
 

 

 ブッダの誕生・成道・入滅（涅槃）を祝うウェーサクの日にお集まりの皆さまに、

心よりお慶び申し上げます。本日は、数百万の人々、仏教徒、また他宗教徒の方々

と一緒にブッダの人生と教えを振り返り、それを通じて私たちの生きる指針を受け

取る日です。

 この度のウェーサクでは、ベトナム会場におけるテーマ「ミレニアム開発目標達

成への仏教的視座」は本当に喜ばしいものです。ブッダの教えは時代を超越したも

のであることは間違いありませんが、仏教的視座もまたミレニアム開発目標

(MDGs)を達成するため、世界がより持続可能で公平な発展をするよう私たち国連

が努力に加速をかけている状況下、非常に価値があるものです。

 今年のウェーサクの日は、今までにない強大な熱帯低気圧と一部の東南アジアの

崩壊をもたらした台風

ます。私自身、被災地をこの目で視察してきました。この場をお借りして、国連と

しても結束した今後の継続的な復興支援へ尽力を誓います。

 

第 11 回

■マハチュラロンコーン仏教大学アユタヤキャンパス

『時代を超越したブッダの教え』

ブッダの誕生・成道・入滅（涅槃）を祝うウェーサクの日にお集まりの皆さまに、

心よりお慶び申し上げます。本日は、数百万の人々、仏教徒、また他宗教徒の方々

と一緒にブッダの人生と教えを振り返り、それを通じて私たちの生きる指針を受け

取る日です。 

この度のウェーサクでは、ベトナム会場におけるテーマ「ミレニアム開発目標達

成への仏教的視座」は本当に喜ばしいものです。ブッダの教えは時代を超越したも

のであることは間違いありませんが、仏教的視座もまたミレニアム開発目標

を達成するため、世界がより持続可能で公平な発展をするよう私たち国連

が努力に加速をかけている状況下、非常に価値があるものです。

今年のウェーサクの日は、今までにない強大な熱帯低気圧と一部の東南アジアの

崩壊をもたらした台風

す。私自身、被災地をこの目で視察してきました。この場をお借りして、国連と

しても結束した今後の継続的な復興支援へ尽力を誓います。

回 国際ウェーサクの日のメッセージ

２０１４

■マハチュラロンコーン仏教大学アユタヤキャンパス

潘基文

『時代を超越したブッダの教え』

ブッダの誕生・成道・入滅（涅槃）を祝うウェーサクの日にお集まりの皆さまに、

心よりお慶び申し上げます。本日は、数百万の人々、仏教徒、また他宗教徒の方々

と一緒にブッダの人生と教えを振り返り、それを通じて私たちの生きる指針を受け

この度のウェーサクでは、ベトナム会場におけるテーマ「ミレニアム開発目標達

成への仏教的視座」は本当に喜ばしいものです。ブッダの教えは時代を超越したも

のであることは間違いありませんが、仏教的視座もまたミレニアム開発目標

を達成するため、世界がより持続可能で公平な発展をするよう私たち国連

が努力に加速をかけている状況下、非常に価値があるものです。

今年のウェーサクの日は、今までにない強大な熱帯低気圧と一部の東南アジアの

崩壊をもたらした台風 30 号(Haiyan)

す。私自身、被災地をこの目で視察してきました。この場をお借りして、国連と

しても結束した今後の継続的な復興支援へ尽力を誓います。

国際ウェーサクの日のメッセージ

 

２０１４年５月

■マハチュラロンコーン仏教大学アユタヤキャンパス

 

 

潘基文 国連事務総長

 

『時代を超越したブッダの教え』

ブッダの誕生・成道・入滅（涅槃）を祝うウェーサクの日にお集まりの皆さまに、

心よりお慶び申し上げます。本日は、数百万の人々、仏教徒、また他宗教徒の方々

と一緒にブッダの人生と教えを振り返り、それを通じて私たちの生きる指針を受け

この度のウェーサクでは、ベトナム会場におけるテーマ「ミレニアム開発目標達

成への仏教的視座」は本当に喜ばしいものです。ブッダの教えは時代を超越したも

のであることは間違いありませんが、仏教的視座もまたミレニアム開発目標

を達成するため、世界がより持続可能で公平な発展をするよう私たち国連

が努力に加速をかけている状況下、非常に価値があるものです。

今年のウェーサクの日は、今までにない強大な熱帯低気圧と一部の東南アジアの

(Haiyan)被害の爪痕による苦しみが残るなか開催され

す。私自身、被災地をこの目で視察してきました。この場をお借りして、国連と

しても結束した今後の継続的な復興支援へ尽力を誓います。

国際ウェーサクの日のメッセージ

年５月 12 日 

■マハチュラロンコーン仏教大学アユタヤキャンパス

 

