
回　数 開　催　日 会　　　場 講　　師 参加数 法　　　楽 本部長
第１回 昭和４６，１１，２４ 群馬音楽センター 2,000 唄・散華・対揚 林　祐梵
第２回 　　昭和５０年
第３回 昭和５４，１１，２０ 群馬県民会館 瀬戸内寂聴 2,133 大般若転読 藤井祐康

江田　広典
三遊亭円楽

第５回 昭和６１，１１，１２ 群馬県民会館 相葉　　伸 2,044 散華・対揚 轟　光順
西村　公朝
山田　恵諦

ゴードン女史 全体
ひろさちや 6,145

小林　隆彰 群馬
塩見　祐子 3,374

舞  楽  師
サンガラトナ法天

獅子王円泰
谷　　晃昭

第８回 平成１４，１０，９ 群馬県民会館 瀬戸内寂聴 1,816 涅槃講式 長谷川廣順
第９回 平成１８，９，２８ 群馬県民会館 菊川　春暁 1,905 雅楽・奉詠 長谷川廣順

第１０回 平成２２，１１，１６ 伊勢崎市文化会館 正司　歌江 1,419 声明・雅楽・和讃・舞踊 藤井祐順
山田俊和
堺　すすむ
露の団姫
北原朱夏

綾小路きみまろ

年　度 開催日 会　場 講　師 講　師 演　題 参加数 法　楽 本部長

平成１２年度 平成１３，３，１５ 伊香保町ホテル木暮 獅子王円泰 真嶋康祐 心の豊かさ 380 天台のおつとめ 稲岡慈順

平成１３年度 平成１４，３，１４ 伊香保町ホテル木暮 久保智尚 谷　玄昭 殺すな盗むな嘘つくな 411 天台のおつとめ 長谷川廣順

平成１４年度 平成１５，３，３ 伊香保町ホテル木暮 久保智尚 小堀光實 父と母に贈る言葉 415 天台のおつとめ 長谷川廣順

平成１５年度 平成１６，３，３ 伊香保町ホテル木暮 壬生照道 荒　了寛 伝教大師に学ぶ心の教育 451 天台のおつとめ 長谷川廣順

平成１６年度 平成１７，３，３ 伊香保町ホテル木暮 壬生照道 サンガラトナ法天 インドにおける仏教事情 400 天台のおつとめ 長谷川廣順

平成１７年度 平成１８，３，６ 伊香保町ホテル木暮 長谷川廣順 赤松光真 一隅運動の心 413 天台のおつとめ 長谷川廣順

平成１９年度 平成２０，３，３ 伊香保町ホテル木暮 秋吉文隆 山本光賢 開宗１２００年について 450 天台のおつとめ 藤井祐順

平成２０年度 平成２１，３，２ 伊香保町ホテル木暮 秋吉文隆 藤波洋香 ご縁の世界 510 天台のおつとめ 藤井祐順

平成２１年度 平成２２，３，３ 伊香保町ホテル木暮 福恵善高 武　覚超 不滅のともし火と
伝教大師のみこころ 530 天台のおつとめ 藤井祐順

平成２３年度 平成２４，３，５ 伊香保町ホテル木暮 鮎貝宗城 露の団姫 一隅を照らす落語 550 東日本大震災慰霊法要 谷　晃昭

平成２４年度 平成２５，２，２８ 伊香保町ホテル天坊 福恵善高 林　慶仁 慈覚大師のおしえ 530 物故者回向法要 谷　晃昭

平成２５年度 平成２６，３，１０ 伊香保町ホテル天坊 横山照泰 武　覚超 延暦寺の諸堂の歴史 510 物故者回向法要 谷　晃昭

平成２７年度 平成２８，３，３ 伊香保町ホテル木暮 横山照泰 小堀光實 比叡山から発信の言葉 550 物故者回向法要 三浦祐俊

平成２８年度 平成２９，３，３ 伊香保町ホテル天坊 横山照泰 角本尚雄 天台宗における災害対策 550 東日本大震災七回忌法要 三浦祐俊

平成２９年度 平成３０，３，１ 伊香保町ホテル木暮 森定慈仁 宮本祖豊 比叡山の修行と伝教大師の御心 530 物故者回向法要 三浦祐俊

平成３０年度 平成３１，３，１ 伊香保町ホテル天坊 森定慈仁 髙橋美清 お山で見つけた宝物 515 物故者回向法要 三浦祐俊
令和２年度 令和３，３，３ 群馬県JAビル 綾小路乘俊 堀越教之 88 新型コロナの為中止 三浦祐俊

一隅運動の報告

一隅運動の報告

一隅運動５０周年に向けて

一隅運動５０周年について

一隅運動の現況

一隅運動４０年の歩み

一隅運動の近況
大震災がもたらしたもの気仙沼からの報告

一隅運動の報告

一隅運動の報告

一隅運動の現況

一隅運動の現況

新しい一隅運動のあり方

一隅運動の現況と展望

一隅運動の推進

一隅運動の展開

平和祈願法要 三浦祐俊歌謡ショー
爆笑ミニライブ

群　馬　教　区　一　隅　年　次　大　会　一　覧

演　　題

1,157
東日本大震災慰霊・

復興祈願法要
谷　晃昭

「おしゃべりギター」漫談

第１２回 令和１，７，１４ 群馬音楽センター
「一隅を照らす運動」

発足５０周年

落語家・まるこの仏道修行
2,000

みんなで育てよう、慈愛の心 人と人、心と心のふれあい

第１１回 平成２６，１０，１７ かぶら文化ホール
私たちは忘れない

３．１１
抜苦与楽

1,358 六道講式 稲岡慈順

日本人の忘れ物 切に生きる
あなたの中の仏に会いに 共に生きる

テーマ鼎談
心の変革を求めて

飛天・楽天・天上の調べ

第７回 平成１０，１０，３ 伊勢崎市文化会館
一隅を照らす

心を繋ぐ世界の架け橋

テーマ鼎談
一隅を照らす

心を繋ぐ世界の架け橋

伝教大師尊像開眼 轟　光順
御ことば

東日本大会 平成７，５，２７ グリーンドーム前橋 心の変革を求めて

日本国憲法の草案作成

舞楽法会 池ノ谷晃寛

第６回 平成２，１０，３０ 淨　　法　　寺 伝教大師尊像開眼
伝教大師像制作の心

2,393

1,518 物故者慰霊 藤井祐康
笑いと人生

一隅を照らす 草にも月夜

一隅を照らす運動の推進 一隅を照らす運動の推進

第４回 昭和５８，１１，４ 群馬県民会館
伝教大師のご精神を

現代に生かそう
一隅を照らそう

群　馬　教　区　一　隅　記　念　大　会　一　覧

テーマ 演　　題
伝教大師１１５０年大遠忌奉讃 都筑玄妙 ・ 中曽根康弘 ・ 今　東光


