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地球人類の文明は新たな進化の段階を迎えつつ
ある。様々な危機的状況により、世界中で
混乱や不安が絶えない今、私たちは考え方や
生き方の根本的な変革を迫られている。
絶滅に向けて危機の深みに陥ってゆくのか、
それともすべてのものが生かされる尊厳
ある世界を切り開いてゆくのか、今こそ
一人一人の選択と決断に委ねられている。
これまで人類は、主として唯物的な意識に
導かれてきた。欠乏を恐れ、必要以上に
物質を求めて奪い合い、地球の自然資源を
枯渇させてきた。このまま人間の願望が有限
な物質の追求にのみ向けられ続けたならば、
世界が破滅に至ることは不可避である。

人間の本質とは何なのか  
人類が賢明な選択によって明るい未来へと方向転換するには、生命に関する根本的な問題
に立ち返らなければならない。一人一人が真剣に人間の本質を問い、明確な答えを見出さ
なければならない。世界の偉大な宗教や思想は、私たちの生命が宇宙の源と密接につな
がっていることを語り継いできた。最先端の物理科学と生命科学においても、この古くか
らの洞察が見直されつつある。人は自らの生命と自然や宇宙とのつながりを再発見するこ
とにより、多様性を持ちながらすべてが統一と調和へと向かう宇宙の流れに沿った生き方
が可能となる。神聖なる精神を呼び覚まし、自らに内在する愛、思いやり、英知、喜びと
いった善なる心を顕現し、輝かしい生き方ができるのである。今こそ、一人一人が魂の中
の神聖なる生命を復活させる時である。
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私たちが存在する目的は何なのか 
私たちは地球人類にとって重大な移行期に生を受け、平和に向けて大きく前進する可能
性を与えられている。この地上に真の平和を築くことこそ、私たちすべての人間の究極
の目的である。そしてそれは個々人の生き方、あり方を通して達成できるのである。自
らの責任において意識的に生きることにより、人は誰でも生まれ持った自由と能力を使
い、自分の運命と世界の未来を創り上げることができるのである。私たちが成すべきこ
とは、人間の精神の持つ力を最大限に発揮し、人類家族と地上のすべての生命のために
奉仕する、思いやりと尊厳ある世界を共に創ることである。

新しい文明に向けて  
科学者、芸術家、政治家、実業家など、様々な分野の人々が今こそ力を合わせ、歴史的
な転換を引き起こすための確固たる基礎を築くことが急務である。あらゆる人々が勇気
ある先駆者となり、個人・文化・国家の利害や専門分野の枠をこえ、全人類のためにそ
の英知と魂と意思を結集すべき時が来たのである。そうすることにより、今日の持続不
可能な世界を支配している固定観念や時代遅れな行動様式を覆し、未来世代のために調
和と繁栄の文明を設計することができるのである。

新しい文明のパラダイム 
新しい文明のパラダイムとなるのは、すべては多様性の中で一つにつながっているとい
う価値観である。身体の無数の細胞や器官が相互につながり、調和して働くことにより
生命を維持しているように、生あるものはすべて地球が奏でる生命交響曲の本質的な一
部である。宇宙は多様性と統一性を併せ持ちながら生きているのである。私たちはその
一部であることをはっきり認識して、人間同士、そして自然との共創的なつながりの中
で進化を遂げてゆくのである。
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・人間の本質である神聖なる精神と善なる心を復活させ、自らの上に顕現すること。

・地球上に真の平和を築くという人類共通の使命を、自らの生き方と行動を通して
　果たしてゆくこと。

・生きとし生けるものは多様でありながら一つにつながっていることを認識し、
　すべての生命を尊重しいきいきと活かすこと。

・人間の精神の限りない創造性を発揮し、経済、科学、医療、政治、教育、宗教、
　芸術、メディア等あらゆる分野に必要な変容をもたらすために尽力すること。

・調和した精神文明を実現するために、一人一人が内在する素晴らしさを顕現し、
　人類の進化に向けた大きな一歩を共に踏み出すことを、

私たちは未来世代に対して、責任ある個として、
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趣意書 

 

趣旨 

『富士宣言：神聖なる精神の復活とすべての生命が一つにつながる文明へ向けて』は、 

私たち西園寺昌美・西園寺裕夫・アーヴィン ラズロの三名が発起人となり、世界の心ある人々に対し賛同

を呼びかけるものです。 

 

この宣言の目的は、さまざまなバックグラウンドを持つ個々人に働きかけ、人間精神の頂点である神聖且

つ善なる意識を復活させることにより、歴史的岐路にある現代の文明を調和的な精神文明へと変化させる

ことにあります。 

 

科学者、精神指導者、芸術家、政治家、実業家等々の中には、高い意識と現在の人間と世界のあり方に対

する深い洞察をもち、世界のより良い未来のために献身的に働く人々が多数おられます。これらの方々を

はじめ多くの人々に対し、この宣言に対する賛同と署名を頂いていきたいと思います。これにより賛同者

の声が広がり、個々人の中に起こった物質意識から聖なる宇宙意識への自己変革が更に波及して行き、人

類社会に大きな変容をもたらすことを確信するものです。 

 

また、各分野の専門家や有識者にお願いして、宣言の趣旨に基づいて、個人の意識と社会の両面に変革を

起こすための具体的なプロセスについてのアイデアや提言をいただき、随時富士宣言の Web上に記載致し

てまいります。既に経済・ビジネス・政治・メディアの 4分野につきましては、アーヴィン・ラズロ博士

の監督の下にリサーチが行われ、リサーチ報告書が「宣言」とともに発表されております。 

 

