開催：2019 年９月５日(木)～７日(土)
場所：高野山 山内（和歌山県・真言宗） 宿坊・阿字観体験！
相互理解・宗教協力に興味
のある方大歓迎！

奥ノ院夜間参拝！
精進料理！

1200 年の歴史を持つ高野山では、弘法大師空海が日本国において開いた真言密教の教えの真
髄が今も深く受け継がれています。聖地・高野山は、2004 年に世界遺産に登録されてから国際化
が進み、外国語でのサービスはもちろんのこと、町や宿坊は外国人観光客も多く参拝され、日本
の文化や仏教を体験することが出来ます。
時代とともに変化や違いを抱擁する高野山の姿から「信仰を深めてもらいたい」、
「新しい発見
をしてもらいたい」とのメッセージが受け取れます。今年のサマーキャンプでは、そんな高野の
信仰の在り方から私たちは共通点を見出し、その叡智からは他宗教・異文化との触れ方を学びま
す。また、開かれた姿勢は個人の成長を促し、仲間としての結束をもたらすとともに、他者との
“出遇い”は自分を再発見し、今後の生活や行動に変化をもたらす大切なきっかけとなります。
単なる偶然ではなく、めぐりあわせの中で必要として贈られるプレゼント“出遇い”を聖地・
高野山で体験します。

プログラム

2018 年サマーキャンプの様子
※諸宗教施設を巡るプログラム

（１） 金剛峯寺参拝・見学
（２） 金堂周辺参拝・見学
（３） 阿字観体験
（４） 奥ノ院参拝・見学
（５） 朝勤行・護摩
（６） グループワーク
（７） ご法話
など盛り沢山！

＜宿坊紹介＞

無量光院（むりょうこういん）

恵光院（えこういん）

お寺は白河天皇の第四王子 覚法親王（平安時
代）の創建。数々の名僧を輩出する。戦国時代に
は上杉謙信も縁を得て修行、密教の阿闍梨の位
を受けている。ご本尊は無量光如来（阿弥陀如
来）である。
今日もなお伝統的宿坊の形態を守り続けてお
り、早朝の勤行も清く荘厳な時間を体験できる。

弘法大師がこの地に五重の宝塔を建立し、弟
子が諸人の回向（供養）を行ったことから廻向
院と呼ばれた。徳川吉宗の命により恵光院と改
められる。明智光秀の菩提寺でもある。御本尊
は阿弥陀如来、弘法大師、不動明王。弘法大師
作伝の毘沙門天を本尊とするお堂では毎朝、護
摩を焚かれている。

〒648-0211

〒648-0211

和歌山県伊都郡高野町高野山 611

和歌山県伊都郡高野町高野山 497

TEL：0736-56-2104

TEL：0736-56-2514

参加対象者：18 歳～30 代の WCRP 日本委員会青年部会の活動に関心のある方
参加費：12,000 円 （WCRP 青年会員は 10,000 円）
申込締切日：2019 年８月 22 日（木）
集合：９月５日（木）15：00 高野山(無量光院)※昼食は済ませてお越し下さい。
解散：９月７日（土）13：00 高野山(恵光院)
※希望者には新大阪駅より無料送迎バスを用意致します。
（9/5 新大阪駅 12:30 出発、9/7 新大阪駅 16:00 到着予定）

参加ご希望の方は、別紙「サマーキャンプ参加申込書」を FAX（03-3383-7993）
または E-mail（info@wcrp.or.jp）で WCRP 日本委員会事務局（担当：橋本、吉田）
までお送りください。
主催：
（公財）世界宗教者平和会議（WCRP)日本委員会青年部会
住所：〒166-8531 東京都杉並区和田 2-7-1 普門メディアセンター３Ｆ
TEL：03-3384-2337 FAX：03-3383-7993

URL：http://www.wcrp.or.jp EMAIL： info@wcrp.or.jp

サマーキャンプは、WCRP 青年部会が毎年夏に開催している青年向けのイベントです。
宗教協力により平和な社会を築くためには違いを越えた相互理解が欠かせません。諸
宗教の青年が集い、親睦を深めるとともに活力が得られる機会です♪

