 6月 2

日までタイ国のバンコクで開催されることは実にうれしいことです。私はここに、中国佛教協會と中

国の何億人もの仏教徒を代表して、この素晴らしい催しが開かれることに心よりのお祝いを申し上げ

ます。祝いのために世界の様々な国から、様々な地域からバンコクに集まられた法の下に生きるすべ

ての兄弟姉妹にとって幸福なウェーサクの日となりますように。 

 

 今年のタイ国の王妃陛下の 80歳の誕生日ならびにタイ国皇太子殿下の 60歳の誕生日の祝賀にあた

り、私はここに中国佛教協會を代表して、また、私個人の名前で、タイ国民の皆様と、国王陛下、王

妃陛下、そして皇太子殿下にお祝いを申し上げます。 

 

 国王陛下、王妃陛下ご夫妻とタイ国民の皆様が幸福と吉兆の恵みの下に毎日を過ごされますように。 

 

 世界に永遠の平和が訪れますように。 

 

 この偉大な催しが素晴らしい成功を収めますように。 

 

 

 

チュアン・イン最高尊師チュアン・イン最高尊師チュアン・イン最高尊師チュアン・イン最高尊師     

 

中国佛教協會会長中国佛教協會会長中国佛教協會会長中国佛教協會会長     

中国佛教学院学長中国佛教学院学長中国佛教学院学長中国佛教学院学長     

 

 

 

 

 



（メッセージ ７．台湾） 

 

 

 

台湾台湾台湾台湾     

浄覚僧伽大学学長浄覚僧伽大学学長浄覚僧伽大学学長浄覚僧伽大学学長     

世界仏教華僧会会長世界仏教華僧会会長世界仏教華僧会会長世界仏教華僧会会長     

浄心最高尊師からの浄心最高尊師からの浄心最高尊師からの浄心最高尊師からの     

祝賀メッセージ祝賀メッセージ祝賀メッセージ祝賀メッセージ  

 

 

 

 

  ブッダ・ゴータマの誕生と悟りと入滅を記念する三重に神聖なウェーサクの日は、世界中の仏教徒

にとってもっとも重要な行事です。2555年／2012年の国連ウェーサクの日式典が「人類の幸福のた

めの仏陀の成道」というテーマの下にタイ国で開催されることを知って私はとても嬉しく思っており

ます。 

 

 菩提樹の木の下で成道された後、釈迦牟尼仏陀は、この世に対する慈悲の心と人々の幸福への思い

から、涅槃に入られる最後の瞬間まで、真理を広め、すべての生き物を苦しみから解放することに全

人生を捧げられました。今年は仏暦で 2555年です。私達は情報技術が急速に進歩しつつある、いわ

ば電子時代に生きております。すべての仏教徒は、仏陀の慈悲心を高く掲げ、時代のニーズを汲み取

って仏法の普及を推し進めるという問題に関心を持ち、全人類の幸福のために共に働いていかねばな

りません。 

 

 私は、第 9回国連ウェーサクの日式典を開催して下さるタイ国政府とマハチュラロンコーン仏教大

学学長の最高尊師プラ・ダマコサジャン教授博士に心底敬服致します。「人類の幸福のための仏陀の

成道」という式典のテーマは非常に重要です。参加者の皆様が実りある議論を尽くされ、有益な方針

と解決策を生み出されると信じております。最後に、式典が大きな成功を収められますことをお祈り

致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 



（メッセージ ８．ベトナム） 

タイ国、バンコク並びにアユタヤで開催されるタイ国、バンコク並びにアユタヤで開催されるタイ国、バンコク並びにアユタヤで開催されるタイ国、バンコク並びにアユタヤで開催される     

2 012201220122012 年国連ウェーサクの日式典への年国連ウェーサクの日式典への年国連ウェーサクの日式典への年国連ウェーサクの日式典への     

国立ベトナム仏教サンガからの国立ベトナム仏教サンガからの国立ベトナム仏教サンガからの国立ベトナム仏教サンガからの     

祝辞祝辞祝辞祝辞     

2012 年 4月 24日、ホーチミン市 

  聖下の皆様、最高尊師の皆様、最高サンガ指導者並びにメンバーの皆様、 

  閣下の皆様、卓越した参加者の皆様、ご来場の皆様 

  何よりもまず、タイ王国での国連ウェーサクの日式典にご参加の皆様にご挨拶と心からのお喜び

を申し上げることは、私にとって非常にうれしく名誉なことです。 

 現在、私達は人類社会で最も重大な時期に生きております。現代の科学技術と先進文明が発達すれ

ばするほど、私達はますます多くのストレスや苦しみ、そして戦争や紛争、暴力、経済危機、地球温

暖化、さらには地震などの自然災害といった深刻な問題を抱える、という難問に直面しています。無

我、非暴力、平和、調和、統一、慈悲、幸福、解放などについてのブッダの気高い教えは、心の平和、

悟り、そして精神の自由を求めて私達が自らを涵養していく際のまさしく道しるべとなっています。 

 2600回目のブッダ・ジャヤンティ（ブッダ生誕祭）と、王妃陛下の 80歳の誕生日並びに皇太子殿

下の 60歳の誕生日を記念して、第 9回国連ウェーサクの日式典は、2012年 5月 31日から 6月 2日

まで、タイ王国のアユタヤとバンコクでマハチュラロンコーン仏教大学の主催により、タイの最高サ

ンガ評議会とタイ王国政府、そして、世界中の多くの仏教国からのおよそ 5000人の代表達の祝福を

受けて開催されます。ブッダの気高い生涯を、そして人間の道徳性と社会の秩序の発展に関するブッ

ダの純粋な教えを偲んで敬意を払うために、仏教の徳が持つ心を発展させる基本的原理について深く

考えるために、そして、世界の回復のための最良の効果的な解決策について話し合いそれを見つけ出

すために、私たちがこのように友情と調和の内に集まることは素晴らしい機会です。これは、私達の

生活のための、平和と幸福のための、そして、人間が世界で存在し続けていくことが可能となるため

の土台作りなのです。 

 私個人として、また、国立ベトナム仏教サンガ（VBS）を代表して、私は、国王陛下と王妃陛下並

びに皇太子殿下、大僧正猊下、タイ国最高サンガ評議会、国連事務所、2012 年国連ウェーサクの日

組織委員会、マハチュラロンコーン仏教大学、そしてタイの全国民の皆様に、私の深い感謝を友好の

メッセージと祝福の言葉と共に申し上げたいと思います。タイ国の国王陛下、王妃陛下、皇太子殿下

が健康に幸福に長生きされますように。世界のすべての仏教徒の代表者と私達全員がブッダの法にし

たがって平和に楽しく暮らせますように。私達の 2012年国際仏教徒会議が大きな成功を収めますよ

うに。 

国立ベトナム仏教サンガを代表して  

ティク・トリ・クァン最高尊師ティク・トリ・クァン最高尊師ティク・トリ・クァン最高尊師ティク・トリ・クァン最高尊師     

（国立ベトナム仏教サンガ（VBS）執行評議会副会長；  

べトナム－ホーチミン市、ベトナム仏教大学学長）  

 

 



（メッセージ ９．中国） 

 

 

 

中国佛教協會中国佛教協會中国佛教協會中国佛教協會     

    

 

すべての人間は兄弟姉妹のように結ばれており、生きとし生けるものはすべて幸福と苦しみを共に分

かち合っています。他の生き物に対して害をなすことは私達人間自身に対する害へとつながり、一方、

他の生き物への思いやりは私達人間自身への思いやりとなります。万物を物と心の二元に分けること

なく全ては一つの根から生じているという考えにより、仏法は、成長のための成長という罠に人類が

陥らないように助けてくれます。仏法はまた、人間社会が光明と安定と幸運をもって発展するための

道でもあります。 

 第 9回国連ウェーサクの日国際仏教徒会議によって世界の全仏教徒がこの方向に向かって大きな一

歩を踏み出すであろうことは疑いありません。私達は、たゆまぬ努力をして下さるタイ国政府とマハ

チュラロンコーン仏教大学に心からお礼を申し上げたいと思います。また、私達は、タイ国の国王陛

下と王妃陛下にも心からの祝福の言葉を捧げたく思います。タイ国の人々が、そして世界の人々が深

く敬愛する国王陛下と王妃陛下に限りない祝福と長寿がもたらされますように。 

 私は、アユタヤ県ワンノイのマハチュラロンコーン仏教大学キャンパスをも襲った 2011年のタイ

北部と中央部の洪水にもかかわらず、第 9回国連ウェーサクの日という大きな催しを準備されたマハ

チュラロンコーン仏教大学学長の最高尊師プラ・ダマコサジャン教授博士に深い称賛を捧げます。タ

イの政府と国民の努力によってマハチュラロンコーン仏教大学のキャンパスとタイの大地が元通り

の美しさを取り戻すであろう、と信じております。最後に、この式典が大きな成功を収められますこ

とをお祈り致します。 

 

 

シュエ・チェン最高尊師シュエ・チェン最高尊師シュエ・チェン最高尊師シュエ・チェン最高尊師     

    

中国佛教協会副会長中国佛教協会副会長中国佛教協会副会長中国佛教協会副会長     

国連ウェーサクの日国際評議会副会長国連ウェーサクの日国際評議会副会長国連ウェーサクの日国際評議会副会長国連ウェーサクの日国際評議会副会長     

国際仏教徒大学連盟副会長国際仏教徒大学連盟副会長国際仏教徒大学連盟副会長国際仏教徒大学連盟副会長  

 

 

 

 

 

 

 



（メッセージ １０．タイ：プラ・ダマコサジャン博士） 

 

国際仏国際仏国際仏国際仏教徒大学連盟／国連ウェーサクの日国際評議会会長からの教徒大学連盟／国連ウェーサクの日国際評議会会長からの教徒大学連盟／国連ウェーサクの日国際評議会会長からの教徒大学連盟／国連ウェーサクの日国際評議会会長からの     

国連ウェーサクの日式典へのメッセージ国連ウェーサクの日式典へのメッセージ国連ウェーサクの日式典へのメッセージ国連ウェーサクの日式典へのメッセージ  

 

 

 タイ王国の国民と仏教界、並びにタイ王国政府は、2012年／2555年の国連ウェーサクの日式典を

開催する栄誉をいただき誠にありがたく誇りに思っております。多くの皆様がすでにご存知のように、

この偉大な催しは、世界中の仏教社会の間に相互理解を生み出すことを目指しております。この目標

が達成されるならば、重大な世界的規模の危機や数多くの難題を抱えるこの時代に、世界全体に平和

と安定がもたらされることでありましょう 

 

 今年の式典のために、マハチュラロンコーン仏教大学は、これは私が学長を務める名誉にあずかっ

ております大学でございますが、タイ国最高サンガ評議会のご指導とタイ王国政府のご支援の下に、

ブッダ・ジャヤンティ（ブッダ生誕祭）の成功を目指して、そして、ブッダの悟りの 2600年、シリ

キット王妃殿下の 80歳の誕生日の祝賀、ワチラーロンコーン皇太子殿下の 60歳の誕生日の祝賀、そ

して、第 9回国連ウェーサクの日の国際会議と記念式典の成功を目指して、努力と時間とエネルギー

を注いでおります。世界中から来て下さるお客様をお迎えする準備はすでに整っております。 

 

 いくえにも目出度さが重なったこの式典に、より大きな相互理解と平和を人類にもたらすために私

達と共に参加して下さる皆様方を私は心から歓迎いたします。 

 

 皆様方全員の上に三宝の恵がありますように。 

 

（最高尊師プラ・ダマコサジャン教授博士）（最高尊師プラ・ダマコサジャン教授博士）（最高尊師プラ・ダマコサジャン教授博士）（最高尊師プラ・ダマコサジャン教授博士）     

マハチュラロンコーン仏教大学学長マハチュラロンコーン仏教大学学長マハチュラロンコーン仏教大学学長マハチュラロンコーン仏教大学学長     

国際仏教徒大学連盟会長国際仏教徒大学連盟会長国際仏教徒大学連盟会長国際仏教徒大学連盟会長     

国連ウェーサクの日国際評議会会長国連ウェーサクの日国際評議会会長国連ウェーサクの日国際評議会会長国連ウェーサクの日国際評議会会長     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（メッセージ １１．国際仏教大学連盟） 

 

国際仏教大学連盟（国際仏教大学連盟（国際仏教大学連盟（国際仏教大学連盟（ IABUIABUIABUIABU））））     

2012201220122012年年年年 5555月月月月 10101010日日日日    

    