発表 

『富士宣言』の発足を記念して、2015 年 5 月 15日（金）東京の国連大学に世界各国から 50名の各分野

の専門家が集まり「東京シンポジウム」を開催し、新しい文明に向けて各分野は如何にあるべきかが討議

されました。また 5 月 17日（日）には富士山麓で祝典（http://fujideclaration.org/ja/）が開催され

ました。裏千家第 15世家元・千玄室大宗匠の御献茶で始まった行事は、大自然の中で祈りと音楽が融合

し、愛と光に満ちあふれたものでした。各国からのゲストや賛同者たちを含めた数何千名もの参加者が、

富士宣言の核をなす二つの価値観である、生命の多様性にみちたワンネスの認識と人間の本質である神聖

なる意識の復活を世界に発信し、それらを揺るぎないものとして人類の心の中に植え付けました。世界各

国での共催祝賀のイベントが行われるとともに、インターネット中継により、地球規模で多くの人々が参

加いたしました。 
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明石 康（日本）国際文化会館理事長／元国連事務次長 

アショック・コースラ（インド）ディベロップメント・オルタナティブス会長／インターナショナル・リソー

ス・パネル共同議長 

有馬賴底（日本）宗教家／臨済宗相国寺派管長 

アラン・ブリスキン（アメリカ）コレクティブ・ウィズダム・イニシアティブ共同設立者／コンサルタント 

アルバート・シュミット（ドイツ）ドイツ・カンマーフィルハーモニー管弦楽団マネージング・ディレクター 

アンジェリカ・フエンテス・テジェス（メキシコ）オムニライフ-アンジェリッシマ-シーバス・グループ CEO 

アンナ・バッキア（スイス）直感知の認知研究者（インイン・ホログラフィック） 

アンワルル・チョウドリ（バングラデシュ）元国連事務次長・上級代表 

石川正人（日本）宗教家／師岡熊野神社宮司 

伊勢桃代 （日本）元国連大学事務局長 

稲盛和夫（日本）京セラ名誉会長 

イブ・コンスタンティン（アメリカ）リーダーシップ・コーチ 

今里  隆（日本）建築家／杉山隆建築設計事務所代表 

今田美奈子（日本）洋菓子研究家／食卓芸術プロデューサー 

岩男寿美子（日本）社会心理学者／慶應大学名誉教授／男女参画審議会会長 

ウィリアム・E・スウィング（アメリカ）ユナイテッド・レリジョンズ・イニシアティブ（URI）創立者・理事

長／元カリフォルニア州司教 

ウィンディーグル・キンニー・リントン（アメリカ）宗教家／エハマ・インスティテュート共同創立者・ディ

レクター 

植芝守央（日本）武道家／合気道道主 

ウォルター・シュワイマー（オーストリア）元欧州評議会事務局長／ワールド・パブリック・フォーラム-文明

の対話-国際調整委員会創立会長 

梅原  猛（日本）哲学者／2002年五井平和賞受賞者／文化勲章受章者 

ヴロジミエッシュ・ナスト（ポーランド）宗教家／主教、ホーリー・トゥリニティ・エヴァンゲリック・アウ

グスブルグ・プロテスタント教会 

エイヴォン・マティソン（アメリカ）平和活動家／パスウェイズ・トゥ・ピース共同創立者・理事長 

／国連ピース・メッセンジャー 

エイミー・ローワン（カナダ）芸術家／ “イルミネイティング・ピース” 

