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平成２１年４月１５日
天台宗総合研究センター
理事長 濱中光礼殿
センター長
小林隆彰
平成１４（２００２）年７月２日にセンターが開設されて以来、ここに８年目に入りました。激
動する現代社会にあって、センターがどのように宗門の付託に応えるべきかを目標に、センターに
関わる企画・研究員は、その基本的理念と具体的方策と取り組みながら、鋭意、研究と努力を重ね
ております。
ここに、前回の報告（平成２０年４月１６日）以後のセンターの歩みを踏まえ、平成２０年度（
平成２０年４月〜２１年３月）の動きと今後の展望を記して報告に代えます。
記
Ⅰ．センター長の交代
＊平成１９年度末で、雲井昭善センター長が辞任したため、平成20年4月１日より新たに下記の者
がセンター長に就任した。
延暦寺一山
大僧正

千手院住職
小林隆彰

Ⅱ．センターの会議記録
＊センターの会議記録は次のとおり（各研究班会議を除く）
平成２０年４月２５日
センター総合企画会議
1．平成１９年度事業報告
2．平成２０年度事業計画
3．６年間（１４年７月）の総括と将来展望に向けて
平成２０年５月１５日
センター理事会
1．平成１９年度センター事業報告
2．平成１９年度センター特別会計歳入歳出
決算
3．同上剰余金の処理につき承認を求める件
4．センター関連人選報告
5．研究テーマに対する各研究班の平成１９年度報告
6．平成１９年度末センター資金積立金現在報告
７．今後の研究体制について
平成２０年７月２４日
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センター代表者会議
1．各班実務者による各班現状報告
2．新たな課題とその研究体制について
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出席者：神達知純（１班）
勝野隆広（２班）
霜村叡真（３班）
大澤亮湛（４班）
平成２０年９月２９日

センター主任会議
今後の研究体制について審議、概要を纏める

平成２０年１０月２９日

センター総合企画会議
1．平成２０年度センター事業報告
2．平成２１年度事業について
3．今後の研究体制について
4．平成２１年度予算案について

平成２０年１１月７日

シンポジウム「アジアの仏教を知ろう」開催
（於叡山学院講堂，中央布教研修会と共催）

平成２１年１月１４日

センター理事会
1．監事の推薦について
2．平成２１年度センター事業計画
3．平成２１年度センター特別会計歳入歳出
予算
４．研究テーマに対する各研究班の進捗状況報告

