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2019（平成 31/令和元）年度事業報告 

 

I. 事業期間 

2019（平成 31）年 1 月 1日～2020（令和元）年 12 月 31 日 

 

II. 社員総会の開催 

2019（平成 31）年度定時社員総会 

（１） 開催日時：2019（平成 31）年 3月 25 日（月） 14：30～16：00 

（２） 場所：普門メディアセンター 

（３） 議事内容 

① 役員の選任に関する件 

② 平成 30 年度事業報告及び収支決算に関する件 

③ 平成 31 年度事業計画及び収支予算に関する件 

④ 国内 NGO による人道支援に関する件 

 

III. 事業活動 

2019（平成 31）年度は以下の通り事業を実施した。 

 

１．宗教の相互理解と協力提携を促進する活動 

（１）公益財団法人世界宗教者平和会議日本委員会（以下、WCRP日本委員会）主催諸会議 

（総合企画委員会、理事会、その他）へのオブザーバー参加 

① 総合企画委員会 

開催日：１月22日、２月26日、5月9日、９月６日、11月29日 

場所：普門メディアセンター 

② 理事会 

開催日：１月29日、３月７日、５月27日、９月26日 

場所：立正佼成会、カトリック大阪大司教区、東京グランドホテル、関西 

③ 評議員会 

開催日：６月25日 

場所：西本願寺 

④ 平和大学講座 

開催日：３月７日 

場所：カトリック大阪大司教区 

   ⑤ 青年部会サマーキャンプ 

     開催期間：９月５日～６日 

     場所：高野山 

 

（２）WCRP 日本委員会タスクフォースへの参画 

①  難民問題タスクフォース(シリア難民留学生受け入れレセプション含む) 
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開催日：2月25日、3月26日、6月26日、12月18日 

場所：普門メディアセンター 

②  核兵器禁止条約タスクフォース 

開催日：２月４日、５月27日、９月18日 

場所：普門メディアセンター、金光教泉尾教会 

  ③ 気候変動タスクフォース・いのちの森づくりプロジェクト 

    実施日：10月11日 

    場所：所沢市いのちの森 

     

（３）WCRP日本委員会平和研究所主催研究会へのオブザーブ参加 

③  研究会 

開催日：２月12日、４月16日、５月21日、６月２日、７月16日、９月24日、10月29日 

場所：普門メディアセンター 

④  平和研究所所員合宿 

開催日：３月27～28日 

場所：静岡県 

（４）WCRP日本委員会以外の宗教組織、諸宗教組織主催のプログラムへの参加 

① 全国教会長研修 

開催日：３月19日 

場所：立正佼成会 

② 憲法学習会 

開催日：７月18日 

場所：立正佼成会 

③ 教団幹部会 

開催日：11月17～19日 

場所：立正佼成会 

    

２．宗教と平和に関する諸問題の調査研究 

（１）東洋大学学長土曜講座への参加 

開催日：１月26日 

場所：東洋大学 

（２）上智大学との協力 

① 核廃絶シンポジウムへの参加 

開催日：５月18日 

場所：上智大学 

② 上智大学グローバルコンサーン研究所主催セミナーへの参加 

開催日：７月９日 

場所：上智大学 

③ アフリカ会議への参加 

開催日：８月31日 
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場所：上智大学 

④ 和解と包摂実行委員会 

開催日：９月５日、６月20日、10月19日、12月５日 

場所：上智大学 

（３）公益財団法人庭野平和財団との協力 

① 庭野平和賞贈呈式 

開催日：５月８日 

場所：国際文化会館 

② 庭野平和財団主催シンポジウム 

  開催日：11月５日 

場所：中野サンプラザ 

 

３．国際連合及び政府機関をはじめとする平和に取り組む各界諸機関との協力の推進 

（１）東京大学安全保障ユニット（SSU）主催フォーラムへの参加 

開催日：２月６日、７月６日、10月16日 

場所：東京大学 

（２）ピースデポ主催記念講演会への参加 

開催日：２月17日 

場所： 

（３）仏教タイムス社主催仏タイ講演会への参加 

開催日：３月18日 

場所：仏教伝道センター 

（４）核軍縮・不拡散議員連盟（PNND）日本との会合への参加 

開催日：４月25日 

場所：参議院議員会館 

（５）日本パグウォッシュ会議主催連続講座への参加 

開催日：４月27日 

場所：明治学院大学 

（６）世界連邦国会委員会主催会議への参加 

   開催日：５月15日 

場所：参議院議員会館 

（７）日本国際問題研究所主催のワークショップへの参加 

開催日：５月23日 

場所：日本国際問題研究所 

（８）国際シンポジウムへの参加 

開催期間；７月27～28日 

場所：広島国際会議場 

（９）WCRP日本委員会・KCRP共催IPCRセミナーへの参加 

  開催期間：10月25日～27日 

場所：立正佼成会横浜普門会 
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（１０）日本パグウォッシュ会議総会並びに公開シンポジウムへの参加 

開催日：12月１日 

場所：明治学院大学 

（１１）公益社団法人日本駆け込み寺主催セミナーへの参加 

    開催日：２月21日、５月21日、８月30日 

    場所：日蓮宗常圓寺 

 