エドガー・ミッチェル（アメリカ）NASA宇宙飛行士／月着陸船アポロ 14号のパイロット 

エリアヌ・ウバリジョロ（ルワンダ/カナダ）分子遺伝学者／クリア国際開発創設者／マギル大学実務担当教授

／国際リーダーシップ協会取締役会メンバー 

エリザベット・サトゥリス（アメリカ）進化生物学者／未来学者／先住民族に関する国連コンサルタント 

エルネスト・カーン（イスラエル/アルゼンチン）医師／著述家／国際アカデミー名誉会員（AICTEH） 

／ノーベル平和賞受賞団体-核戦争防止国際医師会議元副議長 

オーシャン・ロビンズ（アメリカ）ザ・フード・レボリューション・ネットワーク CEO／イエス！-ヤング・リ

ーダーズ-コネクト・インスパイア・コラボレイト創立者 

オードリ－・キタガワ（アメリカ）弁護士／ライト・オブ・アウェアネス・インターナショナル・スピリチュ

アル・ファミリー代表 



大橋光夫（日本）昭和電工最高顧問 

オスカル・アリアス・サンチェス（コスタリカ）元コスタリカ大統領／ノーベル平和賞受賞者／2004年五井平

和賞受賞者 

柿坂神酒之祐（日本）宗教家／大峯本宮 天河大辨財天社宮司 

鹿島則良（日本）宗教家／常陸国一之宮 鹿島神宮宮司 

カズ・ハガ（アメリカ）イースト・ポイント・ピース・アカデミー・コーディネーター 

片山文彦（日本）宗教家／医師／花園神社宮司／神道時事問題研究会主催 

カムラン・モフィド（イギリス）グローバリゼーション・フォー・ザ・コモン・グッド・イニシアティブ創立

者 

カラン・シン（インド）政治家／インド上院議員 

木内 孝（日本）イースクエア会長／フューチャー500理事長／元三菱電機アメリカ会長 

キム・ランベッカー（アメリカ）ワールド・ピース・アンド・ヘルス・コンファレンス・エグゼクティブ・デ

ィレクター 

キャロリン・ブラウン（アメリカ）フェッツァー研究所評議員／米国議会図書館学術プログラム局・ジョン・

W・クルーゲセンター元ディレクター 

ギルマ・ウォルデギオルギス（エチオピア) 元エチオピア大統領 

九鬼家隆（日本）宗教家／熊野本宮大社宮司 

クラエス・ノーベル（アメリカ）ユナイテッド・アース創立者／「地球倫理のグローバル宣言」著者 

グレッグ・ブレイデン（アメリカ）作家／ニューエイジ文学／精神性探究者 

グンター・パウリ（ベルギー）ゼロ・エミッションズ創立者／『ブルー・エコノミー』著者 

ケイティ・ティーグ（アメリカ）ドキュメンタリー映画監督／「マネー＆ライフ」 

ゲイリー・ズーカフ（アメリカ）作家／シート・オブ・ソウル・インスティテュート共同創立者 

ケン・ウィルバー（アメリカ）インテグラル理論／神秘主義／哲学／エコロジー／発達心理学／現代思想家 

／作家／講演者 

ケンジ・ウィリアムス（アメリカ）クリエイティブ・ディレクター／作曲家／ヴァイオリニスト 

ゴードン・デヴェリン（アメリカ）組織及び人材開発コンサルタント 

コニー・バッファロー（アメリカ）国際ルネサンス・プロジェクト理事長 

コンスタンティン・フォン・バルレーヴェン（アルゼンチン）人類学及び比較文化研究教授 

阪井昇道（日本）宗教家／真言律宗 清冷山 福智院住職 

佐々木光澄（日本）宗教家／延暦寺学園常任理事 学園長／比叡山延暦寺大僧正 

サダ・アナンド・シン・カルサ（日本）宗教家／クンダリーニ・ヨガ・マスター／奈良生駒山ヨガリトリート

センター創設者 

佐藤禎一（日本）東京国立博物館名誉館長／元ユネスコ代表部特命全権大使 

ジーン・ヒューストン（アメリカ）作家／ユニセフ親善大使 

ジーン・ワトソン（アメリカ）看護学教授／ヒューマン・ケアリング理論 

ジェームズ・オーディ（アイルランド/アメリカ）前ノエティック・サイエンス・インスティテュート理事長 

ジェームズ・チャナン（パキスタン）宗教家／URIパキスタン地域担当コーディネーター／カトリック神父 

ジェーン・グドール（イギリス）霊長類学者／元国連平和大使 

ジェフ・バンダー・クルト（アメリカ）組織イノベータ―／ソーシング・ザ・ウエイ共同創立者 

柴田光廣（日本）コンサルタント／ブダペストクラブ・インターナショナル大使 

嶋本勝行（日本）宗教家／武道家／龍鴻山正泉寺第 15世住職／大阪府合気道連盟理事長 

ジム・ギャリソン（アメリカ）ユービクィティ大学 創立学長 

ジャグディシュ・ガンジー（インド）教育者／シティ・モンテッソリ・スクール創立者／ユネスコ平和 



教育賞受賞 

ジャグディシュ・シース（アメリカ）経営学者（マーケティング論）／エモリー大学ゴイズエタ·ビジネス·スク

ール チャールズ H.ケルスタッド教授  

ジャグモハン・Ｓ・チャンドラニ（日本）ジャパン・ビジネス・サービス代表取締役 

ジャマール・ラハマン（アメリカ）宗教家／シアトル・インターフェイス・コミュニティー教会共同創立者／

イスラム教スーフィーミニスター 

ジャヤンティ・カーパラニ（イギリス）宗教家／ブラーマ・クマリス・ワールド・スピリチュアル大学欧州及

び中東ディレクター／ジュネーブ国連 NGOブラーマ・クマリス代表 

シャンティスリ・ゴスワミ（日本）ジャパン・ビジネス・サービス専務取締役 

ジュード・カリヴァン（イギリス）科学者／著述家 

シュリ・シュリ・ラヴィ・シャンカール（インド）精神的指導者／アート・オブ・リビング財団創立者 

ジョアン・ボリセンコ（アメリカ）統合医療のパイオニア／作家／マインド・ボディ・ヘルスサイエンス共同 

創立者 

ジョアンナ・メイシー（アメリカ）環境活動家／作家／仏教学者／一般システム理論 

尚 弘子（日本）沖縄科学技術大学院大学学園 理事・評議員／元沖縄県副知事 

ジョナサン・グラノフ（アメリカ）グローバル・セキュリティ・インスティテュート理事長 

ジョン・ステイナー（アメリカ）ネットワーカー／カタリスト／慈善家 

白鳥 哲（日本）映画監督／「祈り〜サムシンググレートとの対話〜」 

鈴木エドワード（日本）建築家 

スタニスラフ・グロフ（アメリカ）心理学者／トランスパーソナル心理学会会長 

スティーブ・ダイヤー（南アフリカ）作曲家、パフォーマー、ディレクター、プロデューサー 

スティーブ・ファルク（ドイツ）舞踊演出家／ソーシャル・コレオグラフィー研究所ディレクター 

スティーブ・ファレル（アメリカ）ヒューマニティーズ・チーム設立理事長 

スティーブン・ダイナン（アメリカ）シフトネットワーク CEO 

スワミ・イサ（インド）グローバル・エネルギー・パーラメント創設者／イサ・ヴィスワ・プラジャナ公益信

託創立者／イサ・ヴィスワ・ヴィヂャーラヤム・スクール創設者／イサヤーラヤム・アシュラム創立者 

瀨木奈那子（日本）祐伸産業代表取締役会長 

セスト・ジョバンニ・カスタニョーリ（スイス）起業家／ワールド・スピリット・フォーラム創立理事長 

千 玄室（日本）茶道裏千家前家元大宗匠／「一盌（いちわん）からピースフルネスを」／文化勲章受章者 

ダイアナ・バークハルター（アメリカ）ホメオパシー＆ライフコーチング専門家 

ダイアン・ウィリアムス（アメリカ）ソース・オブ・シナジー財団創立者・理事長 

滝澤龍慶（日本）宗教家／白光山文殊寺住職／高野山真言宗権大僧正 

田坂広志（日本）多摩大学大学院教授／シンクタンク・ソフィアバンク代表／ブダペストクラブ日本代表 

龍村  仁（日本）映画監督／「ガイア・シンフォニー」 

ダナ・リン・アンダーセン（アメリカ）ザ・アカデミー・オブ・アート・クリエイティビティー・アンド・コ

ンシャスネス創立理事長 

田中恆清（日本）宗教家／石清水八幡宮宮司 

田中利典（日本）宗教家／金峯山修験本宗宗務総長 

棚次正和（日本）宗教哲学者／京都府立医科大学名誉教授 

チャーリー・スチュワート・ゲイ（アメリカ）起業家／著述家 

チャールズ・P・ギブス（アメリカ）URI創立エグゼクティブ・ディレクター 

チャワリット・ツァオ（中国）IMCパン・アジア・アライアンス・グループ会長 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%88%E3%82%8A%E3%80%9C%E3%82%B5%E3%83%A0%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%A8%E3%81%AE%E5%AF%BE%E8%A9%B1%E3%80%9C