国連ウェーサクの日国際会議国連ウェーサクの日国際会議国連ウェーサクの日国際会議国連ウェーサクの日国際会議（（（（ICUNDVICUNDVICUNDVICUNDV ）：他に比類なき世界仏教徒フォーラム）：他に比類なき世界仏教徒フォーラム）：他に比類なき世界仏教徒フォーラム）：他に比類なき世界仏教徒フォーラム     

    

ナモ  ブッダヤ（ブッダに帰依致します）－  完全な覚醒に到達された方に敬意を！  

そして皆様に楽しい 2600 回目のウェーサクの日を！  

 

 1999 年の国連総会によるウェーサクの日の認知に源を発する国連ウェーサクの日国際会議は、毎

年続けてタイ王国で開かれておりますが、今回の第 9 回目会議には、仏教のあらゆる部派の指導者、

学者、実践者が世界中から集います。先立つ年と同様、今年も、タイ国最高サンガ評議会の祝福とタ

イ王国政府の寛大さ、そしてタイの全国民のおかげで会議を開催することができます。 

 

 ほんの 10 年の間に、世界仏教徒会議、世界仏教サミット、そして、国連ウェーサクの日国際会議

（ICUNDV）といった幾つかの国際的な仏教徒会議が開かれるようになってきた、という事実を私は

一個人として非常に嬉しく思い、またその事実に勇気づけられております。私がこのような動きの一

端をいろいろな形で担う機会をいただいていることに恐縮しておりますが、とくに国連ウェーサクの

日国際会議に関しましては他にも増して一層恐縮に感じております。 

 

 マハチュラロンコーン仏教大学（MCU）のリーダーシップの下で、国連ウェーサクの日国際会議

（ICUNDV）は、とりわけ仏教の単科大学と総合大学を団結させることができました。その結果、も

う一つ別のフォーラム、国際仏教大学連盟（IABU）ができました。 

 

 この第 9回国連ウェーサクの日国際会議式典と同時に第 2回国際仏教大学連盟会議が行われ、仏教

哲学とその応用というテーマの下にメンバーが集まります。その発足以来過去 5年の間に、国際仏教

大学連盟は、インドからスリランカそしてヨーロッパまで、また、インドネシアから韓国、モンゴル

からミャンマーまで、各地で仏教学術団体を生み出し、あるいは、強化して参りました。国際仏教大

学連盟のメンバー達は、各国で学術交流と発展を求めて会合を重ねております。 

 

 さらに、マハチュラロンコーン仏教大学の寛大なご支援をいただき、国際仏教大学連盟はまた、一

連のバンコク宣言の中で計画された国連ウェーサクの日国際会議のビジョンを実行に移して参りま

した。2600 年という長い歴史を持つ仏教という豊かで真正な贈り物を人々に提供するために、ホテ

ルに備える共通仏教経典（CBT）を作るなどのプロジェクトも随分進んでおります。もう一つのプロ

ジェクト、仏教経典統合目録（UCBT）は、仏教の経典である大蔵経、これには仏教徒のあらゆる言

語で書かれた電子版が 30 以上あるのですが、その統合目録を作るというものであり、それもまた重

大な段階に至っております。これら二つのプロジェクトは国連ウェーサクの日国際会議プロジェクト



の中でも最も重要なもので、今回の国際仏教大学連盟会議においてそれぞれに関するパネルディスカ

ッションが行われます。 

 

 国際仏教大学連盟の参加メンバーと上述の二つのプロジェクトに関与している世界各国の様々な

部派の学者の方々を眺めると、国連ウェーサクの日国際会議が、とりわけ国際仏教大学連盟とこれら

二つのプロジェクトを通して、仏教徒と世界のために働いている国際的フォーラムであることがお分

かりいただけるでしょう。 

 

 国連ウェーサクの日国際会議は、マハチュラロンコーン仏教大学  と国連会議センターとブッダモ

ントンで行われる大きな式典と共に、様々な国々の国際仏教大学連盟メンバー大学の種々の素晴らし

い活動を通して、そして共通仏教経典と仏教経典統合目録のようなプロジェクトを通して、今日は、

2600 年前にインド、ビハール州のブッダガヤで自らの努力によって完全に目覚めたものとなられた

ブッダ・ゴータマを称えてまいります。 

 

 

尊師カマル・ダンマサミ教授 

哲学博士（オックスフォード大）、名誉哲学博士（マハチュラロンコーン仏教大学） 

国際仏教大学連盟（IABU）事務総長 

共通仏教経典（CBT）編集委員会議長、および、 

仏教経典統合目録（UCBT）共同議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（メッセージ １２．タンザニア） 

 

イ ル ク ピ テ ィ エ ・ パ ン ニ ャ セ ー カ ラ ・ ナ ヤ カ テ ロ 師イ ル ク ピ テ ィ エ ・ パ ン ニ ャ セ ー カ ラ ・ ナ ヤ カ テ ロ 師イ ル ク ピ テ ィ エ ・ パ ン ニ ャ セ ー カ ラ ・ ナ ヤ カ テ ロ 師イ ル ク ピ テ ィ エ ・ パ ン ニ ャ セ ー カ ラ ・ ナ ヤ カ テ ロ 師     文 学 修 士文 学 修 士文 学 修 士文 学 修 士     

ア フ リ カ 大 陸 筆 頭 僧ア フ リ カ 大 陸 筆 頭 僧ア フ リ カ 大 陸 筆 頭 僧ア フ リ カ 大 陸 筆 頭 僧     

仏 教 徒 連 盟仏 教 徒 連 盟仏 教 徒 連 盟仏 教 徒 連 盟     

東 ア フ リ カ 、 タ ン ザ ニ ア東 ア フ リ カ 、 タ ン ザ ニ ア東 ア フ リ カ 、 タ ン ザ ニ ア東 ア フ リ カ 、 タ ン ザ ニ ア  

 

“ サンガの調和は幸いである。調和の中にある者達の 心 の 修 養 は 幸 い で あ る 。”“ サンガの調和は幸いである。調和の中にある者達の 心 の 修 養 は 幸 い で あ る 。”“ サンガの調和は幸いである。調和の中にある者達の 心 の 修 養 は 幸 い で あ る 。”“ サンガの調和は幸いである。調和の中にある者達の 心 の 修 養 は 幸 い で あ る 。”     

 

ブ ッダの祝福が皆様の上にありますように！  

 

尊 敬すべきダルマの友人達、  

 

タイ国のバンコクで 5 月 31 日から 6 月 2 日までブッダの誕生と悟りと入滅を記念して

開かれる国連ウェーサクの日式典にあたってこのように祝辞をお送りでき、私は非常に

幸福です。2004 年以来毎年、この行事を万人にとって非常に価値あるものとして下さっ

ている組織委員会の皆様に深く感謝を捧げたいと思います。これは、世界の様々な仏教

部 派が一つにまとまる大変素晴らしい機会です。  

 

この国連ウェーサクの日式典により、すべての仏教徒が、善きことを目指して、生きと

し生けるものの利益と幸福を目指して、強い連帯を築き同朋のきずなを深めることに大

き な成功を収めることを強く願っております。  

最後に、すべての皆様にブッダの四つの願い、長寿と健康、幸福と力とが与えられるこ

と をお祈り致します。  

 

生 きとし生けるものが苦しみから解放され、幸福のうちにありますように！  

 

イ ルクピティエ・パンニャセーカラ・ナヤカテロ師  

ア フリカ大陸筆頭僧  

会 長、後援者－カインド・ハート・アフリカ（KHA）、タンザニア  

コ ミッショナー－アフリカの平和のための異宗教間活動（IFAPA）  

理 事－平和のための異宗教間評議会（IRCPT）、タンザニア  

平 和大使－世界平和のための異宗教間異教徒間連盟（IIFWP）  

会 長、後援者－国際仏教徒救援団体（IBRO）、タンザニア  

仏 法教師－アフリカ仏教セミナリー（ABS）、南アフリカ  

名 誉会員－スペイン  ダ ルエスサラーム協会  

精 神的指導者－セレニティ仏教徒救援団体（SBRO）、南アフリカ  

（メッセージ １３．ウガンダ） 



 

ウガンダ仏教センターウガンダ仏教センターウガンダ仏教センターウガンダ仏教センター     

 

2012 年 5月 12日 

 

2012201220122012 年（仏暦年（仏暦年（仏暦年（仏暦 2555255525552555 年）国連ウェーサクの日式典と国際仏教大学連盟学術会議への年）国連ウェーサクの日式典と国際仏教大学連盟学術会議への年）国連ウェーサクの日式典と国際仏教大学連盟学術会議への年）国連ウェーサクの日式典と国際仏教大学連盟学術会議への     

祝賀メッセージ祝賀メッセージ祝賀メッセージ祝賀メッセージ  

 

 アフリカ、ウガンダの仏教界を代表して、最高尊師ダマコサジャン博士教授、タイ王国政府、最高

サンガ評議会そしてマハチュラロンコーン仏教大学の皆様にこうして祝辞をお届けすることは、私に

とって非常に名誉なことです。2012年 5月 31日から 6月 2日までタイ国のアユタヤとバンコクで同

時に行われる第 9回国連ウェーサクの日式典と第 2回国際仏教大学連盟会議を皆様が主催して下さる

ことを深く感謝致しております。 

 様々な仏教部派のすべての信者が、ウェーサクの日を祝うためのみならず、ブッダの悟りについて、

そしてそれが現代の世界において人類にどのように関わっているかについて話し合うためにここに

集まることを知って、本当にうれしく勇気づけられております。そのようなダルマに関する話し合い

は、すべての仏教信者が持っているブッダの気高い教えを広めるために働こうという気持ちを奮い立

たせ励ましてくれるものです。 

 加えて、このめでたい催しに参加するようウガンダ代表団と共に私をご招待頂き、心より感謝致し

ております。私達が参加することによってアフリカとウガンダで仏教への理解が一層広まりますこと

を切に願います。 

 国連ウェーサクの日式典と国際仏教徒大学連盟会議が大きな成功を収めますことをお祈り致しま

す。  

 

ダルマの下に敬具 

 

ビク・ブッダハラキッタ尊師 

ウガンダ仏教センター僧院長、会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（メッセージ 14．タイ枢密院） 

枢密院議長で優れた政治家である枢密院議長で優れた政治家である枢密院議長で優れた政治家である枢密院議長で優れた政治家である     

プレーム・ティンスラーノン将軍閣下からのプレーム・ティンスラーノン将軍閣下からのプレーム・ティンスラーノン将軍閣下からのプレーム・ティンスラーノン将軍閣下からの     

2012201220122012 年ウェーサクの日への年ウェーサクの日への年ウェーサクの日への年ウェーサクの日への     

祝辞祝辞祝辞祝辞     

 ウェーサクの日は毎年陰暦 6月の満月の日にあたります。それは、ブッダの誕生と悟りと入滅が起

こった日で、同じ月の同じ日でした。それは、世界のすべての仏教徒がブッダに敬意を表しブッダの

智慧と人類への慈悲を誉め称える重要な行事です。こうしたことを踏まえて、1999 年に国連総会は

ウェーサクの日を国際的に認知して祝うことを決議して下さいました。 

 

 2012年に行われる第 9回国際仏教徒会議は、ブッダが悟りを開かれてからの 2600年を記念するだ

けではなく、一人一人の人間に、家族に、社会に、そして国々に平和と幸福をもたらそうと努力する

仏教の教義の重要性を強調することをも目的としています。この会議はまた、王妃陛下の 80 歳の誕

生日と皇太子殿下の 60歳の誕生日を記念するためにも行われます。 

 

 仏教の偉大な擁護者である国王陛下を戴くタイ国では、国民のほとんどが仏教に帰依しております。

国王陛下はまた、国家の象徴であり、「足るを知る経済」という哲学の提唱者であり、八正道に従う

仏教の中道の唱道者であられます。八正道とは： 

 

 正見     －すべての事象の真の性質を智慧を以て見、理解すること 

 正思惟    －倫理的、精神的自己修養に打ち込むこと 

 正語     －前向きで思いやりのある言葉だけを話すこと 

 正業     －健全な行動を行うこと 

 正命     －正しい方法で生活の資を稼ぐこと 

 正精進    －正しい行いをしようと努力すること 

 正念     －精神状態をものごとを明確に知覚できるように保ち、ぼんやりした 

                     り、何かに夢中にならないこと 

 正定     －平和な心の集中を発達させ、すべての欲望と惑いを克服すること 

 

 タイ国とタイ国民が今日なお存続しているのは、その心にダルマを抱いているがゆえなのです。 

 