国連事務総長 

『時代を超越したブッダの教え』

ブッダの誕生・成道・入滅（涅槃）を祝うウェーサクの日にお集まりの皆さまに、

心よりお慶び申し上げます。本日は、数百万の人々、仏教徒、また他宗教徒の方々

と一緒にブッダの人生と教えを振り返り、それを通じて私たちの生きる指針を受け

この度のウェーサクでは、ベトナム会場におけるテーマ「ミレニアム開発目標達

成への仏教的視座」は本当に喜ばしいものです。ブッダの教えは時代を超越したも

のであることは間違いありませんが、仏教的視座もまたミレニアム開発目標

を達成するため、世界がより持続可能で公平な発展をするよう私たち国連

が努力に加速をかけている状況下、非常に価値があるものです。

今年のウェーサクの日は、今までにない強大な熱帯低気圧と一部の東南アジアの

被害の爪痕による苦しみが残るなか開催され

す。私自身、被災地をこの目で視察してきました。この場をお借りして、国連と

しても結束した今後の継続的な復興支援へ尽力を誓います。

国際ウェーサクの日のメッセージ

■マハチュラロンコーン仏教大学アユタヤキャンパス 

 

『時代を超越したブッダの教え』 

ブッダの誕生・成道・入滅（涅槃）を祝うウェーサクの日にお集まりの皆さまに、

心よりお慶び申し上げます。本日は、数百万の人々、仏教徒、また他宗教徒の方々

と一緒にブッダの人生と教えを振り返り、それを通じて私たちの生きる指針を受け

この度のウェーサクでは、ベトナム会場におけるテーマ「ミレニアム開発目標達

成への仏教的視座」は本当に喜ばしいものです。ブッダの教えは時代を超越したも

のであることは間違いありませんが、仏教的視座もまたミレニアム開発目標

を達成するため、世界がより持続可能で公平な発展をするよう私たち国連

が努力に加速をかけている状況下、非常に価値があるものです。 

今年のウェーサクの日は、今までにない強大な熱帯低気圧と一部の東南アジアの

被害の爪痕による苦しみが残るなか開催され

す。私自身、被災地をこの目で視察してきました。この場をお借りして、国連と

しても結束した今後の継続的な復興支援へ尽力を誓います。 

国際ウェーサクの日のメッセージ 

 