チャン・オゥン・リー（アメリカ）宗教家／国際円仏教エグゼクティブ・ディレクター、国連・宗教間業務担

当 

チンタマーニ・ヨギ（ネパール）ヒンドゥー・ヴィヂャピータ・ネパール創立校長／シャンティ・セワ・アシ

ュラム創立会長 

ディーナ·メリアム（アメリカ）グローバル・ピース・イニシアティブ・オブ・ウィメン創立者 

ディーパック・チョプラ（アメリカ）統合医療／2010年五井平和賞受賞者 

デイビッド・アイヴス（アメリカ）アルベルト・シュバイツァー研究所エグゼクティブ・ディレクター 

デイビッド・ウルフソン（カナダ）ワールド・ウィズダム・アライアンス共同設立者 

デイビッド・クリーガー（アメリカ）核時代平和財団創立者 

デイビッド・ロリマー（イギリス）リーキン・トラスト取締役副社長 

ティム・ケリー（アメリカ）グローバル・チェンジ・エージェント／トゥルー・パーパス方法論 

テッド・ファルコン（アメリカ）宗教家／ユダヤ教ラビ／作家 

デュエイン・エルジン（アメリカ）作家／未来学者／2006年五井平和賞受賞者 

寺山心一翁（日本）「意識の超越理論」創案者／ホリスティック経営コンサルタント 

テンパ・タシ（インド）宗教家／チベット医学占星術研究所 宗教文化教授 

堂本暁子（日本）元千葉県知事 

ドナルド・マッケンジー（アメリカ）宗教家／牧師／元ユナイテッド・チャーチ・オブ・クライスト 

トレーシイ・コクラン（アメリカ）編集者／パラボラ・マガジン 

トレゲン・ムハメドザーノフ（カザフスタン）指揮者／カザフスタン共和国国会議員 

ドロシー・J・メイヴァー（アメリカ）コスモス・アソシエイツ社プロジェクト・ディレクター 

中東 弘（日本）宗教家／河内国一之宮 枚岡神社宮司 

中村德彦（日本）宗教家／富士山本宮浅間大社宮司 

中村本然（日本）宗教家／宗教学者／高野山大学教授 

ナンシー・ルーフ（アメリカ）コスモス・ジャーナル創立者 

ニーナ・マイヤーホフ（アメリカ）チルドレン・オブ・ジ・アース創立者 

ニール・ドナルド・ウォルシュ（アメリカ）作家／『神との対話』シリーズ 

ニコール＆アレクサンダー・グラトヴスキィ（ロシア）ドルフィン・エンバシー創立者 

西郊良光（日本）宗教家／安禅院円満寺住職 

ニップン・メータ（アメリカ）サービス・スペース創立者／プレジデンツ・ボランティア・サービス賞受賞 

／公共サービス・ジェファーソン賞受賞 

能登春夫（日本）宗教家／桂林寺住職、舞鶴宗教者懇話会代表 

野中ともよ（日本）NPO法人ガイア・イニシアティブ代表 

バーバラ・アレドンド（メキシコ）アイ・アム・ヒア・シリーズ設立者・CEO 

バーバラ・フィールズ（アメリカ）グローバル・ニュー・ソート協会エグゼクティブ・ディレクター 

バーバラ・マークス・ハバード（アメリカ）未来学者／コンシャス・レボリューション財団理事長 

波多野敬雄（日本）元学習院長 

鳩山友紀夫（日本）元内閣総理大臣 

パトリシア・コータ・ロブレス（アメリカ）ニューエイジ・スタディ・オブ・ヒューマニティーズ・パーパス

理事長 

パトリック・D・カウデン（ドイツ）ビヨンド・リーダーシップ創立者 

パトリック・マッカラム（アメリカ）スピリチュアル・リーダー／パトリック・マッカラム財団創立者 

原 不二子（日本）通訳者／尾崎行雄記念財団事務局常務理事 

ハワード・マーチン（アメリカ）共著『ハートマス・ソリューション』 



バワ・P・ジェイン（アメリカ）宗教指導者世界評議会事務総長 

ハンス・マルティン・シェンプ（ドイツ）ワン・ワールド・ファミリー財団創立者 

ピーター・D・ピーダーセン（日本）イースクエア共同創業者／NELIS－次世代リーダーのグローバルネットワ

ーク共同代表 

ピーター・ラッセル（イギリス）物理学者／意識と現代の精神性の研究 

ビビ・グルー・インダー・カウル＆バイ・アリ・シン・カルサ（イタリア）宗教家／ヨガ・ダルマ・コミュニ

ティ－共同創立者・ディレクター 

ビル・ストリックランド（アメリカ）社会起業家／マンチェスター・ビッドウェル・コーポレーション CEO 

ヒルダー・ジャクソン（デンマーク）ガイア・トラスト・デンマーク共同創立者／グローバル・エコヴィレッ

ジ・ネットワーク、ガイア・エデュケーション共同創設者 

広中和歌子（日本）元環境庁長官 

フィリップ・コトラー（アメリカ）経営学者（マーケティング論）／ノースウェスタン大学ケロッグ経営大学

院 S.C.ジョンソン特別教授 

藤尾秀昭（日本）致知出版社社長 

フマユン・A・ムガール（日本）宗教家／イスラム教スーフィーリーダー 

フランコ・ソットコルノラ（イタリア）宗教家／真命山諸宗教対話センター創立者／カトリック神父 

フランシス·ヴォーン（アメリカ）著述家／心理学者 

フランツ-テオ・ゴットバルト（ドイツ）フンボルト大学生命科学名誉教授／シュバイスフルト財団事務局長 

フランツ・ヨーゼフ・ラーダマッハー（ドイツ）数学者／経済学者／グローバル・マーシャル・プラン・イニ

シアティブ共同創立者 

プリンセス・イレーネ・ファン・リッペ＝ビーステルフェルド（オランダ）リッペ＝ビーステルフェルド・ 

ネイチャー・カレッジ代表 

ブルース・カールソン（アメリカ）解剖学者／ミシガン大学細胞生物学名誉教授 

ブルース・リプトン（アメリカ）細胞生物学者(エピジェネティックス)／2009年五井平和賞受賞者 

フレッド・マザー（オランダ）慈善家／フレッド財団設立者 