Ⅲ．平成２０年１１月より開始の新たな研究体制について
＊かねてより、研究班体制の見直しについてセンター内外より要望があり、各班代表者、研究員
が集まり検討を重ねた結果、平成２０年１１月より、次に述べる新たな研究体制を開始することと
なり、秋の総合企画会議で承認、決定した。
【新たな研究体制の概要】
＊これまでの研究班、主任、班毎の研究テーマは変更しない。
○第１班 『天台宗の「宗」としての再確認と現代における宗団のあるべき姿』 （宗団内
部対応）研究班
主 任：多田孝正
研究員：多田孝文 池田宗譲 土屋慈恭 神達知純 木内堯大
清田
寂天 吉田実盛 張堂興昭
○第２班 『天台宗の「宗」としての再確認と現代における宗団のあるべき姿』（外部社
会対応）研究班
主 任：村上圓竜
研究員：阿 純孝 井上治代 勝野隆広 黒住隆興 塩入法道
塩入亮乗
島
脩 村上興匡
○第３班 『情報化社会への対応とその具体策』研究班
主 任：齊藤圓眞
研究員：竹内純照 霜村叡真 大岡真祥 野竿智敬 高山良彦
阿 純章
嘉瀬慶文 菅野澄円
○第４班 『僧侶・教師の人材養成と研修体制の確立』研究班
主任：村中祐生
研究員：堀澤祖門
池田晃隆 大沢亮湛 坂本廣博 渡辺明照
一島正真
桑谷祐顕
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＊これまでは研究員の任期は定められていなかったが、全員、任期を２年と指定。再任可とす
る。ただし、今回は、委嘱日（平成２０年１１月１日）から平成２２年３月３１日までとした。
＊新たに１班に、岡山教区の清田寂天師、兵庫教区吉田実盛師、東京教区の張堂興昭師を、３
班に陸奥教区の菅野澄円師を委嘱。
＊研究班異動：１班であった一島正真師、桑谷祐顕師が４班に、４班の嘉瀬慶文師が３班に転
籍した。
＊従来の、班毎にさまざまな研究を行う体制を改め、研究テーマ毎にそれぞれプロジェクトチ
ームを設けた。それぞれ内容に応じて研究期限を定め、終了すればそのチームは解散する。研究内
容により中心となる研究班があるが、他の研究班研究員もメンバーになることが出来る。これによ
り、研究内容に応じて柔軟に人員を配置することが出来る。また先述した第１班〜４班までの研究
班は、それぞれのメインテーマに適する研究員を蓄積した、いわば人材バンクという位置づけとな
る。各プロジェクトチームの研究テーマと人員は次のとおり。
＊プロジェクトチーム
Ａ：『天台宗の教義』改訂版作成担当 （１班中心）
代 表：多田孝正
研究員：多田孝文 池田宗譲 土屋慈恭 神達知純 木内堯大
清田寂天 吉田実盛 （以上１班）
勝野隆広（2班） 霜村叡真（３班） 池田晃隆（４班）
Ｂ：寺院をとりまく環境の変化とその具体的対応策研究
（２班中心）
代 表：村上圓竜
研究員：阿 純孝 井上治代 勝野隆広 黒住隆興 塩入法道
塩入亮乗 島
脩 村上興匡 （全員２班）
Ｃ：天台宗並びに研究センター広報担当・ホームページ管理運営とその拡充
（３班中心）
代 表：齊藤圓眞
研究員：竹内純照 霜村叡真 大岡真祥 野竿智敬 高山良彦
阿 純章 嘉瀬慶文 菅野澄円 （全員３班）
Ｄ：研修教材作成担当・天台宗の研修体制研究（４班中心）
代 表：村中祐生
研究員：堀澤祖門
池田晃隆 大沢亮湛 坂本廣博
一島正真
桑谷祐顕 （以上４班）
嘉瀬慶文（３班）
Ｅ：寺報発行の勧めとノウハウの提示（３班中心）
代 表：齊藤圓眞
研究員：竹内純照 霜村叡真 大岡真祥 野竿智敬
阿 純章 嘉瀬慶文 菅野澄円 （全員３班）

渡辺明照

高山良彦

Ｆ：宗勢総合調査実施に向けての基礎研究 （２班中心）
代 表：村上圓竜
研究員：阿
純孝 井上治代 勝野隆広 黒住隆興 塩入法道
塩入亮乗 島
脩 村上興匡 （全員２班）
Ｇ：葬儀の変容とあるべき姿の提示・法要儀式の現代化について（各班混合）
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代 表：渡辺明照（４班）
研究員：神達知純 張堂興昭（以上１班）
勝野隆広 村上興匡 井上治代（以上２班）
霜村叡真（３班） 大沢亮湛（４班）

＊研究期限は、各チームとも、平成２２年3月３１日まで

延長可

Ⅳ．各班の研究と平成２１年度事業計画
○第１班（主任 多田孝正）
【プロジェクトＡ】（『天台宗の教義』改訂版作成担当）
大学生向けの天台学入門書である、平了照著『天台宗の教義』の全面改訂版出版を計画
。現代語で平易な叙述を目指す。
改訂版では全三巻を企画しており、その第一巻として、『天台宗の教義〜法華円教解説
』（仮題）を企画、現在執筆をしている。これは天台大師教学の体系を教門と観門から詳説するこ
とを目的としたものである。
現在、第一巻の企画（目次）と執筆者は次のとおりである。
【目次】
はじめに
第一章 仏教と天台宗
第一節 天台宗の起源
第二節 天台宗の輪郭
第三節 天台宗の相承
第四節 天台宗所依の経論
第二章 『法華経』と法華三大部
第一節 『妙法蓮華経』概説
第二節 三大部概説
第三章 天台の教理と教判
第一節 総論
第二節 五時教判
第三節 化儀四教
第四節 化法四教
第四章 天台の観門
第一節 観門の源流
第二節 三種止観
第三節 『摩訶止観』の内容概説
おわりに
（担当者）多田孝正（監修）・多田孝文（監修）・勝野隆広・大澤亮湛・池田晃隆・土屋
慈恭・霜村叡真・神達知純・木内堯大