 私は、ウェーサクの日式典が、タイ国にとって素晴らしい出来事となりますことを、また、自分た

ちは国に恩義を受けておりその恩義を国に返すべきことをタイ国民が思い出す大きな機会となりま

すことを心から願っております。タイ国民は、善を成し自分たちの同胞の心に善をしみこませる手助

けをしよう、と固く決意すべきです。 

 

 私は、タイ王国政府とタイサンガの皆様に、そして、タイ国と世界中のすべての仏教徒の利益を願

ってこの重要な式典に参加されているすべての皆様に心からの感謝を申し上げます。 

 

     プレーム・ティンスラーノン将軍 

        タイ枢密院議長、政治家 

 



（メッセージ １5．タイ首相） 

 

タイ王国首相タイ王国首相タイ王国首相タイ王国首相     

インラック・シナワトラ閣下からのインラック・シナワトラ閣下からのインラック・シナワトラ閣下からのインラック・シナワトラ閣下からの     

メッセージメッセージメッセージメッセージ     

 

 

 ウェーサクの日、すなわちヴィサカ・プージャは世界中の仏教徒にとって最も重要な日です。それ

は、ブッダの誕生と悟りと涅槃の達成を記念する日です。ブッダは、悟りを得られて後の 45 年間、

インドをあちこち旅されて、民族的、社会的背景にかかわらずすべての人々に彼の教え、すなわちダ

ルマを説かれました。仏教は、その後世界中に広まり、2500 年以上にわたって、数多くの人々がそ

の精神的生活を培う手助けをしてきました。 

 

 ウェーサクの日はまた、ブッダの三つの徳を映し出します。それはすなわち智慧と清浄と慈悲で、

それらはすべての生き物に等しく差し伸べられています。これらの徳は、無知と絶望から過激主義と

暴力に至るまで、人類が様々な精神的、肉体的難題に直面している今日においても大きな価値がある

ものです。これらの徳と並んで、仏教の重要で普遍的な教義である多様性への寛容と尊重も、これら

の難題を乗り越える助けとなることでしょう。ウェーサクの日の重要性を認めて、国連は 1999年の

第 54 回総会で、ウェーサクの日を国連ウェーサクの日として称える決議を採択しました。 

 

 タイ国は、2012年 5月 31日から 6月 2日まで開かれる第 9回国連ウェーサクの日国際仏教徒会議

を主催する栄誉に与っております。84ヶ国から集まられる 5000人を超える参加者の中には、サンガ

のメンバー、仏教指導者、そして国際的学者の皆様もおられます。政府の支援の下に、今年の式典は

2012年 8月 12日の王妃陛下の 80歳の誕生日と 2012年 7月 28日の皇太子殿下の 60歳の誕生日と

いう慶事も祝賀して行われます。 

 

 タイ王国政府を代表致しまして、第 9回国連ウェーサクの日国際仏教徒会議の参加者の皆様をお迎

えすることは、私にとって誠に嬉しく名誉なことです。この会議の開催を可能にして下さった組織者

の皆様には心から御礼を申し上げます。会議の成功をお祈りし、ブッダの教えが皆様方全員に心の平

和と静穏をもたらす手助けとなりますよう心から願っております。 

 

     インラック・シナワトラ 

      タイ王国首相 

 

 

 

 

 



（メッセージ １6．オーストラリア首相） 

 

ジュリア・ギラード首相からの祝辞ジュリア・ギラード首相からの祝辞ジュリア・ギラード首相からの祝辞ジュリア・ギラード首相からの祝辞     

    

国連ウェーサクの日国際会議と式典に寄せて国連ウェーサクの日国際会議と式典に寄せて国連ウェーサクの日国際会議と式典に寄せて国連ウェーサクの日国際会議と式典に寄せて     

 

第 9回国連ウェーサクの日式典のためにタイ国のバンコクにおられる皆様にご挨拶をお送りできるこ

とを誠に嬉しく思います。 

 

国連ウェーサクの日は、ウェーサクの日が世界の仏教コミュニティにとって重要であることを認める

ものです。世界の様々なコミュニティがこの日を祝い、私達皆が世界という一つの村の一部なのだ、

ということをはっきり示すことは意義深いことです。 

 

オーストラリアで仏教は力強い歴史をもっております。我が国の文化的団体の多くがウェーサクの日

を祝い、さらに仏教と関わりを持たない団体をも幅広くその祝祭に引き入れております。このことは、

活気に満ちた互いに理解し合う多文化社会をオーストラリアに創り出す助けとなっています。 

 

ウェーサクの日は、仏教的な考えが文化と社会に対してなしてきた貢献を祝うと共に、どのような貢

献をしてきたかを深く考える好い機会です。今年の会議のプログラムは、参加者が仏教についてより

多くを学び、それが人類に与えうる影響力をよりよく知る素晴らしい機会を与えてくれることでしょ

う。  

 

すべての参加者の皆様が勇気を与えられ、心高揚する時を過ごされますよう願っております。 

 

 

ジュリア・ギラード閣下 

オーストラリア首相 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（メッセージ 17．アルゼンチン大使） 

 

アルゼンチン共和国大使館 

 

第第第第 9999 回国連ウェーサクの日への回国連ウェーサクの日への回国連ウェーサクの日への回国連ウェーサクの日への     

祝辞祝辞祝辞祝辞  

 

2012 年 5月 8日 

 

世界中の仏教徒が、ウェーサクの日にブッダの誕生、悟り、そして入滅という三つの聖なる出来事を

記念し祝います。 

 

今年の国連ウェーサクの日式典は、シリキット王妃陛下の 80 歳の誕生日とマハーワチラロンコーン

皇太子殿下の 60歳の誕生日というおめでたい年にあたっています。 

 

仏教の最高の精神的理想は、人間が生きるということに関して深い価値観をもって人生の問題に賢明

に対処していくことです。その普遍的な価値観は、精神に深い理解をもたらし、怒りや欲や無知から

生ずる否定的な感情を克服する助けとなります。 

 

生きとし生けるものに対する慈悲と寛容と思いやり、という仏教のメッセージは、人間の価値観と調

和を深め、今日の世界の対立を解消する意義ある教義です。 

 

私達が今日直面している暴力、貧困、飢餓、そして、環境悪化といったものの根には、シッダルタ・

ゴータマが 2600年前に教え、インドから世界中に広まった「人間の苦しみ」と同じものがあります。 

 

2012年式典のテーマ、「人類の幸福にとってのブッダの悟り」は、ブッダの教えを人類の苦しみを解

決する手助けをする道しるべとして取り上げる絶好の機会です。 

 

私は、国連ウェーサクに日にお祝いを申し上げると共に、第 9回国連ウェーサクの日の参加者全員を

歓迎するためにこの1年間ずっとされてきた素晴らしい活動に対して、タイ王国の政府と国民の皆様、

そして、マハチュラロンコーン仏教大学にお祝いを申し上げたいと思います。 

 

     アナ・マリア・ラミレス 

      大使  

 

 

 

 



（メッセージ 18．ブラジル大使） 

 

 

 

ウェーサクの日式典への祝辞ウェーサクの日式典への祝辞ウェーサクの日式典への祝辞ウェーサクの日式典への祝辞     

    

 

私個人として、そして、バンコクのブラジル大使館を代表して、タイ国のマハチュラロンコーン仏教

大学が主催する 2012年／仏暦 2555年の国連ウェーサクの日式典にお祝いを申し上げます。 

 

「人類の幸福のためのブッダの悟り」という今年の式典のテーマが示しておりますように、もしも人

類がブッダの教えに心から従いそれを実践したら、その時、すべての人間が本当に、長く望んできた

心の健康と平和な最終的解放を見いだすことでしょう。 

 

今日、私達は科学と高度テクノロジーがもたらしたサイバー時代に暮らしておりますが、仏教徒の皆

様が世界中でそれぞれの伝統的なやり方で功徳を積みながら神聖なウェーサクの日を祝う姿を見る

と心が温まります。この前向きな強い精神を常に持ち続ければ、世界はきっともっと調和に満ちて暮

らせる場所となることでしょう。 

 

 

 

   パウロ・セサール・メルラ・ヴァスコンセロス 

    ブラジル大使 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（メッセージ 19. チリ大使） 

 

 

チリ大使館チリ大使館チリ大使館チリ大使館     

バンコク、ワイアレス通り、１   ウィッタユ  ソイ 83/17 

 

 

2012 念 5月 22日 

 

国連ウェーサクの日国連ウェーサクの日国連ウェーサクの日国連ウェーサクの日     

    

 

ウェーサクの日にあたり、タイ王国駐在チリ大使として祝辞をお届けするのはこの上なく名誉なこと

です。 

 

南アメリカにある国、チリは、この意義ある行事に出席したいといつも願っております。それは、我

が国は、ここから遠く離れた所に位置しておりますが、宗教の自由を真に尊重し、促進し、保護し、

そして奨励しているからです。宗教の自由は憲法によって保証されており、また、様々な法律や政策

も、我が国において宗教が全般的に自由に活動できることに寄与しております。 

 

さらに、チリの国民性の根源には多文化という特異性があり、それゆえ、チリ国は多文化社会である

と自認しています。数多くの先住民族の集団が国土全体に広がって暮らしておりました。彼らは自然

環境との密接な接触の中でそれぞれの特異な文化を発達させました。その中には、純粋な宗教的なも

のとしての豊かな霊的宇宙観も含まれています。このような先住民族の文化をチリの文化と認めるこ

とによって、チリ国は、国民の重要な一部をなすこれらの人々に対して大きな責任を負いましたが、

それは、最終的には正真正銘のチリ文化というものを豊かにすることに役立っております。 

 

さらに付け加えますと、我が国の国民のほとんどは、自分はローマカトリック、あるいはその他のキ

リスト教宗派の信者であると考えていると言えますが、1999 年の宗教に関する法律は、宗教的差別

を禁止し、いかなる宗教団体にも公民権を持つ合法的な地位を求めることを認め、カトリック教会が

持つのと同じ権利を他の宗教団体にも与えております。 

 

最後にもう一度、私は、タイ王国駐在チリ大使館の名で、また、私個人として、この意義深い仏教の

日の式典と活動への連帯を表明し、心からのご挨拶を申し上げます。 

 

     ジャヴィエル・ベッカー 

      大使  

 



（メッセージ 20. キューバ大使館） 

 

キューバ共和国大使館キューバ共和国大使館キューバ共和国大使館キューバ共和国大使館     

バンコクバンコクバンコクバンコク  

人類の幸福にとってのブッダの悟り人類の幸福にとってのブッダの悟り人類の幸福にとってのブッダの悟り人類の幸福にとってのブッダの悟り     

 

ウェーサクの日は、ブッダの教えを自らの行動の指針として選んだすべての人々にとって最も神聖な

日です。国連がウェーサクの日を世界中の仏教徒が祝う日として認知して以来、毎年、この宗教を信

仰する何千人もの人々が、5月の、また、閏年の場合は 6月の最初の満月の日に集まって、仏教が 2000

年以上もの間人類の精神的豊かさのためになしてきた偉大な貢献に感謝の気持ちを表します。 

 

欲と個人主義のために血なまぐさい戦争が引き起こされ、何百万人もの人々が悲惨な貧困と無知と絶

望の中に暮らし、その多くは生き残る望みさえなく、しかし、一方では、一握りの人間が富を浪費す

るという、人類史上最も困難な時代の一つに世界が直面している今日、地球という惑星が母なる大地

への無責任な扱いに起因する大きな気候変動に屈する危機にある今日、ブッダの教えに、そしてブッ

ダの悟りにこのめでたい式典を捧げることは非常に意味深いことです。 

 

それというのも、この式典には、愛、平和、理解、人間の連帯、誠実、公正さ、人類の多様性に対す

る尊重というメッセージが、そして、利己主義を捨てて気高い目標を忍耐強く達成しようというメッ

セージが込められているからです。心から発されたこのようなメッセージは、仏教という枠を超えて

遠くまで広まり、人類の未来にとって不可欠な普遍原理となります。 

 

これらの原理は、より良い未来に向かって長い道のりを多くの困難を克服しながら 50 年以上もの間

歩んできたキューバ国民とその指導者達を導いてきた原理と同じものです。みんなが健康で幸福な暮

らしができる道を探し求める、というのは人間として当然のことなのです。世界の他の国民に友情と

連帯を差し出す際に、キューバがどんなにこれらの原理を大事にしているかを世界は目撃してきまし

た。  

 

