
「宗教者九条の和」

輝かせたい憲法第九条
一第8回シンポジウムと平和巡礼 in仙台一

日時 :2012年 9月 29日 (土 )

会場 :仙 台市カトリック元寺小路教会

開場 :12時 00分 開会 :12時 30分 会費無料

●講演「原発と憲法九条」
「広島原爆 10万倍の放射能とどう向きあうか」

講師 所 源亮 (―橋大学イノベーション研究センター特任教授 )

●シンポジウム

○原田 雅樹 (力 トリック神父/イ山台白百合女子大学力トリック研究所所長 )

○梅森 寛誠 (日 蓮宗・仙台市法運寺住職 )

○田中 徳雲 (曹洞宗・南相馬市同慶寺住職 )

○所 源亮 講師

○司会/吉 田 隆 (日 本キリスト改革派仙台教会牧師 )

●「共に歌おう♪」～テゼ共同体の歌と黙想

指導:荒井 偉作 (日 本キリスト教団・名取教会牧師)

●アピール提案・採択

●閉会  午後4時

●平和巡礼 :閉会後、元寺小路教会から市内行進

所 源 亮 (ところ げんすけ)プロフィール

1949年 2月 22日 東京都大森に生まれる。

小学校3年生から中学1年生まで、米国ワシントンDCで生活。
1972年 一橋大学経済学部 (深澤ゼミナール)卒業。
1980年 米国パイオニア・ハイブレット社国際部事業本部長
1986年 ゲンコーポレーション代表取締役社長
1991年 日本バイオロジカルズ代表取締役社長
2001年 アリジェン製薬を設立。代表取締役社長
2009年よリ ー橋大学イノベーション研究センター特任教授

医療薬業如水会名誉会長

仙台市青葉区本町 12-1

仙台駅西口徒歩10

◆主催 「宗教者九条の和」丁EL 03-3461-9363 FAX 03-3461-9367

〒150-0045東京都渋谷区神泉町8-7日 本山妙法寺内「宗教者九条の和」事務所

◆共催 第8回シンポジウムと平和巡礼 in仙台 :実行委員会 丁EL022-225-0597

協

　

賛

☆お題 目九条の会 ☆金光教非戦・平和ネット ☆真宗大谷派九条の会 ☆ 日本カトリック正義と平和

協議会 ☆カトリック仙台司教区 ☆ 日本キリスト教協議会 ☆仙台キリスト教連合 ☆念仏者九条の会
☆愛知宗教者九条の会 ☆世界の平和を求める京都宗教者連絡会 ☆大阪宗教者9条ネットワーク

☆岡山宗教者九条の会 ☆広島宗教者九条の和

カトリック仙 台 司教セン

元寺小路教会



一私たちは呼びかけます一 2012年 6月 1日  現在 77名

有馬 頼底 (臨済宗相国寺派管長・金閣寺並びに銀閣寺住職 )

五十嵐隆明 (浄土宗西山禅林寺派前管長 )

石井 英雄 (日 蓮宗長照寺住職 )

石川 浩徳 (日 蓮宗現代宗教研究所元所長 0本念寺住職 )

岩波 昭賢 (浄土宗長久寺住職 )

漆間 徳然 (浄土宗誕生寺住職 )

大河内秀人 (浄土宗見樹院住職 )

大野 玄妙 (法隆寺管長)

岡田 弘隆 (真言宗豊山派長谷寺住職。弁護士)

小武 正教 (浄土真宗本願寺派西善寺住職 )

小野 文洸 (日 蓮宗・妙法結社 )

小野塚幾澄 (日 中友好宗教者懇話会会長
0真言宗豊山派金乗院住職 )

梶田 真章 (法然院住職 )

加藤 俊生 (真言宗豊山派石手寺住職 )

岸田 正博 (真言宗智山派多聞寺住職 )

工藤 良任 (真言律宗般若寺住職 )

河野 太通 (花園大学元学長・臨済宗妙心寺派僧侶 )

古河 良暗 (日 蓮宗常園寺住職 )

小林 隆彰 (天台宗千手院住職 )

児玉 暁洋 (真宗大谷派教学研究所元所長 )

佐伯 快勝 (真言律宗総本山西大寺宗務長・浄瑠璃寺住職 )