＊１班会議記録
平成２０年 ６月 ４日
平成２０年 ７月 ３日
平成２０年 ９月１６日
平成２０年 ９月１７日
平成２０年１０月 １日
平成２０年１０月 ８日
平成２１年 ３月１１日
http://tendai.jp

於大正大学
於大正大学
於大正大学
於大正大学
於大正大学
於大正大学
於大正大学
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＊１班平成２１年度の事業計画
「天台宗の「宗」としての再確認」をテーマに総合仏教に根ざした「宗」であることを
再確認する中で、日本仏教を形成する諸宗派と対比しつつ自らの独自性・存在感を明確にする。２
１年度は特に、宗学の基本書である『天台宗の教義』「顕教」の部分を、現在の学生に理解しやす
いよう、わかりやすい文体に改訂し、内容も精査して刊行する。
なお、『天台宗の教義』第二巻は伝教大師に始まる日本天台の展開、浄土教、戒、密教
について、第三巻は天台宗史その他について取り扱う予定であり、これらも順次執筆・刊行してい
く。

○第２班（主任 村上圓竜）
【プロジェクトＢ】（寺院をとりまく環境の変化とその具体的対応策研究）
平成２０年度は、アジア仏教の多様な活動について知ることにより、今後の日本における
、また世界における天台宗のあり方を考える一助とするため、アジア各国の仏教者を招聘して、「
アジアの仏教を知ろう」と題したシンポジウム開催計画。その開催を目指し、発表者の選考と内容
の打ち合わせに全力を挙げた。
【プロジェクトＦ】（宗勢総合調査実施に向けての基礎研究）
宗務当局より、天台宗の寺院実態の現況を把握するため、宗勢総合調査実施の可能性を検
討するよう、センターに要請。センター２班を中心に、宗勢総合調査実施の基礎研究を行うことと
なった。
まず、伝統仏教宗団各宗派より、過去に宗勢調査を行ったことがあるか調査を行い、既に
実施した宗派から情報収集を行った。
＊２班会議記録
平成２０年 ４月１１日
平成２０年

６月

９日

平成２０年 ８月２５日
平成２０年 ９月２５日
宗務庁）
平成２０年１１月 ７日

今年度のシンポジウムテーマについて協議
（宗務庁）
シンポジウム発表者について打ち合わせ
（大正大学）
シンポジウム開催計画について詳細なる打ち合わせ（宗務庁）
シンポジウム開催計画を決定。また今後の研究計画について検討（
シンポジウム「アジアの仏教を知ろう」を開催。
天台宗中央布教研修会と共催（於叡山学院講堂）
なお、内容の詳細については近刊の冊子参照。

発表者:
①日本スリランカ仏教センター蘭華寺
ヤタワラ パンニャラーマ 師(スリランカ)
②大正大学大学院
グェン ティ ユウ 師(ベトナム)
③世界
平和パゴダミャンマー僧院
ウ・ウィジャーナンダ 師(ミャンマー)
④日本曹渓宗宗務総長
成
慧
光 師(韓 国)
司 会：
センター２班研究員 村 上 興 匡
平成２０年１２月１９日 シンポジウム小冊子の刊行についておよび宗勢総合調査の基礎研究
について協議
http://tendai.jp
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（大正大学）
平成２１年 １月１６日 シンポジウム小冊子の刊行について討議すると共に、宗勢総合調査
の基礎研究について具体的にどうすすめるか、センター主幹理事水尾寂芳教学部長とともに協議。
今後の研究計画を纏める。
（宗務庁）
平成２１年 ３月 ９日 シンポジウム小冊子の校正作業（宗務庁）

＊２班平成２１年度の事業計画
「現代社会の諸問題に対応する宗団の在り方」をテーマに、少子高齢化時代の人口変化に伴う
檀信徒制度の変容について分析し、それに対する寺院の取り組みについて具体案がないか模索して
いる。昨年に引き続き、シンポジウム・座談会等の開催を検討すると共に、天台宗の現状について
情報収集するため、宗勢総合調査の実施に向けて、その基礎研究を開始したい。
＊２班のこれからの具体的事業計画
宗勢総合調査の基礎研究として、まず各宗派より収集した資料の分析と、調査項目・方法の類
型化と問題点の整理をまず行う。その後、実際に調査に関わった各宗派の実務担当者を会議に招聘
し、ノウハウ、問題点などを教授いただき、議論、検討を重ねる予定。
なお、「アジアの仏教を知ろう」小冊子を早急に刊行するとともに、寺院をとりまく環境の変
化とその具体的対応策に関して継続して議論を重ねたい。