それゆえ、私はこのめでたい機会に、ブッダの偉大な教えが、人間が持っている最も貴重な価値を強

化することに果たしてきた重要な貢献に対する感謝の気持ちを、このメッセージを通してお伝えした

いと思います。とりわけ、タイ国民の間でのみならず、全仏教社会の間で最も優れたそして最も称賛

すべきブッダの教えの伝道者、プーミポン・アドゥンラヤデート国王陛下に私の深い感謝と尊敬を捧

げたいと思います。 

 

私はまた、この友情のメッセージを送ることを可能にして下さった、ここタイ国でのウェーサクの日

の主催者の皆様に深く感謝するとともに、この素晴らしい催しが今回も今後も成功することをお祈り

致します。 

（メッセージ 21. ハンガリー大使） 



ハンガリー大使ハンガリー大使ハンガリー大使ハンガリー大使     

タイ国の誉れ高きマハチュラロンコーン仏教大学（MCU）が主催する、シャカムニ・ブッダの誕生

と悟りと入滅を記念して祝う三重に神聖な国連ウェーサクの日にご挨拶できますことはこの上なく

名誉なことです。 

 

国連ウェーサクの日を 8年連続で祝うということは、社会の精神的生活において仏教が重要な役割を

果たしていることを世に示す伝統が確立したことをはっきりと示すと共に、また、様々な仏教部派間

の、仏教国間の、仏教を信じる個人間の、そして、仏教大学間の関係が強化されたこともはっきりと

示しています。急速に変化しつつある私達の世界において、そして、常に新たな難題に直面するとい

う永遠の流れにおいて、仏教は心の平和と安定を切望する人々に、核となる深く根付いた道徳と人間

的価値を与えてくれます。 

 

ウェーサクの日を祝う時、今回だけではなく過去何回もこのウェーサクの日式典の挙行を可能にして

きたタイ国民とタイ国政府、そして、最高尊師プラ・ダマコサジャン博士教授学長の優れたリーダー

シップの下にあるマハチュラロンコーン仏教大学に称賛を捧げるべきでしょう。マハチュラロンコー

ン仏教大学は、仏教の僧侶、見習い僧、そして平信徒のための高等教育機関として、学問上の優秀さ

の追求という古代からの伝統を守っていますが、それと同時に、次々と現れる新しい考えや現代のテ

クノロジーに遅れることなく、常にカリキュラムを最新のものへと更新しています。 

 

ハンガリーは、宗教の自由に大きな重要性を置いております。この基本原則は、ハンガリーの基本法

の中で、特に、昨年 4月にハンガリー議会によって採択された「良心と宗教の自由を持つ権利に関す

る、並びに、教会と諸宗教と宗教団体の地位に関する法律」の中で正式に謳われており、仏教につい

ても、五つの仏教団体がハンガリーにおいて公的地位を認められております。 

 

ハンガリーでは、過去 20 年の間に、仏教はよく知られるようになり、その影響力が大きくなってお

ります。一例を挙げますと、ブダペストにダルマ・ゲート（法門）仏教カレッジがありますが、その

主な使命は、ハンガリーの一般の人々に仏法の門を開き、この生きた伝統をヨーロッパで保存し広め

るのを手助けすることです。ダルマ・ゲート仏教カレッジは、すべての仏教部派について、その教義

と歴史、言語と実践について学ぶ機会を提供し、全仏教部派の共通した精神的背景を発見することを

目指しています。2010 年にダルマ・ゲート仏教カレッジはマハチュラロンコーン仏教大学の提携校

に加わり、2011年 10月には、両校は、マハチュラロンコーン仏教大学が欧州連合内で仏教学の国際

博士課程コースを運営できるように、ブダペストにヨーロッパ仏教訓練センターを設立する協定を結

びました。 

 

私は、タイとハンガリーという二つの国の高等教育機関の間のこのような関係の発展をここに特記で

きますことを喜んでおります。このような関係の発展は、二つの国の国民間の相互尊重とよりよい相

互理解に必ずや寄与することでしょう。国連ウェーサクの日もまた、国民間の相互尊重とよりよい相

互理解に寄与するという同じ使命を持っております。今年の式典に参加される優れた参加者の皆様が、

この使命を首尾良く達成されますことをお祈り申し上げます。 

      デーネス・トマイ大使 



（メッセージ 22. インド大使館） 

 

2012201220122012 年国連ウェーサクの日年国連ウェーサクの日年国連ウェーサクの日年国連ウェーサクの日     

 

１．国連ウェーサクの日のお祝いにあたり、ブッダの教えに従う皆様にご挨拶申し上げます。また、

主たる主催者のマハチュラロンコーン仏教大学とタイ王国政府の皆様には、記念式典の開催への賛辞

をお送り致します。昨年の洪水によって被害を受け、その傷も癒えぬうちにこの式典を準備された大

学の努力は実に称賛すべきものです。 

 

２．ウェーサクの日、それは、ブッダの生涯に起こった三つの際だった出来事 － 誕生と悟りと入

滅 －を祝う日で、インドではブッダ・プージャという呼び名で知られています。今年はブッダの悟

りから 2600年に当たる年なので、今年の式典は特に意味深いものです。 

 

３．ブッダの深いメッセージは、様々な国で何世代にもわたり仏僧達や学者達、巡礼者達を勇気づけ

てきました。ブッダの深いメッセージが、インド、タイ、そしてその他幾つかのアジアの国々が共に

持つ伝統の最も重要な要素であることは疑いありません。私達の国々では、法輪は、ブッダの公正さ

に関する教えを象徴する目に見えるシンボルであり、我が国の国旗にも適切なことに法輪が描かれて

おります。 

 

４．ウェーサクの日は、私達皆に人生とブッダの教えを顧みる機会を与えてくれます。それは、私達

皆の中にある内なる平和と幸福の可能性を現実のものにせよ、と私達を勇気づけます。それは、道徳

的な慈悲の心に満ちた生活をする、という誓約をもう一度確認する機会を私達に与えてくれます。 

 

５．2012 年式典のテーマである「人類の幸福にとってのブッダの悟り」は、今日大きな意味を持っ

ています。対立によって裂かれ、紛争によって苦しめられている現代の世界、環境と天然資源を持続

不可能なほどに利己的に使い尽くし未来の世代を危険に陥れているこの世界において、私達全員がブ

ッダの平和と慈悲のメッセージを思い起こし、私達の考えと行動の中でそれに従おうと努力する必要

があります。ブッダの教えが、私達が共にたどるべき道を教え導き続けて下さいますように。 

 

       アニル・ワドゥワ大使 

 

 

 

 

 

 

 

 



（メッセージ 23. インドネシア大使） 

ルトゥフィ・ラウフ閣下ルトゥフィ・ラウフ閣下ルトゥフィ・ラウフ閣下ルトゥフィ・ラウフ閣下     

インドネシア共和国大使館大使インドネシア共和国大使館大使インドネシア共和国大使館大使インドネシア共和国大使館大使     

2012 年 6 月 2 日、バンコク  

バンコク国連会議センター  

2012 年／2555 年国連ウェーサクの日式典  

ナモ・ブッダヤ、 

2012 年／2555年ウェーサクの日式典にこのメッセージをお届けできるのは名誉なことです。 

 

インドネシアの政府と国民から皆様に心よりご挨拶申し上げます。私達もインドネシアでブッダの誕

生と悟りと涅槃を記念するウェーサクの日を祝います。ウェーサクの日はあらゆる職業の仏教徒にと

ってブッダの高遠な教えを大事にする契機となる日です。 

 

ブッダ・ゴータマは、私たちにダルマを教え、仏教徒の生活に光をもたらし、人々が幸福に至る普遍

的価値を人々の間に広めて下さりました。私達の世界は実に多様性に満ちています。しかし、ダルマ

と共にあれば、仏教徒はいつも互いに調和しあうでしょう。ダルマの普遍的価値は、私達の違いは協

力し共に成長するための大きな長所であると考えるよう私達を励ましています。そして、ダルマと共

にあれば、人は人種、宗教、国籍の違いを超えてすべての人間のために積極的に貢献することができ

ます。 

 

今年の祝祭のテーマが「人類の幸福にとってのブッダの悟り」であることは嬉しいことです。このテ

ーマは、今日の世界の状態にとって非常に適切で時宜を得ています。私達の兄弟姉妹の中には、いま

だに苦しく貧しい生活をし、紛争に苦しんでいる人たちが世界のあちこちにいます。ウェーサクの日

は、慈悲と他者への配慮についてのブッダの教えを多くに人々に知らしめる最高の時となるでしょう。

彼らの窮状を軽減する手助けをすることが私達の義務であり、そうすることが功徳となります。 

 

これに関連して、私は、プーミポン・アドゥンラヤデート国王陛下の立派な行いに勇気づけられます。

陛下は、永年にわたって、タイ国民の安寧と幸福のために深く揺るぎない献身と大きな努力を示して

こられました。陛下の王室開発プロジェクトによって、何百万人ものタイ国民の生活が、特に農村地

帯で改善されております。 

 

私は、このウェーサクの日にあたりもう一度、すべての仏教を信じる皆様にお祝いを申し上げたいと

思います。ウェーサクの日の精神が、ブッダの教えを抱く私達の心を、輝くより良い未来へと通じる

道へ導いてくれますように。 

 

ありがとうございました。 

ルトゥフィ・ラウフ 

   大使  



（メッセージ 24. ネパール大使館） 

 

 

 

メッセージメッセージメッセージメッセージ     

    

 

 私は、タイ王国政府を主催者、マハチュラロンコーン仏教大学を主たる組織者とする 2012年／2555

年国連ウェーサクの日の第 9回国際会議を 2012年 5月 31日から 6月 2日までタイ国で開くべく、

マハチュラロンコーン仏教大学が準備されていることを知り嬉しく思っております。このウェーサク

の日にあたり、私は、ネパール大使館を代表して、また、私個人として、マハチュラロンコーン仏教

大学とタイ王国政府の皆様に心からお祝いを申し上げます。 

 

 私はまた、2012 年式典のテーマが「人類の幸福のためのブッダの悟り」であると知って喜んでお

ります。ブッダが、生活の質というものは外的な発展や物質的な進歩によって決まるのではなく、心

の平和と幸福の発展によるものである、とおっしゃっているように、仏教は人間を平和と幸福と安寧

へと導きます。 

 

 ネパールとタイは、仏教という点で、共通の価値観を分かち持っております。ブッダがお生まれに

なった地、ルンビニは、両国の間の強い宗教的文化的絆のシンボルです。私は、この催しが、人類の

平和と向上のために仏教を協働して広める助けとなる、と確信しております。 

 

 王妃陛下の 80歳の誕生日と皇太子殿下の 60歳の誕生日にあたり、私は心より祝福を申し上げ、王

妃陛下と皇太子殿下のご健康とお幸せをお祈り申し上げます。 

 

最後に、2012年／2555年国連ウェーサクの日の式典が成功のうちに終了されますことをお祈り致し

ます。 

 

 

      ドルナス・アリアル 

         臨時代理大使 

      ネパール大使館、バンコク 

 

 

 

 

 

 



（メッセージ 25. スリランカ大使館） 

 

スリランカ民主社会主義共和国大使館スリランカ民主社会主義共和国大使館スリランカ民主社会主義共和国大使館スリランカ民主社会主義共和国大使館     

    

メッセージメッセージメッセージメッセージ     

 

「人類の幸福のためのブッダの悟り」というテーマの下に開かれる第 9回国連ウェーサクの日の記念

式典にこのメッセージをお届けすることは、大変名誉で嬉しいことです。今年の式典は、タイ王国シ

リキット王妃陛下の 80歳の誕生日と皇太子殿下の 60歳の誕生日という慶事とあわせて行われます。 

 

 ブッダの誕生と悟り、そして入滅（涅槃）を記念するウェーサクの満月の日は、世界中の仏教徒に

とって最も神聖です。私自身も一人の仏教徒として、この非常に特別な行事にご挨拶をお送りできる

ことを喜んでおります。スリランカでは、すべての寺院で、仏教信者が「ダアナ（施し物をすること）」、

「セエラ（高潔な行為）」、「ブハヴァナ（瞑想）」などのたくさんの宗教活動に参加します。スリラン

カ国民の多くが仏教徒ですが、その多くは習慣として仏教徒となっており、きちんと情報を得た上で

自覚を持って仏教を信じているわけではありません。ですから、今年の式典のテーマは、現代の社会

にとって特にふさわしいものです。 

 