斎藤 昭俊 (真言宗費蓮寺住職
0(財)全国青少年教化協議会事務総長 )

佐藤 隆賢 (大正大学元学長・真言宗円能寺住職 )

信楽 香仁 (鞍馬寺貫主)

信楽 峻麿 (龍谷大学元学長 0本願寺派僧侶 )

茂田 真澄 (浄土宗勝楽寺住職 )

新間 智照 (日 蓮宗妙法華院住職 )

玉川 覺祥 (日 蓮宗安国論寺住職 )

塚本 是順 (日 蓮宗弘経寺住職)

中鳥 哲演 (真言宗御室派明通寺住職 )

中條 暁秀 (身延山大学前学長 0日 蓮宗本能寺住職 )

中津 公雄 (高野山真言宗別格本山鶴林寺住職・宗会議長 )

中野 東禅 (曹洞宗龍宝寺住職 )

中村 隆敏 (浄土宗善導寺住職 )

西村 間紹 (総本山西教寺貫首)

野田 慈照 (臨済宗成福寺住職 )

堀澤 祖門 (叡山学院院長・天台宗泰門庵住職 )

本多 静芳 (浄土真宗本願寺派万行寺住職)

宮城 泰年 (聖護院門跡門主)

無着 成恭 (曹洞宗僧侶)

森  清範 (清水寺貫主)

吉田 宏哲 (真言宗智山派伝法院前院長・宥勝寺住職 )

吉田 行典 (日 本山妙法寺大僧伽首座 )

池長  潤 (カトリック大阪教区・大司教 )

大倉 一美 (カトリック東京教区0司祭 )

大塚 喜直 (カトリック京都教区・司教)

岡田 武夫 (カトリック東京教区・大司教 )

菊地  功 (カトリック新潟教区0司教 )

高見 三明 (カトリック長崎教区・大司教 )

谷  大三 (カ トリックさいたま教区・司教 )

野村 純一 (カトリック名古屋教区・司教)

弘田しずえ (ベリス・メルセス宣教修道女会)

松浦 悟郎 (カトリック大阪大司教区・補佐司教 )

三末 篤賓 (カトリック広島教区・司教 )

宮原 良治 (カトリック大分教区0司 教)

相澤 牧人 (日 本聖公会総主事・司祭 )

荒川 雅夫 (日 本福音同盟社会委員会委員長・牧師)

池住 義憲 (日 本聖公会・信徒 )

網中 彰子 (日 本キリスト教協議会総幹事・牧師)

加藤  誠 (日 本バプテスト連盟常務理事・牧師)

西原美香子 (日 本YWCA総幹事)

高地 敬 (日 本聖公会京都教区主教)

小橋  孝 (日 本キリスト教協議会議長・牧師)

佐伯 幸雄 (京都キリスト教協議会前会長・牧師)

島田 茂 (日 本 YMCA同盟総主事 )

島田 善次 (日 本キリスト教会宜野湾告白教会・牧師)

平良 修 (日 本基督教団沖縄教区・牧師)

田口 昭典 (日 本バプテスト連盟理事長・牧師 )

立野 泰博 (日 本福音ルーテル教会事務局長・牧師)

谷  昌二 (日 本聖公会沖縄教区前主教)

丹野 真人 (日 本バプテスト同盟総主事・牧師)

洪  性完 (在 日大韓基督教会総幹事・牧師)

森  紀旦 (日 本聖公会中部教区主教 )

石橋 秀夫 (日 本基督教団総会議長 0牧師)

服部 晴雄 (金光教平和活動センター理事長 )

宮本けいし (妙智會ありがとう基金代表)

山口 大輔 (行動する平和憲法のネットワーク代表

・創価大学平和学会会員 )

「宗教者九条の和」の願い

●憲法第九条を「輝かせたい」と願う人々とその意義を語り合い、思いを他に伝えたい。

●憲法第九条が世界の文明構築に普遍的な意義を明示し、指針を示していると了解したい。

●世界が国際化を進める中で、互いの国の平和が道義的規範の核となることを信じたい。

●私たちは宗教者として、平和を願う人々と真に平和のあり方を考え、共に祈誓したい。

●宗教者は自らの所信に遵つて、平和の世界を具現するために、調和と抑制を説示したい。