ヘイゼル・ヘンダーソン（アメリカ）経済学者／エシカル・マーケット・メディア会長 

ヘレナ・ノーバーグ＝ホッジ（スェーデン）2012年五井平和賞受賞者／ローカリゼーション運動のパイオニア

／幸福の経済学 

ベン・ハート（アメリカ）ザ・シフト・ネットワーク・マーケティング・ディレクター 

ホアキン・F・レギア（ペルー）チルドレン・アンド・ジ・エンバイロメント協会会長 

細川佳代子（日本）勇気の翼インクルージョン 2015理事長／スペシャルオリンピックス日本名誉会長 

堀 義人（日本）グロービス経営大学院学長 

ボブ・スティルガー（アメリカ）ニュー・ストーリーズ共同理事長 

マーク・ギャフニ（アメリカ）インテグラル・ウイズダム・センター創立者 

マイケル・トバイアス（アメリカ）作家／映画監督／パラボラ・マガジン・フォーカス賞 

マイケル・ベックウィズ（アメリカ）アガペー・インターナショナル・スピリチュアル・センター創立者／ 

ミニスター 

マイケル・ベン・エリ（アメリカ）サステナビリティ・ラボラトリー創立者 

マイレッド・マグワイア（北アイルランド）ザ・ピース・ピープル共同創始者／ノーベル平和賞受賞者 

マクシミリアン・ゲーゲ（ドイツ）ドイツ環境管理協会会長 

マザー・マンガラン（マレーシア）宗教家／ピュア・ライフ・ソサエティ理事長 

増川いづみ（日本）栄養学及びバイオ電子工学博士／テクノエーオーアジア代表 



マスター・シャ（アメリカ）精神的指導者／『ソウル・ヒーリング・ミラクル・シリーズ』著者／ワールド・

ラブ・ピース・ハーモニー運動創始者 

松浦晃一郎（日本）前ユネスコ事務局長 

松浦俊海（日本）宗教家／律宗壬生寺貫主／総本山唐招提寺第 85世長老 

マッテオ・チェッカリーニ（イタリア）アーティスト／具象画家 

マリア・レイス・アビト（アメリカ）世界宗教博物館国際プログラム・ディレクター／エリヤ異教徒研究所 USA

ディレクター 

マリアンヌ・マーストランド（デンマーク/アメリカ）グローバル・ピース・イニシアティブ・オブ・ウィメン

常務理事 

マリリン・シュルツ（アメリカ）ワールド・エンタープライズ創立者・CEO／ノエティック・サイエンス・イ

ンスティテュート名誉理事長・上級研究員 

美内すずえ（日本）漫画家／『ガラスの仮面』 

三輪隆裕（日本）宗教家／清洲山王宮 日吉神社宮司 

武者小路公秀（日本）国際政治学者 

ムセ・ハイル（エチオピア）宗教家／URIアフリカ地区担当ディレクター／国連アフリカ経済委員会、アフリ

カ連合委員会、国連環境計画、国連人間居住計画への URI代表 

モラナ・アブドゥル・カビア・アザド（パキスタン）宗教家／バッドシャヒ寺院（ラホール）グランドイマー

ム、カティブ／平和と調和のための諸宗教間評議会（パキスタン）会長 

ムハマド・ユヌス（バングラデシュ）社会起業家／ノーベル平和賞受賞者／グラミン銀行創立者／経済学者 

村上和雄（日本）分子生物学者／ヒトレニンの DNA解読／筑波大学名誉教授 

村田光平（日本）元駐スイス大使 

モニカ・ウィラード（アメリカ）URI国連担当 

モハマッド・ブイアン（アメリカ）社会起業家／30人のノーベル賞受賞者サミット主催者 

安田喜憲（日本）環境考古学者／東北大学大学院環境科学研究科教授 

山田經三（日本）宗教家／イエズス会神父／上智大学経済学部名誉教授 

ラジェンドラ・S・シソーディア（アメリカ）コンシャス・キャピタリズム・インク共同創業者 

ラフィ・カヴォーキン（カナダ）ミュージシャン／チャイルド・オナーリング・センター創立者 

ラリー・ドッシィ（アメリカ）内科医／作家／『癒しの言葉』 

リアーヌ・アイスラー（アメリカ）作家／パートナーシップ研究センター理事長 

リナルド・S・ブル－トコ（アメリカ）起業家／ワールド・ビジネス・アカデミー創立理事長 

リリー・イェー（アメリカ）芸術家／ベアフット・アーティスツ創始者 

リルー・マセ（フランス）ジャーナリスト／ジューシー・リビング・ツアー主宰 

リンダ・フランシス（アメリカ）シート・オブ・ザ・ソウル・インスティテュート共同創立者 

リンダ・ベンダー（アメリカ）獣医師／作家／動物擁護団体フロム・ザ・ハート共同設立者 

リン・ツイスト（アメリカ）慈善活動家／女性ノーベル賞受賞者の会アドバイザー 

リン・マクタガート（アメリカ/イギリス）健康と成長のための科学的根拠に基づくプログラム 

ルエリン·ヴォーン＝リー（ アメリカ ）ゴールデン・スーフィー・センター創設者 

ルベン・アビト（フィリピン/アメリカ）宗教学者／南メソジスト大学パーキンス神学校教授／元カトリック司

祭  

レイディ・フィオーナ・モンタギュー（イギリス）慈善家／ノーベル平和賞受賞者ベティ・ウィリアムス「世

界子ども慈愛センター」の国際アドバイザー 

ロジャー・ネルソン（アメリカ）IONSディレクター／プリンストン・エンジニアリング・アノーマリーズ研究

所コーディネーター 



ロス・ジャクソン（デンマーク）ガイア・トラスト・デンマーク会長／『カリ・ユガ・オデッセイ』著者 

ロッド・ハックニー（イギリス）元王立英国建築家協会会長／元国際建築家連合会長 

ロバート・チェイス（アメリカ）インターセクションズ・インターナショナル創立ディレクター 

ロバート・チャップマン（アメリカ）バリー・ウェイミラー会長・CEO 

ロバート・F・リーマン（アメリカ）フェッツァー研究所理事会議長・元理事長 

渡辺俊幸（日本）作曲家／編曲家／音楽プロデューサー 



賛同の声 

 