ブッダの誕生・成道・入滅（涅槃）を祝うウェーサクの日にお集まりの皆さまに、

心よりお慶び申し上げます。本日は、数百万の人々、仏教徒、また他宗教徒の方々

と一緒にブッダの人生と教えを振り返り、それを通じて私たちの生きる指針を受け

この度のウェーサクでは、ベトナム会場におけるテーマ「ミレニアム開発目標達

成への仏教的視座」は本当に喜ばしいものです。ブッダの教えは時代を超越したも

のであることは間違いありませんが、仏教的視座もまたミレニアム開発目標

を達成するため、世界がより持続可能で公平な発展をするよう私たち国連

今年のウェーサクの日は、今までにない強大な熱帯低気圧と一部の東南アジアの

被害の爪痕による苦しみが残るなか開催され

す。私自身、被災地をこの目で視察してきました。この場をお借りして、国連と

ブッダの誕生・成道・入滅（涅槃）を祝うウェーサクの日にお集まりの皆さまに、

心よりお慶び申し上げます。本日は、数百万の人々、仏教徒、また他宗教徒の方々

と一緒にブッダの人生と教えを振り返り、それを通じて私たちの生きる指針を受け

この度のウェーサクでは、ベトナム会場におけるテーマ「ミレニアム開発目標達

成への仏教的視座」は本当に喜ばしいものです。ブッダの教えは時代を超越したも

を達成するため、世界がより持続可能で公平な発展をするよう私たち国連

今年のウェーサクの日は、今までにない強大な熱帯低気圧と一部の東南アジアの

被害の爪痕による苦しみが残るなか開催され

す。私自身、被災地をこの目で視察してきました。この場をお借りして、国連と



 このような多大な悲劇の影があろうとも、平和・慈悲・愛に満ちたブッダのメッ

セージは生きとしいけるものすべての心に強く響き渡ります。そして、その響きは

私たちの心を開き、それを必要としている人々を包み込むようにと教えてくれます。

緊迫した状況が悪化する一部のアジア地域では、このような永遠の教えは、政府や

国際コミュニティーの指針となります。その指針は、紛争、不平等、気候変動など

世界が直面している幅広い諸問題を解決するための努力を後押ししてくれます。そ

れぞれの分野において、私たちは利己心を克服し、一つのグローバルコミュニティ

ーの一員として物事を考え、行動を共にしていかなければなりません。 

 このウェーサクの日を迎えるにあたり、すべての人類の改善のために手を取り合

って進んでいくことを誓いましょう。最後に、この理想へ身を寄せられることに感

謝し、また心に残る喜ばしいウェーサクの日となることを願ってご挨拶をさせて頂

きます。 

  



 

 

 ウェーサクの日を迎えるにあたり、全世界の仏教徒の皆さまに心よりお慶び申し

上げます。

 ベトナム・ニンビン省において国連ウェーサクの日と国際仏教会議が開催される

のは今年で

は心からお祝い申し上げます。

 今回のテーマ

2015 年に向けて速度を上げ、新たな開発日程を作成している状況下、非常に重要

なものです。ブッダの言葉に「私は終わってしまったことに目をむけることはない。

私はまだやり残したことだけに目を向ける」というものがあります。西暦

にミレニアム開発目標を掲げて以来、私たちは世界中の様々な問題改善に著しい進

歩を遂げてきましたが、この進歩には濃淡があり、未だ不十分なものです。

 どのように共存し、地球を守り、強力な基盤を築いていくのかなど、画期的かつ

集団的な回答を必要とする諸問題を問われている今、私たちは時代の分岐点に立っ

ています。新たなテクノロジーは社会と社会を縫い合わせていますが、社会を

し、不平等と貧困を悪化させているという一面もあります。

 また、怒りや恐怖から生まれた紛争は世界中の至るところで起こっているままで

す。そして、この地球の限界は、持続不可能な開発スタイルによって張り詰めてい

る状態です。今後、これまで以上に社会、経済、環境という領域での持続可能な開

発の模索が重要事項として求められます。

 