 すべての悪を捨てること、善を培うこと、心を清浄にすること、これがブッダが教えられたことで

あり、慈悲の心と智恵がこのブッダが教えられたことへと私たちを導く原理です。偉大なる師は四つ

の神聖な真実、四諦を説かれました。それは、苦しみの範囲（苦諦）、苦しみの原因（集諦）、苦しみ

の停止（滅諦）、そして、苦しみの停止へと至る道（道諦）で、これらは仏教の根幹であり真髄です。

この偉大なる師を尊敬する私たちは全員、心を清浄にしてこの宗教の指し示す道をたどることに参加

すべきです。私たちはまた、ブッダ・ダルマ・サンガの三宝に帰依しなければなりません。今日ほど、

「自分自身以外に自分を助けられる者はいない。この道を辿りなさい。ブッダのみが私たちに道を示

す。」という偉大なメッセージを私たち全員が思い出すことが必要な時はありません。 

 

仏教は平和の宗教とも呼ばれています。私たちは今、紛争と憎しみによる戦争、そして暴力が世界中

に満ちている時代に生きています。ですから、この偉大な崇高な日に、私たち皆で罪深い行為を拒否

し、すべての人間、すべての生き物に思いやりの心を広めて、ブッダの教えを実践することに打ち込

もうではありませんか。「暗闇を暗闇によって消し去ることはできない。輝きだけが、暗闇を消し去

ることができる。憎しみを憎しみによって打ち負かすことはできない。慈愛のこころだけが、憎しみ

に打ち勝つことができる」のです。 

ブッダが、無限の慈悲の心に動かされて、この世の生きとし生けるものに永遠に続く幸福をもたらす

至高のメッセージを広めようと 45年間努力されたのは、あらゆる生き物のために尽くすためでした。

無私無欲の心で幸福と慈愛を広めることによってのみ、私たちはこころの内で真に幸福になることが

できるのです。 

 



人は、他の人の幸福を壊すことで幸福を手に入れることはできません。他の人に幸福と平和を与えて

初めて幸福になれるのです。人がたどることができる最も気高い道は慈悲の道なのです。これは、私

たちが生きている世界の苦しみを和らげるために最善を尽くすこと、そして他の人々の苦しみを減ら

すために自分の力でできるあらゆることをすることを意味します。すべての人間は、敬虔に敬うこと

ができる慣習と伝統を必要とします。その宗教がどのような宗教であれ、心からその伝統ある宗教に

つき従っていかねばなりません。人は、他の人々の信仰と慣習を尊重し理解すべきです。私たちは、

他の信仰を持つ人々と手を携えて紛争を解決し、友情と平和を促進しようと努力するべきなのです。 

 

私は、この機会をお借りして、タイ王国政府とバンコク国連会議センター、そして、国連ウェーサク

の日国際評議会の皆様が、第 9回国連ウェーサクの日をタイで開催するためになされた貢献に感謝を

申し上げたいと思います。この重要な行事を主催されるタイのマハチュラロンコーン仏教大学の皆様

には特に御礼を申し上げます。 

 

すべての人間に永遠に続く平和が訪れますように。皆様の心が慈愛で満たされますように。 

 

三宝の祝福がすべての人の上にありますように！ 

 

S.H.S. コッテゴダ将軍 

タイ駐在スリランカ大使 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（メッセージ 26. スイス大使） 
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タイ駐在スイス大使タイ駐在スイス大使タイ駐在スイス大使タイ駐在スイス大使     

クリスティン・シュラナー・バーグナー大使閣下の祝辞クリスティン・シュラナー・バーグナー大使閣下の祝辞クリスティン・シュラナー・バーグナー大使閣下の祝辞クリスティン・シュラナー・バーグナー大使閣下の祝辞  

 

2222012012012012 年年年年 4444 月月月月 18181818 日、バンコク日、バンコク日、バンコク日、バンコク     

 

 

 

 

 ブッダの生誕、悟り、そして、入滅を記念する国連“ウェーサク”の日にあたり、皆様にお祝いを

申し上げることはこの上ない喜びです。国際社会は、世界の様々な宗教の中に仏教が占める位置を、

国連“ウェーサク”の日という形で再確認しております。宗教は、中でも特に、偉大な創始者によっ

てダルマを与えられた仏教は、世界の諸国民の間に平和を促進する比類なき役割を果たしています。 

 

 タイ文化が持つ多くの豊かさと美の中でも、仏教がタイの地で見せる様々な姿は、西洋からの訪問

者の心を最も魅了するものの一つです。その中でも最も美しい現れの一つが“ヴィサカ・プージャ”

の祭りでしょう。この宗教的祭りがタイ国でその輝きをまったく損なうことなく復活したのは、現在

のチャクリー王朝のおかげ、とりわけその第４代君主のモンクット王（ラーマ４世）のおかげでした。 

 

 この記念すべき日に最高の素晴らしいホスト役を務めて下さるマハチュラロンコーン仏教大学

（MCU）に特にお礼を申し上げます。 

 

 

 

クリスティン・シュラナー・バーグナー 

タイ駐在スイス大使 

 

 

 

 

 

 

 

 



（メッセージ 27. アルメニア仏教センター） 
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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祝祭への祝賀メッセージ 

 

聖下の皆様、尊きサンガの皆様、素晴らしい代表団の皆様、そして、ダルマの友人達！ 

 

三重に神聖なウェーサクの日に、最高サンガの皆様とタイ国民の皆様に、そして、全仏教徒と世界中

の善き意志を持つすべての人々に、アルメニア共和国のすべての仏教信者からのご挨拶をお届けでき

ることは、私にとって非常に光栄なことです。 

 

世界中から集まったたくさんの尊い仏僧、尼僧の皆様、優れた学者の方々にまじって、アルメニア共

和国が会議に出席し、この素晴らしい祝祭を祝う機会を与えて下さったタイサンガとマハチュラロン

コーン仏教大学に心から深い感謝を申し上げたいと思います。 

 

この会議のテーマは、「人類の幸福にとってのブッダの悟り」です。このテーマは、幸福という概念

がますます歪められて理解されるようになりつつある今日にとって、非常に適切なものです。偉大な

師は、非常に大きな説得力をもって、次のことをお示し続けられています：貪欲に金儲けをすること、

他の生き物を傷つけること、私達の地球に対して無関心だったり単なる消費者であるような態度をと

ることによって、幸福を得ることは決してできない、また、人類社会をただ消費だけの社会に変容さ

せようと様々な勢力が様々なことを執拗に唱導しているが、そのようなことによっても、幸福を得る

ことは決してできない。 

 

それゆえ、「聞いて理解する能力を持つ人々に祝福されしものの教義を伝え、その考え方を変えてい

く努力こそが、衰退と精神の貧困の時代の到来を遅らせることができる。」とブッダは話されたので

す。  

 

目覚めし方は、繁栄と永続的な幸福へ至る真の道を明らかにされ、人類に無限の価値を持つ贈り物を

下さいました。ブッダの教えを注意深く守り私達に伝えて下さるサンガをお創りになったのも、それ

に劣らず意義ある贈り物でした。 

 

サンガは、いにしえの時代においてと同様に今も、非常に多くの活動を行っており、ブッダの考えと

現実への取り組み方を賢明な人々に伝えて、彼らの心に思いやりと慈悲と平和とを目覚めさせるとい

う恩恵を与えております。 

 

このように考えますと、この目標を達成するために、タイのサンガと国民そして国王陛下の計り知れ

ないほど貴重なご援助によってこの会議の間になされることは、どんなに高く評価してもし過ぎるこ

とはありません。 

この会議が最大の成功を収め、目指す目的がすべて達成されますことをお祈り致します。 

 

すべての生き物が健康で幸福でありますように！すべての生き物が健康で幸福でありますように！すべての生き物が健康で幸福でありますように！すべての生き物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メニア仏教センターアルメニア仏教センターアルメニア仏教センター    

      アルタシス K. ガザリアン博士 

       会長  



（メッセージ 28. ベラルーシ） 

 

ベラルーシ共和国、ミンスクテラワダ仏教協会ベラルーシ共和国、ミンスクテラワダ仏教協会ベラルーシ共和国、ミンスクテラワダ仏教協会ベラルーシ共和国、ミンスクテラワダ仏教協会     

2012201220122012 年年年年 5555 月月月月 5555 日日日日     

祝辞祝辞祝辞祝辞     

    

尊き仏僧の皆様とダルマの友人達尊き仏僧の皆様とダルマの友人達尊き仏僧の皆様とダルマの友人達尊き仏僧の皆様とダルマの友人達     

 

ベラルーシの上座部仏教信徒を代表して、皆様とここにいる私の喜びを述べさせていただきますと共

に、シャカムニ・ブッダの誕生と悟りと入滅を記念する三重に神聖なウェーサクの日へのお祝いの言

葉を述べさせていただきます。ご存知の通り、今年の式典のテーマは「人類の幸福にとっての仏陀の

悟り」です。 

 

私の国にはチベット密教や上座部仏教のような幾つかの部派の非公式な仏教団体が数少ないながら

ありますが、いまだほとんどの人は、ダルマとは何か異国風で神秘的なものだと考えています。とは

言え、ヨガや武術、仏教国への旅行といった様々な経緯で仏教に触れる人々もいます。 

 

幸福というものには、経済的な面だけではなく心理的な面も含まれています。人は、たとえ生活が物

質面で安定し先行きが明るくても、その心が恐怖や不安、嫉妬や怒りなどで満たされているなら、幸

福になることはできません。楽しく喜びに満ちた平和な心なくしては幸福はあり得ないのです。実際、

ブッダの教えの核心は、仏教的メソッドを実践する人々の幸福と安寧の追求です。 

 

仏教諸国は、時と共に、仏教の外的な、儀式的な面にその国独自のものを付け加えてきました。しか

しながら、ダルマの核心は普遍的なものであり、特定の地域や文化や時代に限ったものではありませ

ん。苦しみと幸福の問題にかかわっている、ということによって、仏教は世界中で人々を引きつけて

います。 

 

今日、仏教の教えが、幾つかの一神教の宗教団体が行っているような攻撃的な伝道政策をとっていな

いにもかかわらず、世界の隅々にまで到達していることになんら不思議はありません。なぜなら、人

間は心の平和と死の恐怖からの解放を求めますが、仏教はそのような人間の探求に訴えかけるからで

す。  

 

すべての生き物が幸福で健康でありますように、そしてダルマが世界に広く行き渡りますように！ 

 

アンドレイ・ドミトリエフアンドレイ・ドミトリエフアンドレイ・ドミトリエフアンドレイ・ドミトリエフ    

    

ミンスクテラワダ仏教協会共同創始者ミンスクテラワダ仏教協会共同創始者ミンスクテラワダ仏教協会共同創始者ミンスクテラワダ仏教協会共同創始者 

 



（メッセージ 29. ボリビア） 

 

 

 

サキャ・タシ・リンサキャ・タシ・リンサキャ・タシ・リンサキャ・タシ・リン     チベット仏教協会－ボリビアチベット仏教協会－ボリビアチベット仏教協会－ボリビアチベット仏教協会－ボリビア     

    

 

2012 年 5月 10日、ラパス 

 

 

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ン教授博士 

 

閣下方、 

 

 

シャカムニ・ブッダの誕生と悟りと入滅を記念する三重に神聖な日、ウェーサクの日という特別な折

りに、マハチュラロンコーン仏教大学（MCU）の主催によりタイ国で行われる 2012年／2555年国

連ウェーサクの日第 9回国際式典に参加することは私にとって非常に名誉なことです。 

 

私達の師、ジャムヤン・タシ・ドルジェ・リンポチェに代わりまして、このご招待に心より御礼申し

上げ、皆様のあらゆる行動に永遠の素晴らしい幸福が伴いますようお祈り申し上げます。 

 

ダルマの下に 

 

 

 

フェルナンド・アンチューナ 

ボリビア代表 

シャカ・タシ・リン仏教僧 

 

 

 

 

 

 

 



（メッセージ 30. インド、ビハール州） 

 

デーヴァナンド・コンワールデーヴァナンド・コンワールデーヴァナンド・コンワールデーヴァナンド・コンワール  

知事知事知事知事     

2012201220122012年年年年 5555月月月月 7777日日日日    

 

メッセージメッセージメッセージメッセージ  

 

2012年 5月 31日から 6月 2日までタイ国のアユタヤとバンコクで開かれる第 9回国連ウェーサクの

日式典という慶事に私の祝辞をお送りできることはこの上ない喜びです。ブッダの目的ある人生とそ

の教えを、そしてブッダがなさった人間の文明全体への貢献を私達に思い出させるこの歴史的なそし

て重要な日を祝う式典を主催される皆様にお祝いを申し上げます。 

 