オスカル・アリアス・サンチェス 

元コスタリカ大統領／ノーベル平和賞受賞者 

私達の世界に必要なのはより多くの橋を架けることで、人類の道を変えさせる

事です。国境や海を越えて、分断を作る文化の違いをも越えて、人々を一つに

する平和をもたらす努力です。 

富士宣言はそのような橋を作る努力をもたらします。 

全ての人が平和の光――富士宣言でいう人類の中にある神性――を尊重するよ

うに一丸とさせるもの。これが多くの人々に希望、インスピレーション、仲間

意識をもたらすと私は信じています。 

私はサインした事を誇りに思います。世界中の人々に、これに賛同しサインす

る事を要請します。 

 

 

ムハマド・ユヌス 

社会起業家／ノーベル平和賞受賞者／グラミン銀行創立者 

人類は、正しい生き方・道から外れていきました。人類の無限なる可能性や、

人間の偉大さを忘れてしまっているのです。富士宣言はそれを思い出させてく

れます。そこを変えなければいけないという事を教えてくれます。私達が世界

で失ってしまったバランスを取り戻すのです。私達が待ち望んでいるバランス

です。 

この富士宣言がそのプラットフォームとなって、今年 11月アトランタで対話が

行われます。 

私達が決意を持って、世界に変化をもたらす事を誓い、全人類の為に、新たな

世界を築きたいと願っています。 

 

 

マイレッド・マグワイア 

ザ・ピース・ピープル共同創始者／ノーベル平和賞受賞者 

富士宣言は平和のために非常に素晴らしいイニシアティブであると思います。

私は喜んで署名いたします。日本の人々には、これまで継承してきた平和への

誓いを守り続けて欲しいと思います。それは日本の、アジアの、世界の人々に

とって大変重要であるからです。 



 

 

 

エルネスト・カーン 

医師／ノーベル平和賞受賞団体－核戦争防止国際医師会元副議長 

富士宣言の訴えるところはグローバルかつ普遍的でありますから、異なる民族

や宗教の間に平和への対話を促して、道徳・倫理・教育などの分野に相互信頼

をもたらす上で大きな働きをすることと思います。 

 

 

鳩山 友紀夫 

元内閣総理大臣 

此の度は富士宣言の資料を御送付賜り、誠にありがたく存じます。素晴らしい

宣言文でありますので、喜んで署名をさせて戴きました。仰言る通り、昨今の

世情は内外共に極めて憂慮すべき状況と存じます。世界の人々、とくに政治、

経済、科学、文化など影響力を有する人々の意識を早急に変えていかねばなり

ません。正にそのような状況において、時宜を得た富士宣言であり、心から賛

同申し上げます。友愛の理念と軌を一にするものであるとも感じて居ります。

富士宣言を機に、世界の人々一人一人の意識が大きく動きますことを願います。 

 

 

細川 佳代子 

NPO勇気の翼インクルージョン 2015理事長／スペシャルオリンピックス日本名誉会長 

「富士宣言」心より感動いたしました。世界の、人類の未来に光が射してくる

ようです。心より感謝を申し上げ、喜んで賛同させて頂きます。私自身も一隅

を照らす光となれますよう精一杯の努力をさせて頂きたいと存じます。 

 

 

原 不二子 

通訳者／尾崎行雄財団事務局常務理事 

「富士宣言」心から支持いたします。つきるところ、一人ひとりの意識改革に

かかっている、―まさに、その通りだと思います。私も学堂会を通してチャレ

ンジし続けます。 

 

 



 

 

 

プリンセス・イレーネ・ファン・リッぺ＝ビーステルフェルト 

オランダの王女／リッペ＝ビースルテルフェルト・ネイチャー・カレッジ代表 

なんと素晴らしいアイディア、そして美しい宣言なのでしょうか。喜んで署名

致します。また私の財団も団体としてサイン出来るかどうか理事に諮りました。

だれもが賛同し、財団としても署名します。とてもポジティブで喜んでいまし

た。もちろん富士宣言が、私達と同じ思いだからです。 

 

 

レイディ・フィオーナ・モンタギュー 
慈善家／ノーベル平和賞受賞者ベティ・ウィリアムス「世界子ども慈愛センター」の 

国際アドバイザー 

私はこのノーブルで重要な宣言に賛同し、喜んでサイン致します。皆一つであ

るのですから。 

 

 

エドガー・ミッチェル 

NASA宇宙飛行士／月着陸船アポロ 14号のパイロット 

このノーブルな活動に参加するのは喜びであります。 

 

 

スタニスラフ・グロフ 

心理学者・トランスパーソナル心理学会創立者 

なんと素晴らしいプロジェクトなのでしょう。私を加えてくださった事を皆様

に心から感謝申し上げます。 

 

 

シュリ・シュリ・ラヴィ・シャンカール 
精神的指導者／アート・オブ・リビング財団創立者 

私は、あなた方と共に手を結び、宣言に署名する事をとても喜んでおります。

喜びと大成功を願ってやみません。 

 

 

 



 

 

 