第 11 回

■マハチュラロンコーン仏教大学アユタヤキャンパス

イリナ・ボコヴァ

ウェーサクの日を迎えるにあたり、全世界の仏教徒の皆さまに心よりお慶び申し

上げます。 

ベトナム・ニンビン省において国連ウェーサクの日と国際仏教会議が開催される

のは今年で 2 度目となります。この度の開催につき、ベトナム仏教サンガの皆様に

は心からお祝い申し上げます。

今回のテーマ「ミレニアム開発目標達成への仏教的視座」

年に向けて速度を上げ、新たな開発日程を作成している状況下、非常に重要

なものです。ブッダの言葉に「私は終わってしまったことに目をむけることはない。

私はまだやり残したことだけに目を向ける」というものがあります。西暦

にミレニアム開発目標を掲げて以来、私たちは世界中の様々な問題改善に著しい進

歩を遂げてきましたが、この進歩には濃淡があり、未だ不十分なものです。

どのように共存し、地球を守り、強力な基盤を築いていくのかなど、画期的かつ

集団的な回答を必要とする諸問題を問われている今、私たちは時代の分岐点に立っ

ています。新たなテクノロジーは社会と社会を縫い合わせていますが、社会を

し、不平等と貧困を悪化させているという一面もあります。

また、怒りや恐怖から生まれた紛争は世界中の至るところで起こっているままで

す。そして、この地球の限界は、持続不可能な開発スタイルによって張り詰めてい

る状態です。今後、これまで以上に社会、経済、環境という領域での持続可能な開

発の模索が重要事項として求められます。

回 国際ウェーサクの日のメッセージ

２０１４

■マハチュラロンコーン仏教大学アユタヤキャンパス

イリナ・ボコヴァ

『青少年の心の教育にも』

ウェーサクの日を迎えるにあたり、全世界の仏教徒の皆さまに心よりお慶び申し

ベトナム・ニンビン省において国連ウェーサクの日と国際仏教会議が開催される

度目となります。この度の開催につき、ベトナム仏教サンガの皆様に

は心からお祝い申し上げます。 

「ミレニアム開発目標達成への仏教的視座」

年に向けて速度を上げ、新たな開発日程を作成している状況下、非常に重要

なものです。ブッダの言葉に「私は終わってしまったことに目をむけることはない。

私はまだやり残したことだけに目を向ける」というものがあります。西暦

にミレニアム開発目標を掲げて以来、私たちは世界中の様々な問題改善に著しい進

歩を遂げてきましたが、この進歩には濃淡があり、未だ不十分なものです。

どのように共存し、地球を守り、強力な基盤を築いていくのかなど、画期的かつ

集団的な回答を必要とする諸問題を問われている今、私たちは時代の分岐点に立っ

ています。新たなテクノロジーは社会と社会を縫い合わせていますが、社会を

し、不平等と貧困を悪化させているという一面もあります。

また、怒りや恐怖から生まれた紛争は世界中の至るところで起こっているままで

す。そして、この地球の限界は、持続不可能な開発スタイルによって張り詰めてい

る状態です。今後、これまで以上に社会、経済、環境という領域での持続可能な開

発の模索が重要事項として求められます。

国際ウェーサクの日のメッセージ

 

２０１４年５月

■マハチュラロンコーン仏教大学アユタヤキャンパス

イリナ・ボコヴァ ユネスコ事務局長

『青少年の心の教育にも』

ウェーサクの日を迎えるにあたり、全世界の仏教徒の皆さまに心よりお慶び申し

ベトナム・ニンビン省において国連ウェーサクの日と国際仏教会議が開催される

度目となります。この度の開催につき、ベトナム仏教サンガの皆様に

「ミレニアム開発目標達成への仏教的視座」

年に向けて速度を上げ、新たな開発日程を作成している状況下、非常に重要

なものです。ブッダの言葉に「私は終わってしまったことに目をむけることはない。

私はまだやり残したことだけに目を向ける」というものがあります。西暦

にミレニアム開発目標を掲げて以来、私たちは世界中の様々な問題改善に著しい進

歩を遂げてきましたが、この進歩には濃淡があり、未だ不十分なものです。

どのように共存し、地球を守り、強力な基盤を築いていくのかなど、画期的かつ

集団的な回答を必要とする諸問題を問われている今、私たちは時代の分岐点に立っ

ています。新たなテクノロジーは社会と社会を縫い合わせていますが、社会を

し、不平等と貧困を悪化させているという一面もあります。

また、怒りや恐怖から生まれた紛争は世界中の至るところで起こっているままで

す。そして、この地球の限界は、持続不可能な開発スタイルによって張り詰めてい

る状態です。今後、これまで以上に社会、経済、環境という領域での持続可能な開

発の模索が重要事項として求められます。 

国際ウェーサクの日のメッセージ

年５月 12 日 

■マハチュラロンコーン仏教大学アユタヤキャンパス

ユネスコ事務局長

 