2012 年ウェーサクの日式典のテーマは「人類の幸福のためのブッダの悟り」でありますが、この機

会に、私は、インド共和国の初めてのノーベル文学賞受賞者、グルデヴ・ラビンドラナート・タゴー

ルの言葉を引用致します。彼は、普遍的な兄弟愛というメッセージを携えて世界中を何度も旅してい

る間に、その使命がブッダの使命と類似していることを発見して、ブッダの普遍の教えに関して次の

ようにきっぱりと宣言しています； 

 

 「仏教は、距離という最も困難な障壁によって、言語と習慣の違いによって、そして文明の程度や

タイプの違いによって隔てられていた非常に多くの民族を近しく結びつけた、歴史上で知られている

最初の精神的な力であった。その原動力は、国際的な通商にあったのではなく、帝国の建設や科学的

好奇心にあったのでもなく、新たな領土を占領したいという移住の衝動にあったのでもなかった。そ

れは、人間がその最終的な目標に向かって進むのを手助けしたいというまったく私利私欲のない努力

であった！」 

 

 人類が幸福になるためには平和と調和を達成しなければなりませんが、私は、“ウェーサクの日”

を主催される皆様が、そのために是非とも必要な然るべき意識を、ブッダの悟りの 2600年目のこの

年に世界中で創り出すことにすでに成功されている、と確信しております。ビハール州の州民を代表

して、また、仏法に従う人々を代表してこの偉大な行事の成功をお祈りするとともに、ウェーサクの

日の主催者の皆様に再度お祝いを申し上げます。 

 

 すべての生き物が幸福であり、平和であり、満足しておりますように。 

 

デーヴァナヌド・コンワール 

 

 

 



（メッセージ 31. インド、バラナシ） 

 

 

シドハース・シン博シドハース・シン博シドハース・シン博シドハース・シン博士士士士    

バラナシヒンドゥー大学バラナシヒンドゥー大学バラナシヒンドゥー大学バラナシヒンドゥー大学    

教養学部教養学部教養学部教養学部    

パーリ・仏教学部パーリ・仏教学部パーリ・仏教学部パーリ・仏教学部    

准教授准教授准教授准教授    

 

2012 年 5月 6日 

 

 

最高尊師プラ・ダマコサジャン博士教授並びに国連ウェーサクの日式典組織委員会のメンバーの皆様、 

 

 2012 年国連ウェーサクの日式典と仏教徒会議を準備して下さった皆様に心よりご挨拶申し上げる

ことは実に名誉なことです。このプログラムは、世界の仏教徒がその最新の考えや意見、ビジョンを

分かち合うモデルプログラム、共通の土台となっているのみならず、ブッダによって基礎が築かれ、

仏教の賢人達が世に広めた人間愛に満ちた価値観と精神的宝を信じるすべての人達にとってのモデ

ルプログラム、共通の土台ともなっています。 

 “人類の幸福のためのブッダの悟り”というテーマは、現代の世界に非常にふさわしいものです。

というのも、今や三つの悪の根源、すなわち、欲と憎しみと誤った信念が世界を日に日に壊滅的な状

態へと導いており、それらの問題を絶つために、物理的な形での行動、言語による行動、そして、精

神的な形での行動を即座にとることが必要不可欠だからです。ブッダの悟りそのものが人間の決意と

努力と行動の勝利の最良の例であり、ブッダの教えは人類の幸福に関するあらゆる問題を包含してお

ります。 

 ブッダの教えによりますと、人類の幸福とダルマの実践は切り離すことができないものです。仏教

は、精神的障壁を打ち破ることが必要だ、と主張しています。精神的障壁を打ち破ってはじめて、社

会的、文化的、経済的、そして地理的障壁を打ち破ることができ、社会を苦しめている普遍的な問題

について熟考するための共通の土台に全世界を導いていくことができます。このような生の実践がこ

の世のすべての問題を解決していくのです。この目出度い行事に集まり会議に参加される学識ある学

者の皆様が、より良い平和な世界を作るためにそのような問題をきっと真剣に話し合って下さると思

っております。 

 この式典と会議の成功を心よりお祈り致します。 

 

       法の下に敬具 

 

       シドハース・シン 

 



（メッセージ 32. イタリア） 

イタリア仏教協会イタリア仏教協会イタリア仏教協会イタリア仏教協会     

2555255525552555 年／年／年／年／ 2012201220122012 年国連ウェーサクの日式典年国連ウェーサクの日式典年国連ウェーサクの日式典年国連ウェーサクの日式典     

人類の幸福のためのブッダの悟り人類の幸福のためのブッダの悟り人類の幸福のためのブッダの悟り人類の幸福のためのブッダの悟り     

2012 年 5月 9日、ローマ 

イタリア仏教協会を代表して、2012 年国連ウェーサクの日をバンコクで開催して下さるタイ国最高

サンガ評議会とタイ王国のプーミポン・アドゥンラヤデート国王陛下、タイ王国政府、そして、主催

者マハチュラロンコーン仏教大学にお礼を申し上げます。 

その死から 2500年たった今なお、人類は、祝福されしシャカムニ・ブッダのいにしえの教えから勇

気と希望を引き出しております。 

ブッダのダルマは、その本質において、触れてはならない遺物として保存されてきたのではなく、生

きた教えであり続けており、それが広まった国々の様々な文化からの刺激を常に受け入れてきました。

苦しみ、生きることと結びついた不満足の状態というものは、すべての人に共通です。苦しみに差異

はなく、苦しみを克服するのに役立つ教えは、洋の東西を問わず、すべての人にとって価値があり、

応用することができるものです。 

 長い年月の間に、ダルマは様々な道を通じて広まっておりますが、全体的に見て、イタリアとヨー

ロッパは、独自のダルマ伝統を持っていないため、“様々な仏教部派が一堂に会する”非常に良い実

験場となっています。仏教部派間の論争や辛辣な批判合戦というようなものがこれまでなかったので、

私たちは、伝統に結びついているが伝統主義からは離れたダルマを提唱することができます。おそら

く、これがヨーロッパがなすべき仕事なのでしょう。ヨーロッパは、仏教の観点から見ると若いので

すが、“古い”文化でもあります。ヨーロッパは仏教にとっての新しい環境となり、ブッダの普遍の

メッセージによって、ヨーロッパの多種多様な伝統が持つ多様性と豊かさの中に調和と完全性が創り

出される可能性があります。 

 ダルマは非常に高い山であり、私たちはまだふもとにいる登山者で、これから長い間歩いてその頂

きに到達しなければなりません。私たちに必要なものは、ダルマの道が私たちを山の頂に導いてくれ

るという信仰と、毎日毎日その道を登り続ける辛抱、そして、頂きに着くまであきらめない勤勉さで

す。  

 私たちは、自分自身の心に働きかけて、自分の心の内で、そして心の外で起こることに対する姿勢

を変えようとしています。これはブッダの教えに近づこうとする人々が皆、しなければならない努力

であり、新しい国にダルマを植え付けるために是非ともしなければならないことの一つであります。

精神的な仕事は、腕のいい職人の手仕事と同じように、注意と忍耐、愛情、そしてどんな些末なこと

にも行き渡る気遣いを必要とします。それは表面的な外的変化などでは全くありません。というのは、

それは内的な変化だからです。寛容さと相手の意を汲もうとする気持ちが以前の執着と所有欲という

習慣に取って代わり、精神的不安や利己的な孤立が克服され、穏やかに自分を毎日の生活に立ち向か

わせるようになります。このように真正面から自分の心と向き合うことにより、心と思考プロセスに

対する取り組みがはたして実際にどのレベルにあるかをはっきりとつかむことができます。私たちの

祈りと行動のすべてが、シャカムニ・ブッダの教えを広めますように。そして、それが、私たちの悩

める世界全体に平和と愛と幸福をもたらすことができるただ一つのもの、慈悲と思いやりの心を花咲

かせる結果を生み出しますように。 

マリア・アンジェラ・ファラ教授博士, イタリア仏教協会副会長 



（メッセージ 33. マレーシア） 

 

2012 年（仏暦 2555年）4月 15日 

 

ロカ・ミッタ仏教徒団マレーシア会長、ロカ・ミッタ仏教徒団マレーシア会長、ロカ・ミッタ仏教徒団マレーシア会長、ロカ・ミッタ仏教徒団マレーシア会長、     

国連ウェーサクの日国際評議会副事務局長、国連ウェーサクの日国際評議会副事務局長、国連ウェーサクの日国際評議会副事務局長、国連ウェーサクの日国際評議会副事務局長、     

ゴー・セン・チャイ氏ゴー・セン・チャイ氏ゴー・セン・チャイ氏ゴー・セン・チャイ氏からのからのからのからのメッセージメッセージメッセージメッセージ     

 

 2555 年の第 9 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県ワンノイの

マハチュラロンコーン仏教大学（MCU）キャンパス並びにバンコク国連会議センターとブッダモン

トンに世界中から仏教指導者の皆様が集われておられますが、私はマレーシアの仏教徒を代表して、

特にロカ・ミッタ仏教徒団マレーシアを代表して、このめでたい場におられますすべての方々に心か

らご挨拶を申し上げます。この機会をお借りして、皆様が幸せで楽しいウェーサクの日を迎えられま

すようお祈り致します。 

 

 この素晴らしい催しとあわせて、私共は、タイ王国の王妃陛下の 80歳の誕生日と皇太子殿下の 60

歳の誕生日もお祝い致しますので、この場をお借りして、タイ王国王妃陛下と皇太子殿下の幸福な誕

生日をお祝いし、健康と長寿をお祈り致します。 

 

 ロカ・ミッタ仏教徒団マレーシアの団員一同は、ウェーサクの日が仏教徒にとって神聖な日である

ことを認め、世界中の仏教指導者に国際ウェーサクデー国際ウェーサクデー国際ウェーサクデー国際ウェーサクデーという単一の場でウェーサクの日を祝う機会

を与えて下さった国際連合に非常に感謝致しております。 

 

 加えて、私共は、マハチュラロンコーン仏教大学に祝福と支援をお与え下さり、マハチュラロンコ

ーン仏教大学が、2012年／2555年 5月 31日から 6月 2日まで、“人類の幸福のためのブッダの悟り人類の幸福のためのブッダの悟り人類の幸福のためのブッダの悟り人類の幸福のためのブッダの悟り”

というテーマのもとで第 9回国連ウェーサクの日を再び組織・運営することを可能にして下さったタ

イ最高サンガ評議会とタイ王国政府にもお礼を申し上げます。 

 

 ウェーサクは仏教徒にとって非常に重要な日です。それは仏教徒が集まって国連ウェーサクの日を

祝う日であるばかりではなく、私たち仏教徒が私たちの偉大な師、ブッダブッダブッダブッダの教えを思い出す日なので

す。今日、世界は、ダルマの実践が欠けているために、自殺、若者達の間での麻薬の蔓延、戦争、政

治的対立などといった様々な種類の世界規模の問題に直面しています。私たちが、利己主義やねたみ

などの私たち個人の持つ弱さを反省するべき時が来ています。私たち自身の精神性を向上させるため

にブッダのダルマを実践すべき時なのです。 

 

 マハチュラロンコーン仏教大学は、このように巨大な催しの開催に莫大な額のお金を費やしており

ます。私たちは、この会議に世界中から集まられた優れた方々のお話によって、この第 9回国連ウェ

ーサクの日の代表者と参加者の全員が教示を得られますことを祈っております。 



 

 最後に、この催しが大きな成功を収めますように！ダルマを導きの力として、この世界をもっと住

みよい場所とする手助けをするために皆で力を合わせて働きましょう。 

 

スキー・ホトゥ！  

気高い三宝の恵みで、生きとし生けるものが健康で幸福でありますように！ 

 

 

ゴー・セン・チャイ、PJK、PBB 

ロカ・ミッタ仏教徒団マレーシア、会長 

国連ウェーサクの日国際評議会（ICUNDV）、副事務局長 

マレーシア青年仏教徒連盟（YBAM）、顧問 

国際仏教徒大学連盟（IABU）、諮問委員会委員 

セテナン仏教協会セランゴール＆クアラルンプール、在家顧問 

セランゴール・カムガール・ドゥルク法蔵仏教協会、在家顧問 

オーストラリア仏教連盟、コンサルタント、特別顧問 

オーストラリア＆ニュージーランド統一ベトナム人仏教徒会、コンサルタント、特別顧問 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（メッセージ 34. ノルウェー） 