○第３班（主任 齊藤圓眞）
【プロジェクトＣ】
（天台宗並びに研究センター広報担当・ホームページ管理運営とその拡充）
平成１９年４月から７月初旬にかけて、天台宗総合研究センターHPの正式公開に向けて実
験運用段階のＨＰ点検作業を行い、平成１９年７月９日をもってその正式公開を果たした。その後
平成２０年度は、教学・布教・法儀・寺院運営・歴史などに関する資料・文献ダウンロード資料の
充実、全国各教区開催の研修会実施状況が検索できるデータベースの設置等、宗徒の利便に資する
よう、ホームページ掲載内容の充実に努めた。
＊平成２０年度研究活動の概要
１．センターHPの運営と現況
1)メンバーズページ閲覧ユーザー登録者数 １７２名
（平成２１年３月２８日現在）
2)総アクセス数 １３２，１８３件
（平成２１年３月３０日 ＡＭ１１時現在）
3)ダウンロード資料
教学２２件、布教６９件、法儀１２件、学会関係９件、寺院運営６件、研究員提
供資料１件、その他１７件 計１３６件
（平成２０年度末現在、１３６件の資料掲載）
4)全国各教区研修会データベース 掲載総数５６８件
平成１８年度から平成２０年度分を掲載
5)天台宗関連新着ニュースの掲載 総掲載数 ３０４件
平成２０年度掲載数 １０７件
２．センターHPの広報：
1)全国各教区宗務所長並びに各教区教区主事宛に、センターＨＰメンバーズページ
閲覧の為のユーザー登録加入促進文書を送付、あわせてセンターＨＰ掲載ダウンロード資料全資料
http://tendai.jp
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目録を配布した。
2)３月１２日に宗務庁に於いて開催された教区オンライン実務担当者会議において
、各教区実務担当者に対し、大岡研究員がセンターＨＰの広報を行った。
【プロジェクトＥ】（寺報発行の勧めとノウハウの提示）
宗務当局より、各寺院文書伝道活性化を目的として、寺報発行の勧めとノウハウの提示を、
との要請がセンターにあり、センター３班がそれを担当することとなった。具体的にどのように研
究をすすめるか、成果をどのように宗徒に還元するかなどを検討し、先ず「勧め」の文案を作成し
、既発行の寺報を収集して研究・分析をすすめることとした。
＊３班会議記録
平成２０年 ７月３日
平成２０年 ９月 ９日
ついて協議（宗務庁）
平成２０年１２月１９日

平成２１年

センターHPの充実と今後の研究計画について （宗務庁）
センター全般の研究体制についての協議と今後の研究のあり方に

３月２６日

１)次年度事業計画について
2)センターＨＰの拡充について
3)センターＨＰの広報について
4)教区オンライン化システムについて
（宗務庁）
天台宗公式ＨＰ庁内ＨＰ委員会との合同委員会
１)センター３班活動報告
2)天台宗公式ＨＰの現況報告
3)庁内ＨＰ委員会とセンター３班の作業分掌
合同委員会終了後、直ちに３班単独の会議を開催
１)庁内ＨＰ委員会からの依頼事項について
２)センターＨＰの拡充について
３)寺報発行の勧めとノウハウ提示（プロジェクトＥ）について
（宗務庁）

＊３班平成２１年度の事業計画
「情報化社会への対応とその具体策」をテーマに、インターネットの普及に伴うＩＴ（情
報技術）を活用して、宗内の情報を共有するためのネットワークの整備や情報収集・発信の方法、
マルチメディアの利用方法などを研究する。その一環の業務として総合研究センターホームページ
の作成・管理運営などを遂行していく。
＊３班のこれからの具体的事業計画
①従来の研究事業の継続とセンターＨＰの管理運営・改善拡充
②寺報発行の勧めとノウハウの提示（プロジェクトＥ）
③天台宗関係書籍（既刊・新刊）紹介コーナー作成
④天台宗公式ホームページ上のＱ＆Ａの見直し
（庁内ＨＰ委員会からの要請）
⑤「寺院ＨＰ作成の勧めと手引き」作成