『青少年の心の教育にも』

ウェーサクの日を迎えるにあたり、全世界の仏教徒の皆さまに心よりお慶び申し

ベトナム・ニンビン省において国連ウェーサクの日と国際仏教会議が開催される

度目となります。この度の開催につき、ベトナム仏教サンガの皆様に

「ミレニアム開発目標達成への仏教的視座」

年に向けて速度を上げ、新たな開発日程を作成している状況下、非常に重要

なものです。ブッダの言葉に「私は終わってしまったことに目をむけることはない。

私はまだやり残したことだけに目を向ける」というものがあります。西暦

にミレニアム開発目標を掲げて以来、私たちは世界中の様々な問題改善に著しい進

歩を遂げてきましたが、この進歩には濃淡があり、未だ不十分なものです。

どのように共存し、地球を守り、強力な基盤を築いていくのかなど、画期的かつ

集団的な回答を必要とする諸問題を問われている今、私たちは時代の分岐点に立っ

ています。新たなテクノロジーは社会と社会を縫い合わせていますが、社会を

し、不平等と貧困を悪化させているという一面もあります。

また、怒りや恐怖から生まれた紛争は世界中の至るところで起こっているままで

す。そして、この地球の限界は、持続不可能な開発スタイルによって張り詰めてい

る状態です。今後、これまで以上に社会、経済、環境という領域での持続可能な開

国際ウェーサクの日のメッセージ

■マハチュラロンコーン仏教大学アユタヤキャンパス 

ユネスコ事務局長 

『青少年の心の教育にも』 

ウェーサクの日を迎えるにあたり、全世界の仏教徒の皆さまに心よりお慶び申し

ベトナム・ニンビン省において国連ウェーサクの日と国際仏教会議が開催される

度目となります。この度の開催につき、ベトナム仏教サンガの皆様に

「ミレニアム開発目標達成への仏教的視座」は、目標達成期限の

年に向けて速度を上げ、新たな開発日程を作成している状況下、非常に重要

なものです。ブッダの言葉に「私は終わってしまったことに目をむけることはない。

私はまだやり残したことだけに目を向ける」というものがあります。西暦

にミレニアム開発目標を掲げて以来、私たちは世界中の様々な問題改善に著しい進

歩を遂げてきましたが、この進歩には濃淡があり、未だ不十分なものです。

どのように共存し、地球を守り、強力な基盤を築いていくのかなど、画期的かつ

集団的な回答を必要とする諸問題を問われている今、私たちは時代の分岐点に立っ

ています。新たなテクノロジーは社会と社会を縫い合わせていますが、社会を

し、不平等と貧困を悪化させているという一面もあります。 

また、怒りや恐怖から生まれた紛争は世界中の至るところで起こっているままで

す。そして、この地球の限界は、持続不可能な開発スタイルによって張り詰めてい

る状態です。今後、これまで以上に社会、経済、環境という領域での持続可能な開
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なものです。ブッダの言葉に「私は終わってしまったことに目をむけることはない。
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る状態です。今後、これまで以上に社会、経済、環境という領域での持続可能な開
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は、目標達成期限の

年に向けて速度を上げ、新たな開発日程を作成している状況下、非常に重要

なものです。ブッダの言葉に「私は終わってしまったことに目をむけることはない。
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にミレニアム開発目標を掲げて以来、私たちは世界中の様々な問題改善に著しい進

どのように共存し、地球を守り、強力な基盤を築いていくのかなど、画期的かつ

集団的な回答を必要とする諸問題を問われている今、私たちは時代の分岐点に立っ

脆く

また、怒りや恐怖から生まれた紛争は世界中の至るところで起こっているままで

す。そして、この地球の限界は、持続不可能な開発スタイルによって張り詰めてい

る状態です。今後、これまで以上に社会、経済、環境という領域での持続可能な開



 このような問題に取り組むには、経済的、資金的解決だけでは十分ではありませ

ん。私たちは学校教育、すなわち青少年の心の教育にも取りかからなければなりま

せん。教育とは、人間の尊厳性を向上させ、相互理解を促進し、永続する平和を構

築する最も力強いツールです。地球に共生するという新たな道を作るのが最良です。

これは、今日において不可欠な新たな国際性と連帯性を発展させるための基盤です。 

 これらの目標（ゴール）はユネスコの活動を世界全体に向けた平等な教育の促進

へと導き、国際連合事務総長の掲げる「世界教育推進活動」というイニシアティブ

へと繋がるものです。普遍性、慈悲、平和に基づくブッダの教えは、ユネスコの任

務である道徳的・知的結束の強化と男女を問わない正義と幸せな人間の生活の実現

に力強く響くものです。これらは古来より求められている価値観ですが、今日の私

たちの直面する問題に決して反映されているとはいえません。 

 このような現状の中で、ブッダの教えに導かれ国際仏教学会にお越しになられた

全参加者が素晴らしいウェーサクの日を迎えられますよう願っております。 