西暦西暦西暦西暦 2012201220122012 年／仏暦年／仏暦年／仏暦年／仏暦 2555255525552555 年年年年    第第第第 9999 回国連ウェーサクの日式典への回国連ウェーサクの日式典への回国連ウェーサクの日式典への回国連ウェーサクの日式典への     

ノルウェー仏教連盟からの祝辞ノルウェー仏教連盟からの祝辞ノルウェー仏教連盟からの祝辞ノルウェー仏教連盟からの祝辞     

エギル・ローテエギル・ローテエギル・ローテエギル・ローテ  

2012 年 5月 10日 

ノルウェーは、ヨーロッパの北端にある人口 500万人の小さな国です。この国では仏教は新しい宗教

で、その歴史は 40年にもみたないものです。国民のうちで仏教徒として数えられる人の数は 30,000

人にも達しません。全人口の 1％にも充たないこの少数派ですが、過去数十年の間にかなりの発展を

果たしました。国のあちこちに新しい仏教寺院が現れつつあり、世界の多くの地域に根を張る仏教社

会との一体感も育ちつつあります。 

 

ノルウェー仏教連盟は、1979 年の発足以来、私達の国に仏教を広め、ブッダの教えの理解と支持を

高めようと一生懸命活動してきました。新たな土壌に宗教を根付かせることは、献身と辛抱と熟練を

要する厳しい仕事です。 

 

それゆえ、仏教がずっと昔から根付いている国々の法兄や法姉からの励ましは無上の価値があります。

この点で、毎年の国連ウェーサクの日式典の重要性は、殊に際だっております。タイ政府が引き続き

寛大に支援して下さっているおかげで、主催者は、世界のあらゆる地域からやってくる招待客のタイ

への旅行費用をご親切に負担して下さいます。毎年毎年繰り返されるこの寛大な贈り物は、仏教の寛

大さの実に顕著な例と言えましょう。 

 

ここ、タイ国に集まると、私達は、タイの主催者の温かいもてなしの心に励まされ勇気づけられます。

仏教の時代に従って数えますと、今年の会議はブッダの悟りから 26 世紀目を記念するものです。こ

の式典が今年最大の国際的な仏教徒の集まりとなるのは、ここにお集まりの優れた仏教学者の皆様の

貢献と並んで、この会議の招集者の多大な努力のおかげです。この行事に仏教徒の代表者達に世界中

から参加してもらうことは、必ずや世界中での仏教の興隆へとつながっていくことでしょう、 

 

ブッダの教えは、根本的な真実についての非常に深い理解を与えてくれます。それゆえ、主催者の皆

様は、ブッダの言葉をより容易に目にすることができるよう、共通仏教経典を作っておられますが、

このこともまた、世界中にブッダの教えを広めるためにマハチュラロンコーン大学がおこなっておら

れる非常に意義ある貢献です。 

 

それゆえ、第 9回国連ウェーサクの日式典の主催者と支援者の皆様に心からの感謝を捧げたいと思い

ます。 

ダルマの下に、敬具 

エギル・ローテ 

ノルウェー仏教連盟会長 

 



（メッセージ 35. パラグアイ） 

 

パラグアイパラグアイパラグアイパラグアイ     ダルマの光仏教協会ダルマの光仏教協会ダルマの光仏教協会ダルマの光仏教協会     

 

2012 年 5月 10日 

2012201220122012 年ウェーサクの日祝辞年ウェーサクの日祝辞年ウェーサクの日祝辞年ウェーサクの日祝辞     

 

私は、世界中からダルマの兄弟達が集まるこの素晴らしい第 9回国連ウェーサクの日会議という催し

を開いて下さるタイの最高サンガ評議会とタイ王国政府、マハチュラロンコーン仏教大学、そして、

会議を準備して下さる方々、支援して下さる方々、ボランティアとして働いて下さる皆様にお祝いを

申し上げたいと思います。 

 

ウェーサクの日はシャカムニ・ブッダの生涯で最も重要な出来事を記念して祝われます。それは、ブ

ッダの誕生と悟りと入滅です。今年のテーマは「人類の幸福のためのブッダの悟り」です。誕生と入

滅は、あらゆる生き物が経験することですが、この誕生と入滅を経験されたシャカムニ・ブッダが悟

りを達成されたことは、人間は誰でもその悟りという最高の喜びを達成することができるのだという

ことをお示しになっているのです。 

 

厄災、戦争、紛争、無知、強い欲望、世俗的な執着、暴力、経済不振、津波、地震、地球温暖化、気

候変動、そして人間と動物の苦しみ、これらに満ちた世界で、ダルマの教えは私たち全員に希望の喜

びをもたらしてくれます。 

 

私は、パラグアイ ダルマの光仏教協会を代表して世界の反対側からやって参りました。そして、今

ここで、繁栄と満足、平和、慈悲、喜び、智慧、清浄、友好、調和、親愛、理解、寛容、そして、協

力への私共の願いを皆様方にお届けできて幸福です。 

 

私たち皆が、この会議の精神とダルマに元気付けられますように。私たちが、他の人々のために自己

修養と集中と洞察瞑想の実践を一層推し進めるという決意；自らの心の平和と智慧を高めると共に他

の人々が心の平和と智慧を高めるのを手助けするという決意、この世界をより良い世界に、生きとし

生けるものにとって平和な世界にするために必要な心の変化を生み出すという決意を胸にそれぞれ

の国へと帰ることができますように。 

 

皆様の上にブッダの祝福があらんことを！ 

 

ハン・シャン・アルザー 

（ミゲル・アンヘル・デ・アルザー） 

パラグアイ ダルマの光仏教協会 

会長  



（メッセージ 36. ルーマニア） 

 

ルーマニア浄土真宗協会ルーマニア浄土真宗協会ルーマニア浄土真宗協会ルーマニア浄土真宗協会     

2012 年 5月 2日 

 

親愛なるダルマの兄弟姉妹の皆様、親愛なるダルマの兄弟姉妹の皆様、親愛なるダルマの兄弟姉妹の皆様、親愛なるダルマの兄弟姉妹の皆様、     

 

ウェーサクの日の祝いにあたり、ブッダがこの世界にお生まれになった理由と仏教の目標についてよ

く考えることは非常に重要なことです。 

仏教の道は、気晴らしの方法でも一時的な幸福のためのレシピでもなく、仏性への道、すなわち、私

達人間とすべての生き物にとって完全な自由へと至る道です。 

仏教の道を歩む人々は、自分で悟りを達成する、という強い志を持たねばなりません。この大志なし

には仏教はありえません。もしも私達が、何度も生まれ変わっては経験する多くの苦しみから完全に

自由になりたいと思わないならば、あるいは、その願いを切実に感じなければ、仏教は単なる研究対

象、神話についての興味深い講義、あるいは、知的楽しみのままであるでしょう。 

 

2012 年ウェーサクの日式典のテーマは人類の幸福のためのブッダの悟りです。しかし、もしも私達

が創始者の意図に沿って仏教を実践しなければ、私達に真の幸福と平和は存在しないでしょう。 

誕生と死からの解放への道を歩くことは、趣味でも興味深い文化的な話題でもなく、私達の生活の中

でただ一つの真の活動です。もしも繰り返される生と死からの解放が今でも私達にとって重要である

なら、それならば、私達は本当にブッダの弟子となり、ウェーサクの日をその真の精神で祝うことが

できるでしょう。 

 

私達はまた、仏教徒として私達がその肩に負っている大きな責任、ダルマを守り次の世代に伝えると

いう大きな責任を自覚しなければなりません。そして、ダルマを守るということは、この欺瞞の世界

に満ちている仏教以外の様々な教えや意見に適合するように仏教を変えたり歪めたりしてはいけな

いということです。本当に、ダルマのような薬は他になく、ブッダのような医師は他にいません。 

 

私は、主催して下さるタイのマハチュラロンコーン仏教大学（MCU）に、そして世界の様々な国、

様々な仏教界からお集まりの参加者の皆様にご挨拶をお送りいたします。私達が、いつも、多くの人々

の利益のためにダルマの守護者として活動し、世界中にダルマを広める手助けができますように。 

 

ナモ・アミダ・ブ 

 

氏名と地位：ジョーショー・アドリアン・クィルレア師 

ルーマニア浄土真宗協会住職および代表 

 

 

 



（メッセージ 37. 韓国）  

慶州、東国大学慶州、東国大学慶州、東国大学慶州、東国大学     

2012 年 5月 8日 

親愛なる尊師ダマコサジャン学長、 

 

韓国の慶州から平和と慈悲のご挨拶を申し上げます。皆様お元気のことと存じます。 

尊師の大学が組織・運営される 2012 年／仏暦 2555 年国連ウェーサクの日式典と仏教徒会議にお祝

いのメッセージをお送りできることは非常に嬉しいことです。 

 

釈迦牟尼仏陀の誕生と悟りと入滅を記念する三重に神聖なウェーサクの日が 1999年の国連総会によ

って認知されたことは、他に例を見ない素晴らしいことです。2001 年にニューヨークの国連本部で

最初の祝いの行事が行われましたが、2004 年以来、2008 年のベトナム、ハノイでの式典を除いて、

主要式典はタイのバンコクで開催されております。タイ王国政府がこの式典を主催され、マハチュラ

ロンコーン仏教大学（MCU）がタイ最高サンガ評議会の祝福の下に主たる組織者として式典を組織・

運営して下さっていることに感謝致しております。今年の第 9 回国連ウェーサクの日は、2012 年 5

月 31日から 6月 2日までタイのアユタヤとバンコクで行われます。これまでの年と同様に、マハチ

ュラロンコーン仏教大学が主たる組織者となって、“人類の幸福のための仏陀の成道”というテーマ

の下に様々な催しが行われますが、このテーマは、世界中のすべての人々にとって時宜を得たもので

あると思います。 

 

私の大学のみならず、韓国の全仏教徒を代表して、私は、この注目に値する催しを計画し運営される

尊師の卓越したリーダーシップと業績にお祝いを申し上げます。また、私は、ユナイテッド・レリジ

ョンズ・イニシアティブ(United Religions Initiative)からのお祝いもお伝えしたいと思います。この

団体は、宗教における国連のような存在を目指して 2000年に発足した世界規模の異宗教間組織です。

サムブッダ・ジャヤンティ（仏陀の悟り 2600年記念祭）というめでたい機会を記念し称えながら学

術会議等の行事が行われる今年の式典は、今までの式典にも増して一層意義ある成功した式典となる

ことでしょう。 

 

最後となりましたが、私は、2012年 5月 12日から 8月 12日まで開かれる世界博覧会に合わせて 2012

年 6月 11日から 16日まで韓国の麗水市で開催される世界仏教徒連盟と世界仏教徒大学の総会に、尊

師とご友人方をご招待致したいと思います。世界の平和と繁栄のために私達は国際社会の他のメンバ

ー達と仏教の智慧と経験を分かち合うために集うべきである、と私は感じております。 

仏法の輪がこの世界で永遠に回り続けますように！ 地球に平和が広まりますように！ 

 

ジンウォル師（リー・ヤンホ、哲学博士）、禅研究専攻学部主任教授、禅研究所所長 

大韓仏教曹渓宗、国際関係宗長顧問、世界仏教徒連盟実行委員会メンバー 

ユナイテッド・レリジョンズ・イニシアティブ(URI)世界評議会理事、URIアジア事務局長 

 



（メッセージ 38. スウェーデン） 

 

スウェーデンスウェーデンスウェーデンスウェーデン     ダルマ協会ダルマ協会ダルマ協会ダルマ協会     

2012 年 5月 4日 

 

2012201220122012 年／仏暦年／仏暦年／仏暦年／仏暦 2555255525552555 年年年年     

国連ウェーサクの日国連ウェーサクの日国連ウェーサクの日国連ウェーサクの日     

第９回国際会議と式典への第９回国際会議と式典への第９回国際会議と式典への第９回国際会議と式典への     

祝辞祝辞祝辞祝辞     

 

尊きサンガ指導者の皆様尊きサンガ指導者の皆様尊きサンガ指導者の皆様尊きサンガ指導者の皆様    

ダルマの友人達ダルマの友人達ダルマの友人達ダルマの友人達 

 

スウェーデン ダルマ協会の代表者として下に署名した私達は、2012年のウェーサクの日に行われる

この重要で最も意義ある集まりにご招待いただき、非常に光栄でありがたいことと思っております。

私達の世界の数多くの地域に緊張と対立が見られる今この時ほど、人類の幸福のためのブッダの悟り人類の幸福のためのブッダの悟り人類の幸福のためのブッダの悟り人類の幸福のためのブッダの悟り