ロジャー・ネルソン 

プリンストン・エンジニアリング・アノーマリーズ研究所コーディネーター／ 

IONSディレクター 

このような素晴らしいプロジェクトを立ち上げてくださり有難うございます。

人類の未来像を示し、地球の創造者としての意識を高め、この地球を守ってい

く事に心から賛成します。我々と同世代のリーダー達のみでなく、あらゆる人々

が最大限に努力し、富士宣言のゴールと法則に目覚める必要があります。 

 
 
ダイアン・ウイリアムス 

ソース・オブ・シナジー財団創立者・理事長 

富士宣言に名を連ねる事を光栄に思います。我々は宇宙の源につながり、その

本質を理解する必要があります。それによって、我々の上に本当の平和・愛・

光が再び現われることは真実であります。 

 
 

ジェームズ・チャナン 

URIパキスタン地域担当コーディネーター／カトリック神父 

スピリチュアルな喜びと大いなるインスピレーションを、この宣言を読んで頂

きました。私は喜んで、この宣言にサインさせて頂きました。とても光栄に思

います。これらの活動が必ずや地球に持続可能な平和をもたらす事を信じてい

ます。この宇宙的ミッションを、私は全身全霊でサポートする事を約束します。 

 

 

チャールズ・ギブス 
URI創立エグゼクティブ・ディレクター 

このような素晴らしい活動へのご尽力に、心から感謝しています。私も入れて

頂ける事を光栄に思います。 

 

 

ジェームズ・オーディ 
前ノエティック・サイエンス・インスティテュート理事長 

喜んで署名させて頂きました。面白い事に、私の最新本の最後の文章は、”divine 

sparks” で終わっています。 



 

 

 

デイビッド・クリーガー 
核時代平和財団設立者 

このような価値ある活動を始めていただき、感謝しています。署名はもちろん、

喜んで推進いたします。 

 

 

ジーン・ワトソン 
看護学教授／ヒューマン・ケアリング理論 

富士宣言のビジョンとアクションは、今危機にある人類と地球にとって本当に

重要です。平和と調和の為に富士宣言に参加出来る事を心から名誉に思います。 

 
 
リン・マクタガート 

健康と成長のための科学的根拠に基づくプログラム 

サイン致しました。この活動に名を連ねてほしいと言われたことを、私は心か

ら光栄に思います。この情報の発信の為に出来る事があれば、いつでも言って

ください。お手伝い致します。 

 

 

ラリー・ドッシィ 
内科医／作家／『癒しの言葉』 

喜んでこの活動をサポートします。 

 

 

バワ・ジェイン 
宗教指導者世界評議会事務総長 

言葉や文字よりも、その背景にある精神、意識、意図の方が遥かに重要です。

私は、富士宣言の本質に心から賛同出来るからこそ、署名させて頂きました。

人類の為への奉仕と尽力に、惜しみない拍手と感謝を送ります。 

 

 

ロッド・ハックニー 
元王立英国建築家協会会長／元国際建築家連合会長 

私とティアは、心からこの富士宣言の活動と目標に賛同し、サポート致します。 

 



 

 

 

セスト・カスタニョーリ 
起業家／ワールド・スピリット・フォーラム創立理事長 

現代の世界には富士宣言のような重要で素晴らしい活動が必要です。私は喜ん

でサイン致します。 

私に何か出来る事あったらいつでも言ってください。私の友人にドキュメンタ

リーや会議の内容をテレビ用に作る人がいます。彼は６０００ものテレビチャ

ンネルとつながっているので、この活動の PR やメディアキャンペーンにお手伝

い出来るかもしれません。 

 

 

ハンス―マルティン・シュエ 

ワン・ワールド・ファミリー創立者 

喜んでこの宣言に署名致します。この宣言は全人類が参加すべきだと思います。 

 

 

デイビッド・ウルフソン 

ワールド・ウイズダム・アライアンス共同設立者 

私はこの重要な宣言にサイン致します。そして全力でサポート致します。 

 

 

リアーヌ・アイスラー 

作家／パートナーシップ研究センター理事長 

これはとてもタイムリーな宣言であり、私は喜んで名を連ねます。 

 

 

ヘイゼル・ヘンダーソン 

経済学者／エシカル・マーケット・メディア会長 

富士宣言のプロジェクトと計画はとってもインスピレーショナルですね。私は

大変嬉しくサインさせてもらいました。是非とも私を賛同者として追加してく

ださい。他に必要な事があったらいつでも言ってください。 

 

 



 

 

 

マイケル・トバイアス 

作家／映画監督 

富士宣言は希望をもたらします。私達は単一ではなくて多様であります。同時

に、調和であり、ユニゾンであり、尊厳、愛、平和をもって生き抜くという一

つの共通目的があります。富士宣言はその目的を蘇らせてくれます。 

 

 

レイディ・フィオーナ・モンタギュー 
慈善家／ノーベル平和賞受賞者ベティ・ウィリアムス「世界子ども慈愛センター」の 

国際アドバイザー 

私はこのノーブルで重要な宣言に賛同し、喜んでサイン致します。皆一つであ

るのですから。 

 

 

デュエイン・エルジン 

作家／未来学者 

実に素晴らしい文言で喜んでサインします。人類の目覚めの為、この素晴らし

くも重要な働きの大成功を願っています。 

 

 

ニップン・メータ 

サービス・スペース創立者／プレジデンツ・ボランティア・サービス賞受賞 

私はこのノーブルな宣言にサイン出来た事を、喜びであり光栄に思います。こ

の宣言を前に進めていく為に、私に出来る事あったら何でも言ってください。 

 

 

ヘレナ・ノーバーグ＝ホッジ 
ローカリゼーション運動のパイオニア／幸福の経済学 

喜んで宣言にサイン致します。このようなとても重要な働きに、心から感謝致

します。 

 

 



 

「富士宣言」発足記念特別行事 ハイライト 
 

 

 

ディバイン・スパーク点火 富士宣言発起人からのご挨拶 

 