４．世界宗教者平和会議（RfP）国際委員会及びアジア宗教者平和会議（ACRP）各国委員会

との連携、連絡 

（１）RfP国際委員会との連携、連絡 

① 第10回RfP世界大会事前地域会合への参加 

開催期間：３月５～７日 

場所：聖マリア大聖堂、ミャンマー・ヤンゴン 

② 第10回RfP世界大会への参加 

期間：８月19日から24日 

場所：インゼルハレ国際会議場、ドイツ・リンダウｓ 

  ③ RfP欧州委員会トーマス・ウィップ会長受け入れ 

    期間：４月４日～５日、４月13日～14日 

    場所：東京・神奈川 

④ 第10回RfP世界大会事後プログラムへの参加 

期間：12月11日～13日 

場所：米国・ニューヨーク 

（２）ACRP各国委員会との連携、連絡 

  ① KCRPキム・テソン事務総長受け入れ 

    実施日：８月７日 

    場所：普門メディアセンターメディア 

② その他 

拡大事務局会議、執行委員会、第10回世界大会事前地域会合、第10回RfP世界大会 

及びフラッグシップ・プロジェクト視察並びに電話・メール・Web会議等を通じて 

連携・連絡を行った。 

 

５．アジア宗教者平和会議（ACRP）執行委員会等の諸会議及び大会の運営 

（１）拡大事務局会議の実施 

   期間：１月15日～18日 

場所：Ibis Bangkok Riverside Hotel、タイ・バンコク 

   受入：RfPタイ 

（２）執行委員会の実施 

  期間：４月10日～13日 

場所：立正佼成会大阪普門館 

受入：WCRP日本委員会 
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（３）次回大会の準備 

① 大会準備委員会（大会運営委員会）の実施 

開催日：１月23日、３月22日、７月4日、９月11日、12月21日 

場所：普門メディアセンター（Web会議） 

② 大会指名委員会 

  開催日：10月15日 

場所：普門メディアセンター（Web会議） 

③ 大会財務委員会 

  開催日：11月20日 

場所：普門メディアセンター（Web会議） 

④ 大会受入委員会（WCRP日本委員会）との調整会議 

開催日：１月11日、３月20日、５月14日、７月２日、８月３日、９月13日、 

10月17日、11月11日、12月19日 

場所：普門メディアセンター 

 

６． 自然災害及び紛争等による被災者へのアジア宗教者平和会議（ACRP）各国委員会に 

よる緊急人道支援活動に対する支援 

（１）ロヒンギャ難民支援活動 

ルーティン業務の範疇で、ロヒンギャ難民支援のあり方を検討することを含め、RfPバ

ングラデシュのメンバーへの支援を行った。 

（２）ネパール・プロジェクト継続のための協力 

ルーティン業務の範疇で、2015年５月以降推進されているネパール・プロジェクト継

続のために、ACRPネパール委員会の支援を行った。 

 

７．アジア宗教者平和会議（ACRP）各国委員会による平和推進活動に対する協力 

（１）韓国宗教人平和会議（KCRP）に対する協力 

内容：KCRP 主催 3.1 運動 100 周年記念式典への参加ならびに意見交換 

期間：２月 17 日～22 日 

場所：韓国・ソウル 

（２）RfPミャンマーに対する協力 

内容：RfP国際委員会・RfPミャンマー共催ミャンマーおける和解アドバイザリー 

フォーラムへの参加 

期間：４月１日～５日、５月４日～９日、11月12日～17日 

場所：ミャンマー・ネピドー 

（３）アジア太平洋女性宗教者ネットワーク（APWFN）及びRfPフィリピンに対する協力 

内容：人身取引防止（フラッグシップ・プロジェクト）への参加 

期間：4月24日～4月27日 

場所：聖トマス大学、フィリピン・マニラ 

（４）RfPバングラデシュに対する協力 

内容：いのちの尊厳教育（フラッグシップ・プロジェクト）への参加 
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期間：6月26日～７月１日 

場所：プラバータク・サンガ、バングラデシュ・チャットグラム 

（５）アジア太平洋諸宗教青年ネットワーク（APIYN)に対する協力 

内容：青年リーダー育成（フラッグシップ・プロジェクト）のためユースキャンプ 

への参加並びに運営事務局支援 

 期間：11月25日～12月1日 

 場所：フィリピン・マニラ 

（６）中国宗教界和平委員会（CCRP）に対する協力 

内容：国際環境セミナー（フラッグシップ・プロジェクト）への参加 

期間：12月10日～14日 

場所：中国・北京 

 

８．宗教的精神にもとづく平和のための人道支援プロジェクトの推進 

（１）アフガニスタンでの対話による平和構築活動の支援 

支援団体：日本国際ボランティアセンター（JVC）/Your Voice Organization（YVO） 

   助成額：100万円 

（２）上記活動責任者の招へい並びにアフガニスタン・ピースアクション講演会の実施 

開催日：11月20日 

場所：立正佼成会第二団参会館 

   助成額：約40万円 

（３）東京にてホームレス支援を実施する団体の越冬活動への支援 

支援団体：TENOHASI 

助成額：50万円 

 

９．諸宗教協力の推進にかかわる次世代宗教指導者の育英事業 

（１）APIYNプロジェクト補助金制度の実施 

APIYNユースキャンプにおいて補助金制度の説明を行い、各国の青年に対して同制度

への申請を促した 

（２）APIYN青年キャンプにおける青年育英事業展開の可能性の模索 

次年度以降の実施に向けて、準備を開始した。 

 

１０．前各号の事業に附帯する事業、その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

（１）フラッグシップ・プロジェクトの資金勧募に向けた情報及び資料提供等を行った。 

（２）英語版ウェブサイトのリニューアル及び日本語版ウェブサイトの新規開発を行った。 

 

以 上 