という 2012年式典のテーマが適切な時はありません。 

 

スウェーデン  ダルマ協会の主な仕事は、最初に書かれた三蔵であるパーリ語三蔵をスウェーデン語

で紹介することで、ブッダの言葉をスウェーデン社会に広めることです。私達は、ブッダの智慧がス

ウェーデンにおいてますます多くの人々に知られることは、私達の社会がより良い世界を目指す手助

けをし支援するために非常に重要であると思っております。 

 

この式典と会議に参加する機会をいただいたことを私達は非常に嬉しく誇りに思っております。様々

なセミナーや他の参加者との対話によって智慧を幾ばくかでも学び、それを国へ持ち帰ることができ

ればと願っています。 

 

この機会をお借りして、王妃陛下と皇太子殿下、それぞれの誕生日記念に心からのお祝いを申し上げ

ます。三宝の祝福が陛下と殿下にありますように。 

 

 ダルマの下に、敬具 

 

スウェーデン  ダルマ協会  

 

ヨハン・アフ・クリント                       ヤン・ウィールボルグ 

会長                                           事務長 

 

 



（メッセージ 39. アラブ首長国連合） 

 

DIM C UAEDIM C UAEDIM C UAEDIM C UAE    

（ダンマカヤ国際瞑想センター、アラブ首長国連邦）（ダンマカヤ国際瞑想センター、アラブ首長国連邦）（ダンマカヤ国際瞑想センター、アラブ首長国連邦）（ダンマカヤ国際瞑想センター、アラブ首長国連邦）  

 

2012201220122012年年年年 4444月月月月 29292929日日日日    

 

2012201220122012 年／仏暦年／仏暦年／仏暦年／仏暦 2555255525552555 年国連ウェーサクの日式典と仏教徒会議への祝辞年国連ウェーサクの日式典と仏教徒会議への祝辞年国連ウェーサクの日式典と仏教徒会議への祝辞年国連ウェーサクの日式典と仏教徒会議への祝辞     

 

2012 年国連ウェーサクの日式典と仏教徒会議に際してこの祝辞をお送りできることは非常に光栄で

す。  

 

2004 年以来、最高尊師ダマコサジャン博士教授率いる国連ウェーサクの日国際評議会は、この式典

と会議を成功裡に開かれ、仏教社会と世界中から集まる仏教指導者達に、所属する僧団すなわち“ニ

カヤ”に関係なく世界平和へと至る方策を見いだすための共通の地盤を与えておられます。 

 

今年の式典のテーマ、“人類の幸福のためのブッダの悟り”は、この困難な時代に実にふさわしいテ

ーマです。ブッダは、すべての生き物を苦しみから脱却させることができる究極の智慧を見いだされ

た最初のお方です。私達のブッダは至高の師です。ブッダはその無限の慈悲の心から、生きとし生け

るものに、苦しみを終わらせ涅槃という永遠の幸福を達成するようにと教えておられます。 

 

居住の地を問わずアラブ首長国連邦を母国とするすべての国民を代表して、そして、特に、アラブ首

長国連邦のドバイにあるダンマカヤ国際瞑想センターの“カラヤナミトラズ（心の友）”とスタッフ

を代表して、私はこの機会をお借りして、国連ウェーサクの日国際評議会と国際委員会委員長の最高

尊師ダマコサジャン博士教授にお礼を申し上げます。また、この素晴らしい行事を主催し運営して下

さる国際仏教徒大学連盟、タイ最高サンガ評議会、タイ王国政府、タイ国家仏教事務所、そして、マ

ハチュラロンコーン仏教大学の皆様にもお礼を申し上げたいと思います。 

 

最後に、2012 年国連ウェーサクの日式典と仏教徒会議が大きな成功を収め、目的がすべて達成され

ますようにお祈り致します。 

 

ダルマの下に、 

 

ライ・ケット・ヨン氏 

カラヤナミトラズ会長 

DIMC UAE 

 

 



（メッセージ 40. オックスフォード） 

 

オックスフォード仏教研究センターオックスフォード仏教研究センターオックスフォード仏教研究センターオックスフォード仏教研究センター     

 

20/4/2012 

2012201220122012 年国連ウェーサクの日に寄せる年国連ウェーサクの日に寄せる年国連ウェーサクの日に寄せる年国連ウェーサクの日に寄せる     

オックスフォード仏教研究センター（オックスフォード仏教研究センター（オックスフォード仏教研究センター（オックスフォード仏教研究センター（ OCBSOCBSOCBSOCBS））））     

ジェフリー・バムフォードからのジェフリー・バムフォードからのジェフリー・バムフォードからのジェフリー・バムフォードからの     

メッセージメッセージメッセージメッセージ     

 

世界の優れた伝統的な思想体系と生活様式の中で、アジアに広がる仏教の伝統はおそらく最も重要な

ものです。仏教は、人間の文化、社会の歴史、そして今まさにある現実のいずれを理解するにも、そ

の中核となる重要なものです。世界中で、人々は新たな目で仏教を見、励まされて今日の難題と対峙

し、明日の好機をつかんでいます。ですから、人々が以下のことを正しく認識する手助けとなるどん

な率先的取り組みも良い取り組みとなります： 

  ■ブッダの教え、例えば： 

• 人は、自分の運命に対して責任を持っている：私達は、みな自分自身の人生に責任を持つ

ことができる； 

• 私達は、もし私達が本気で取り組めば、いつか自然に自分のものとなり、そして、必ず、

経験の質を向上させてくれて、自分自身を、そして周りの人々を豊かにしてくれる、その

ような道徳的、心理的規律を身につけることができる； 

• 対立や衝突は進歩にも幸福にもつながらないが、私達は、あらゆる交流において、対立や

衝突を最小にするよう自分を訓練することができる； 

• どの人も、道徳的、精神的可能性を同じように持っているのだから、等しく尊重する価値

がある。だから、この真実に従って生きるように自分を訓練することによって、私達は自

分の生活も他の人々の生活も向上させるであろう；そして、 

• 私達は普通、現実というものは文字通りの範疇にきっちりと対応しているものだと思い違

いをしているが、私達は自分を訓練することによって、固定した存在であるように見える

ものが実は常に変化の過程であるということが分かるようになる。そして、これによって、

より良く生きることができるようになる； 

  ■仏教伝統に関連した考え方、習慣、そして、制度、例えば： 

• （行為そのものよりも）行為に伴う経験の質によってその行為を評価する仏教倫理； 

• 巧みな方便により、どのように慈悲を成功する政策の基盤に変えるのか、についての、ア

ショカ王を初めとする多くの実例； 

• 仏教は、心の働きを活発にするので、仏教徒は、歴史的に、社会的流動性と社会的正義に

ついて深く考え、そしてそれらに向かう傾向を強めてきたが、そのような様々な事例；そ

して、 



• 幸福を高めるための仏教の実践：今日、何よりもまず、強く意識して、関心を高め活動を

行わなければならない。 

このような重要な率先的取り組みのひとつが、国連ウェーサクの日（ＵＮＤＶ）を祝う会議を、毎年

行うようになったことです。タイ王国政府のサポートによって、そして何よりもマハチュラロンコー

ン仏教大学の寛大なサポートによって行われているこの会議は、アジア中からの、また、仏教が比較

的最近根付いた他の国々からの、仏教の様々な伝統部派や宗派を一か所に集める役割を果たしていま

す。東が西に出会い、北が南に出会い、貴重な新しいネットワークが形成されました。国連ウェーサ

クの日の指導者と事務局が会議の成功のために払われた努力には、心からの称賛が捧げられるべきで

す。ここオックスフォードで仏教の研究に携わっている私達全員は、ブッダの悟りは人類の幸福のた

めにあるのだ、という今年の会議のメッセージを支持し、会議の成功をお祈りします。人類の文化が

21 世紀の様々な危機に適合するように、国連ウェーサクの日が重要な支援を提供し続けて下さいま

すように！ 

 

氏名と地位 

  ジェフリー・バムフォード： OSBC共同創設者兼理事 

                                 オックスフォードマインドフルネスセンター（OMC）創設者 

                                 仏教のより広い理解のための協会（So-Wide）創設者兼理事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（メッセージ 41. ウクライナ） 

 

仏教教育協会仏教教育協会仏教教育協会仏教教育協会     

ウクライナウクライナウクライナウクライナ 01034 01034 01034 01034 キエフ、私書箱キエフ、私書箱キエフ、私書箱キエフ、私書箱 298298298298 

 

2012 年 5月 7日 

 

ポルタヴァ県グルーポルタヴァ県グルーポルタヴァ県グルーポルタヴァ県グループリーダー、リトシン・イゴールからのプリーダー、リトシン・イゴールからのプリーダー、リトシン・イゴールからのプリーダー、リトシン・イゴールからの     

祝賀メッセージ祝賀メッセージ祝賀メッセージ祝賀メッセージ  

 

 

 2012 年国連ウェーサクの日式典にあたり、タイ王国政府、最高サンガ評議会、ウェーサクの日国

際評議会（ICDV）、国際仏教大学連盟（IABU）、マハチュラロンコーン仏教大学の代表者の皆様、並

びに、2012年仏教徒会議の全参加者の皆様にお祝いを申し上げます。 

 私は、タイ国で第 9 回国際会議と国連ウェーサクの日式典が「人類の幸福のためのブッダの成道」

というテーマの下に開催されることを嬉しく思っております。 

 成道された後 80 歳で入滅されるまで、ブッダは他の人々を教え導くことにその生涯を捧げられま

した。45 年以上にわたって、ブッダは、生きることの現実について、人間の苦しみの本質について

教えられ、そして、自ら涅槃、死のない状態、と名付けられた祝福と幸福、平和と静穏の状態の中で

その苦しみをなくす道を教えられました。 

ブッダが、第一の、そして最も重要な贈り物として人類に与えて下さったものが、この精神の完成へ

の道です。それは、ブッダが、神的血統や超自然的な力によってもたらしたメッセージではありませ

んでした。ブッダは、人間が永遠の幸福を得るためにはその恩寵を必要とする救い主として自らを示

しはしませんでした。ブッダは、自身一人の人間として、自己修養という個人の努力によって男性で

あれ女性であれ人がなしうることを、同じ人間達に示したのです。 

 ブッダの教えは、暗闇と憎しみと苦しみの世界から光と幸福と安全の新しい世界へと人々が渡る道

を照らしているのです。 

 

すべての生きとし生けるものが幸福で健康でありますように！ 

 

ダルマの下に、ダルマの下に、ダルマの下に、ダルマの下に、    

 

リトシン・イゴールリトシン・イゴールリトシン・イゴールリトシン・イゴール    

ポルタヴァ県グループリーダーポルタヴァ県グループリーダーポルタヴァ県グループリーダーポルタヴァ県グループリーダー    

仏教教育協会仏教教育協会仏教教育協会仏教教育協会    

ウクライナウクライナウクライナウクライナ    

 

 



（メッセージ 42. ロサンゼルス） 

 

ロサンゼルス仏教連合会ロサンゼルス仏教連合会ロサンゼルス仏教連合会ロサンゼルス仏教連合会     

 

祝祝祝祝辞辞辞辞                                                                                                                                                                                                                         2012201220122012 年年年年 4444 月月月月 1111 日日日日    

 

尊師の皆様、そして素晴らしいゲストの皆様、 

 

私は、ロサンゼルス仏教連合会を代表して、国連ウェーサクの日（UNDV）式典の組織委員会の皆様

に、そして“人類の幸福のためのブッダの悟りについての仏教徒の観点”を討論するセミナーの組織

委員会の皆様に感謝を申し上げます。 

 

ブッダの教えは、智慧と慈悲を大切にします。そして、人々に、自分の行動の結果に対する理解を深

めること、他の人々を尊重すること、そして、環境を大切にすることを教えます。また、ブッダの教

えは、私達にふさわしい結果を目指して教えを応用することを教えています。優しい思いやりを実践

することにより、私達は平和な共存を推し進めることができます。21 世紀に入って、不均衡が増大

し、精神的必要性が増大しつつあります。 

 

私達の持つ責任と為すべき貢献への意識を高めようとする国連ウェーサクの日組織委員会の気高い

努力が成功することをお祈り致します。 

 

ブッダのメッセージが全世界のすべての生き物に届きますように。 

 

 

ゴダカラナ・グナラタナ 

バンテ・チャオ・チュー 

ロサンゼルス仏教連合会会長 

 

 

 