○第４班（主任
http://tendai.jp
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【プロジェクトＤ】（研修教材作成担当・天台宗の研修体制研究）
平成18年度にセンター長宛に提出した4班報告書「天台宗における人材養成ならびに研修体
制について」をもとに、その具体化として、各研修段階別教材資料を作成することとなり、その基
本的要綱案の確認と具体的な執筆計画を前年度に決定。今年度はその計画をもとに、各研究員が執
筆を開始した。
なお、平成２０年１１月に、４班研究員の山ノ井大治師、即真尊&#40855;師が続けて遷化
され、執筆担当の変更という事態に至った。
＊４班会議記録
平成２０年 ６月１１日
平成２０年

９月１８日

平成２０年１２月２２日

1)各研究員の担当教材についての進捗状況の報告・意見交換
2)研修体制の整備に関する基本的方針素案の策定（宗務庁）
1)各研究員の担当教材についての進捗状況の報告・意見交換
2)研修体制の整備に関する基本的方針素案の策定
（宗務庁）
1)各研究員の担当教材についての進捗状況の報告・意見交換
2)山ノ井・即真師遷化に伴う担当の変更、新たな体制作りの方向

等
平成２１年

３月２４日

（宗務庁）
1)各研究員の担当教材についての進捗状況の報告・意見交換
2)「自己評価の可能性について」
（宗務庁）

＊４班平成２１年度の事業計画
「僧侶、教師の人材養成と研修体制の確立」をテーマに、現代における僧侶養成の在り方
について提言書を纏め、宗団に提出した。その具体化として、先ず法嗣研修・教師研修に応じた各
段階別研修教材資料を作成していく。また、研修体制の整理の方向について提言できるよう検討す
る。
＊４班のこれからの具体的活動計画
現代における僧侶養成の在り方についての提言書に基づき、各段階別研修教材を作成する
。平成２０年度末の執筆完了を予定していたが、諸般の事情により達成できなかった為、可及的速
やかに、執筆完了を目指す。
なお、各段階別研修教材作成のみでなく、各研究員個別の専門分野に応じた研修教材執筆
を別に行うこととなり、前者をＡ類、後者をＢ類として、同時進行で教材執筆、出版刊行に向けて
、各研究員が課題に取り組むこととなった。

＊執筆教材の概要
Ａ類（各段階別教材）
【法嗣研修】
①初級研修（上巻・下巻） 小学校４・５年生対象
＊構 成：上巻 ⅰお寺のある風景・ⅱお寺のすがたやかたち・
ⅲお寺のしきたりや型
下巻 ⅰ宗教や仏教の文化の流れ・ⅱ人々の祈りとまつり
ⅲ人々の生き方の教え
担当者：上巻 嘉瀬慶文 下巻 大澤亮湛
②中級研修（上巻・下巻） 中学２・３年生対象
＊構 成：上巻 ⅰ人々の生き方を「創る」もの
http://tendai.jp
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ⅱ仏教の様々な造形と荘厳
ⅲ人々の生活の工夫と習俗
下巻 ⅰ仏教の日本への伝来と文化
ⅱわが寺の本尊さまと仏さま
ⅲ本尊さまへの恭敬や尊崇
担当者：上巻 池田晃隆 下巻

文明史

村中祐生

③上級研修（上巻・下巻） 高校１・２年生対象
＊構 成：上巻 ⅰ人の生と死
ⅱ学問と生き方
ⅲ内省と観察
下巻 ⅰ日本仏教の形成
ⅱ天台宗を創った高祖、宗祖の魅力
ⅲ科学の進歩とこれからの仏教
担当者：上巻 坂本廣博 下巻 桑谷祐顕
以上６冊
【教師研修】
①初等研修 （宗門大学、その他大学卒の教師対象の研修）
＊構 成：上巻 ⅰ日本仏教の宗教特性
ⅱ大乗仏教の経論教理の概要
ⅲ大乗寺、大乗菩薩僧の行為規範と生活倫理
ⅳ仏教の死生観と人格形成
下巻 ⅰ仏教の教示する心身統合の教育問題
ⅱ仏教の深奥の人間観察とその経説
ⅲ現代社会の文化を教導する仏教の理念
ⅳ世界の諸宗教との文化的協調と和平構想
担当者：上巻 一島正真
下巻 渡辺明照
②中等研修
＊教材資料は作成しない。→自ら人格論・運動論・経営論の構想へ
布教教化的な課題を個々に選ぶ→成果報告についての評定＝教区
③中堅研修 （５０代〜６０代）
＊教材資料は作成しない。→自ら修観論・修道論の構想へ
宗旨及び教観、教理の研鑽、研究 →成果の報告と評定＝教区
Ｂ類（各研究員個別専門分野に関する教材）
＊葬儀葬祭・法儀声明・修道論等、各研究員がそれぞれ執筆中。