サマーキャンプ 2019 参加申込書
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〔締切〕 2019 年 8 月 22 日(木)

WCRP 日本委員会事務局必着

FAX：03-3383-7993

※ 用紙が足りない場合は、恐れ入りますが複写をして頂ければ幸いです。
なお、ご入力いただいた個人情報は、本プログラムのみ使用致します。

日

サマーキャンプ 2019
開催要項
■主 催：（公財）世界宗教者平和会議（WCRP）日本委員会青年部会
■日 程：2019 年９月５日（木）～７日（土）
■場 所：高野山 山内（和歌山県・真言宗）
１．目的
諸宗教の青年が交流を通して相互理解と信頼を深め、宗教と平和に関する学習を
行う。そして、対話と協力による平和活動のあり方を探る。
２．テーマ
ともに支えあう

～世界に開かれた高野で出遇う 1200 年の叡智～

３．ねらい
1200 年の歴史を持つ高野山では、弘法大師空海が日本国において開いた真言密
教の教えの真髄が今も深く受け継がれています。聖地・高野山は、2004 年に世界
遺産に登録されてから国際化が進み、外国語でのサービスはもちろんのこと、町
や宿坊は外国人観光客も多く参拝され、日本の文化や仏教を体験することが出来
ます。
時代とともに変化や違いを抱擁する高野山の姿から「信仰を深めてもらいたい」、
「新しい発見をしてもらいたい」とのメッセージが受け取れます。今年のサマー
キャンプでは、そんな高野の信仰の在り方から私たちは共通点を見出し、その叡
智からは他宗教・異文化との触れ方を学びます。また、開かれた姿勢は個人の成
長を促し、仲間としての結束をもたらすとともに、他者との“出遇い”は自分を
再発見し、今後の生活や行動に変化をもたらす大切なきっかけとなります。
単なる偶然ではなく、めぐりあわせの中で必要として贈られるプレゼント“出
遇い”を聖地・高野山で体験します。
４．参加対象者
18 歳以上の WCRP 日本委員会青年部会の活動に賛同する青年
（大学生または 20～30 代を中心とする青年）
５．宿泊場所
宿泊（9/5～9/6）：無量光院
〒648-0211 和歌山県伊都郡高野町高野山 611
TEL：０７３６－５６－２１０４
宿泊（9/6～9/7）：恵光院
〒648-0211 和歌山県伊都郡高野町高野山 497
TEL：０７３６－５６－２５１４

６．日程（集合・解散）
集合：９月５日（木）15：00 高野山（無量光院）
※昼食は済ませてお越し下さい。
解散：９月７日（土）13：00 高野山（恵光院）
※希望者には新大阪駅より往復の無料送迎バスを用意致します。
（9/5 新大阪駅 12:30 出発、9/7 新大阪駅 16:00 到着予定）
７．募集人数 40 名
８．参加費
WCRP 青年会員：10,000 円
WCRP 青年会員以外：12,000 円
※ 交通費は自己負担となります。
９．持ち物
日常的な法具、宿泊用具、洗面用具、筆記用具、着替え、タオル、歯ブラシ、髭
剃り、雨具、健康保険証のコピー、動きやすい服装、常備薬（移動の際、山道を
通りますので、酔いやすい方は酔い止め持参をおすすめ致します）
※ 申込み頂いた方に、宿泊先のアメニティ等を含めて、後日ご連絡申し上げます。
10．服装
動きやすい服装でご参加下さい。慰霊・参拝の際は、各自の日常的なご法具があ
る方は身につけて頂きますようお願い致します。なお、素足、露出の多い服装（例：
ノースリーブ・短パン）はご遠慮下さい。山の気候ですので朝晩は冷えます。
11．申し込みについて
８月 22 日（木）までに別紙「サマーキャンプ参加申込書」を FAX または E-mail
で WCRP 日本委員会事務局（担当：橋本、吉田）までお送りください。

【お問い合わせ】
（公財）世界宗教者平和会議（WCRP）日本委員会
東京都杉並区和田 2-7-1 普門館メディアセンター３F
TEL：03-3384-2337

FAX：03-3383-7993

担当：橋本（t.hashimoto@wcrp.or.jp）
、吉田（k.yoshida@wcrp.or.jp）

