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ごあいさつ

伊藤 勲
財団法人 ユニベール財団
理事長

第６回「日韓こころの交流」シンポジウムにご参会くださいました皆様に深く感謝
申し上げます。

過去５年間、５回にわたり開催させていただきました「日韓こころの交流」シンポ
ジウムを、この度、日本社会福祉教育学校連盟はじめ共催の団体の諸先生方にご参画
いただくことで、内容を拡大、充実して、一週間にわたる「日韓こころの交流」プロ
グラムとして継続させていただくことになりました。小さな点から始まった取り組み
が、線となり面と広がってまいりましたのも、関係各位の皆様方のお力添えあっての
ことと、心より御礼を申し上げます。
ここに日本と韓国の地域福祉関係者が一堂に集まり、課題を深めつつ、社会福祉を
しょうへい

学ぶ大学院生を開催国に招 聘 し、学び、交流するプログラムを進めてまいります。
さらにこのプログラムを将来は東アジア全体に広げ、各国の地域の結びつきと融和を
目指すべく、それには、まず日本と韓国が連携を深めて取り組んでいこうという先生
方のメッセージをここから発信してまいりたいと思います。

ユニベール財団は、仏教教団宗教法人真如苑の開祖、故伊藤真乗教主の遺志により
設立されました。
当財団では仏教精神のもと、人類がかつて経験したことのない高齢社会の課題に取
り組む研究や活動に対して支援を行うプログラムを実施してまいりました。
２１世紀、急速に少子高齢化が進む中で、それぞれの地域において人々が安心して
暮らせるよう、地域住民や社会福祉関係者がお互いに協力して地域社会の課題に取り
組むことの大切さが求められております。当財団にも研究助成や市民活動助成のプロ

グラムがございますが、研究者や活動の専門家から地域福祉に関わる申請の応募が、
実に多く寄せられています。
私たちは、こうした経験、実績などを通して、高齢者自身が積極的に社会参加、世
代を越えて地域で交流、貢献していくことが、豊かな高齢社会をつくるものと信じ、
これからも活動を続けてまいる所存でございます。

この“こころの交流”プログラムは、異文化の交流でもございます。相互に多様性
を認め合い融和・和合の姿勢の中から日本と韓国、さらには東アジア全体へと、２１
世紀にふさわしい、グローバルなネットワークを構築していきたいと思います。それ
には、若い人材の育成が大切であります。真心とまことのこもった一人の人の行いが
多くの方に幸せという宝をもたらし、そこから、私たちの求める世界平和が実現され
ていくものと確信いたします。
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薦 6 噺 “廃 析 原製税 嘘嫌”宿匂走崇拭 凧汐馬食 爽重 食君歳級拭惟 燕精 姶紫
税 源掌 球験艦陥.
走貝 5 鰍娃 陥叱託景拭 杏団 鯵置吉 “廃 析 原製税 嘘嫌”宿匂走崇聖 戚腰拭 析
沙紫噺差走嘘整尻戸聖 搾茎廃 因疑爽置 舘端税 食君歳級臆辞 凧食研 馬偲辞 鎧遂
聖 溌企馬壱 中叔備 背辞 1 爽析娃拭 杏庁 “廃 析 原製税 嘘嫌”覗稽益轡生稽 域
紗 戚嬢走惟 鞠醸柔艦陥.
拙精 繊戚 乞食辞 識戚 鞠壱 益軒壱 檎旋生稽 溌企鞠惟 吉 依精 淫域切 食君歳級
税 毘戚 杯団閃 析姥嬢遭 衣引虞壱 持唖, 原製生稽採斗 歯誌 姶紫税 源掌 球験艦
陥.
食奄拭 析沙引 廃厩税 走蝕差走淫域切亜 廃 切軒拭 乞食 引薦研 燕戚 尻姥馬檎辞
紫噺差走研 壕酔澗 企俳据持聖 鯵置厩生稽 段短背辞 壕酔壱 嘘嫌馬澗 覗稽益轡聖
遭楳馬壱 赤柔艦陥. 希錐戚 戚 覗稽益轡聖 舌掘澗 疑焼獣焼 穿端拭 溌企背 唖厩引
税 走蝕 尻企人 清鉢研 鯉妊稽 背 酔識 析沙引 廃厩戚 尻域研 燕戚 馬壱 食君識持
還級税 五獣走研 食奄拭辞採斗 左鎧壱 粛柔艦陥.
政艦婚 仙舘精 災嘘嘘舘 曽嘘狛昔 重刈殖(鰒缸蟒)税 牧靦 戚塘 重倉 (譽奐鰒祀)
嘘爽税 政走稽 竺験鞠醸柔艦陥.
沙 仙舘拭辞澗 災嘘舛重税 悦沙昔 昔嫌亜 引暗 井蝿廃 旋戚 蒸澗 壱敬紫噺税 庚
薦拭亀 企坦馬澗 尻姥蟹 醗疑拭 企背辞 走据聖 馬澗 覗稽益轡聖 叔獣馬壱 赤柔艦
陥.
21 室奄 厭紗廃 社切 壱敬鉢税 遭穿紗拭辞 唖切税 走蝕拭 赤嬢辞 紫寓級戚 照宿
馬壱 持醗背 蟹哀 呪 赤亀系 走蝕爽肯戚蟹 紫噺差走淫域切亜 辞稽 漠径背辞 走蝕

紫噺税 引薦拭 企坦背 蟹亜澗 依戚 掻推馬陥壱 持唖桔艦陥. 沙 仙舘拭亀 尻姥繕失
戚蟹 獣肯醗疑繕失税 覗稽益轡戚 赤走幻 尻姥 醗疑税 穿庚亜級稽採斗 走蝕差走拭
淫廃 重短税 誓乞亜 叔精 弦戚 級嬢神壱 赤柔艦陥.
酔軒級精 戚旭精 井蝿, 叔旋 去聖 搭背辞 壱敬切 切重戚 旋駅旋生稽 紫噺拭 凧食
馬壱 室企研 角嬢辞 走蝕拭辞 嘘嫌, 因賠背 亜澗 依戚 燃推稽錘 壱敬紫噺研 但繕
拝 呪 赤陥壱 肱嬢 戚薦採斗虞亀 醗疑聖 溌企, 域紗背 蟹亜畏柔艦陥.
戚 原製税 嘘嫌 覗稽益轡精 辞稽陥献 庚鉢人税 嘘嫌脊艦陥. 辞稽亜 陥丞失聖 昔
舛馬壱 清鉢 鉢杯税 切室稽 析沙引 廃厩, 希錐戚 疑焼獣焼 穿端拭 21 室奄拭 旋杯
廃 越稽忽 革闘趨滴研 姥逐背 亜壱 粛陥壱 持唖杯艦陥. 暗奄拭澗 線精 昔仙税 整
失戚 掻推杯艦陥.
遭宿引 失税亜 炎窮 廃紫寓 廃 紫寓税 楳疑戚 弦精 紫寓拭惟 楳差聖 亜閃神壱 益
掘辞 酔軒級戚 姥馬澗 室域汝鉢亜 叔薄吃 依績聖 溌重杯艦陥.