○各班混合
【プロジェクトチームＧ】
（葬儀の変容とあるべき姿の提示・法要儀式の現代化について）
センター長より、葬儀の変容とあるべき姿の提示、及び法要儀式の現代化について研究し
てほしいという要請がセンターにあり、センター内で協議の結果、各班からそれぞれ数名選出し、
新たに各班混合のプロジェクトチームＧを設けた。
初回の会議で、このプロジェクトチームの代表に、大正大学講師の渡辺明照研究員を選出
し、研究が始動した。平成２１年度は、特に「葬儀の変容とあるべき姿の提示」を中心に取り上げ
る。各寺院の葬儀に関する現状を何例か取り上げ、その問題点を分析する。今年度末までに、葬儀
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葬祭に関する具体的事例に基づく、何らかの対処法提案を目指す。
＊プロジェクトＧチーム会議記録
平成２１年 ３月５日 1)代表の決定
2)研究活動の方向性について
（大正大学）

Ⅴ．「教団付置研究所懇話会」及び「現代における宗教の役割研究会」（コルモス）への動き
平成２０年 ６月５日 第７回生命倫理研究部会（於大本東京本部）
出席者、村中祐生主任・勝野隆広研究員・髙井皓湛センター書記
平成２０年６月２７日 「第７回教団付置研究所懇話会」第３回実行委員会（於浄土真宗本願寺
派西本願寺）
出席者、小林隆彰センター長・髙井皓湛センター書記
平成２０年 ８月２８日 第８回生命倫理研究部会（於大本東京本部）
出席者、小林隆彰センター長・齊藤圓眞主任・霜村叡真研究員
平成２０年９月２６日 「第７回教団付置研究所懇話会」第４回実行委員会（於浄土真宗本願寺
派西本願寺）
出席者、小林隆彰センター長・髙井皓湛センター書記
平成２０年１０月７日 第７回「教団付置研究所懇話会」・年次大会
テーマ「教師育成の現状と課題・展望」
（於浄土真宗本願寺派西本願寺）
出席者、小林隆彰センター長・村中祐生主任・髙井皓湛センター書記
天台宗総合研究センターより村中祐生主任が、これまでのセンター4班
の研究活動に基づき、「人材[法嗣・教師]養成の構想」という題で発表
平成２０年１２月２６〜２７日
第５５回「現代における宗教の役割研究会」（コルモス）テーマ「環
境倫理と宗教文化」
（於京都国際ホテル）
出席者、小林隆彰センター長
平成２０年１２月２６日 「第８回教団付置研究所懇話会」第１回実行委員会（於京都国際ホテ
ル）
出席者、小林隆彰センター長・髙井皓湛センター書記
平成２１年 ３月３０日 「第８回教団付置研究所懇話会」第２回実行委員会（於孝道教団本部
）
出席者、小林隆彰センター長・髙井皓湛センター書記
Ⅵ．明日への展望
天台宗総合研究センターが発足し、実働に移って以来、すでに６年を経過した。
各研究班は宗門の付託に応えるべく、鋭意研究を重ね相応の成果を見つつあることはまことに有
り難いことである。
しかしながら、激変する社会情勢の中で、その変化に対応し、精神界を先導して天台宗徒の責務
を全うすることは並大抵のことではない。であればこそ、覚悟を新たにして宗祖大師の本願を体し
、激動する人心に対応しつつ浄仏国土建設の宗旨に一歩なりとも近づけることこそ宗徒の任務であ
り、当研究センターとして宗門の要望に応えねばならぬと覚悟を新たにするものである。
既説の４班に合わせて、宗門の要望に応え、プロジェクトチームが発足し、更に具体的な研究が
すすめられつつあることは必ずや宗徒各位の意に添え得られるものと信じ、更なる進展を帰したい
。
各位のご支援を切に望む次第である。
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