５月１７日富士宣言が発足され、ディバイン・スパーク（神聖なる精神）に火が灯されました。この輝き

は、これから世界中に広がり、私たちの未来を照らし、持続可能で人道的な精神文明を意識的に創造して

ゆく端緒となることでしょう。 

意識的な創造の光は、世界の隅々まであまねく広がってゆきます。それは、私たちがローカルに、またグ

ローバルに相互に繋がっているためです。とは言え、繋がっているだけでは充分ではありません。繋がり

は「コミュニケーションとは別です。真の意味でのコミュニケーションは、心を交わす能力とその意志を

必要とします。それは、心と心が通うコミュニティ」を創ることに他なりません。そして、その媒体とな

るのがメッセージです。 

私たちは、その媒体をすでに手にしています。私たちのグローバルなネットワークがそれです。 

グローバルなコミュニティを築くことは、相互に繋がるネットワーク以上の意味があります。そこには、

私たちが相互に繋がっていることを知らしめるメッセージが必要です。その必要なメッセージとは、私た

ちが事実、本質において一つであり、私たちが希望し熱望していることは等しく、すべての人々が地球上

で繁栄しつつ生きてゆける文明であるということです。 

 

西園寺 昌美                        西園寺 裕夫                           アービン・ラズロ 

公益財団法人               公益財団法人                           ブダペストクラブ 

五井平和財団会長              五井平和財団理事長        創設者・総長 

       



 

富士宣言 

ディバイン・スパークの活性化 

富士宣言発足記念式典のハイライト 

2015年 5月 17日 

 

東京シンポジウム 

５月１５日富士宣言の発足を祝い、国連大学において東京シンポジウム（五井平和財団主催）が開催され

ました。様々な文化・バックグラウンド・専門分野から、富士宣言の基本理念に深く共鳴する５０名の国

際的な方々が、このシンポジウムに招待されました。参加者はディスカッションを通じて、富士宣言を掘

り下げ、人類意識の変化の兆しを模索し合いながら、新しい方向性を語り合い、今後の共同研究とプロジ

ェクトのための道開きを行いました。もっと読む... 

 

 

東京シンポジウムのハイライト（ビデオ） 

 

 

富士東西をむすぶ祭典 

富士山麓の富士聖地（白光真宏会）での発足記念式典の開催日には、富士とデンマークを結ぶグローバル

なインターネット同時中継が行なわれました。富士で行われた日の出のセレモニーには、数百人もの人々

が集うと同時に、デンマークのクロンボー城には多くの人が集まり、日の入りを迎えました。インターネ

ット中継は、富士聖地の発起人の挨拶から始まり、続いてスリランカのシュリ・シュリ・ラビ・シャンカ

ールからのビデオメッセージ、富士聖地での瞑想の儀式、そして最後は、グローバルな平和と統合のため

の瞑想で終わりました。もっと読む... 

 

 

東西をむすぶ祝典ハイライト（ビデオ） 

 

 

http://fujideclaration.us9.list-manage.com/track/click?u=3082fd853f1dc7e62188b743d&id=c74d6f2e28&e=5cd0260cd6
http://fujideclaration.us9.list-manage1.com/track/click?u=3082fd853f1dc7e62188b743d&id=c5091415c9&e=7c1398511a
http://fujideclaration.us9.list-manage1.com/track/click?u=3082fd853f1dc7e62188b743d&id=639d0946f0&e=5cd0260cd6
http://fujideclaration.us9.list-manage1.com/track/click?u=3082fd853f1dc7e62188b743d&id=71777a65f2&e=7c1398511a


 

 

富士宣言発足記念特別行事「シンフォニー・オブ・ピース・プレヤーズ」 

今年の富士聖地での「シンフォニー・オブ・ピース・プレヤーズ」は、富士宣言発足記念特別行事として

開催されました。プログラムは、三名の発起人による祝賀の挨拶から始まり、発足を祝い喜ぶ音楽や歌へ

と続き、様々な宗教の祈り、そしてワールド・ピース・フラッグ・セレモニーが行なわれました。イベン

トには、日本各地はもとより世界各国から、多くの富士宣言賛同者や支持者が出席しました。もっと読む... 

 

シンフォニー・オブ・ピース・プレヤーズ ハイライト（ビデオ） 

 

 

グローバル・コンシャスネス・プロジェクト（地球意識プロジェクト） 

このプロジェクト・ディレクターであり富士宣言の名誉賛同者であるロジ

ャー・ネルソン博士も行事に参加され、５月１７日の行事の間に記録され

た科学的データ分析結果を示してくれました。  

このプロジェクトでは、世界の７０箇所に及ぶ地域におかれた乱数発生器

のデータをグローバルなネットワークを通じて収集しますが、それには任

意の時刻における、世界の意識のその時の状態と動きの様子が反映されま

す。 

 

ネルソン博士は、「グローバルな視野では小さなイベントであったとしても、その持つ意味はとても大きい」

と語っています。  Full analysis on The Fuji Declaration - 

 

グローバル・コンシャスネス・プロジェクトについてもっと読む。  http://noosphere.princeton.edu 

多様性に満ちたワンネスに向けた「ディバイン・スパークの運動」を推進する上で、皆さまのご協力が必

要です。アイデアやご提案をお聞かせください。 

 

ディバイン・スパークで 皆が一つ 

 

富士宣言事務局 

 

 

 
 

   

 

http://fujideclaration.us9.list-manage2.com/track/click?u=3082fd853f1dc7e62188b743d&id=af9abd44fe&e=5cd0260cd6
http://fujideclaration.us9.list-manage.com/track/click?u=3082fd853f1dc7e62188b743d&id=1db0b8968e&e=7c1398511a
http://fujideclaration.us9.list-manage.com/track/click?u=3082fd853f1dc7e62188b743d&id=750a24dc04&e=3b32276db4
http://fujideclaration.us9.list-manage.com/track/click?u=3082fd853f1dc7e62188b743d&id=d5f357ed53&e=3b32276db4
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ミラノ・エクスポ 2015  

 

ワールド・ソート・リーダーズ・フォーラム（2015年 6月 6日） 

 

「ミラノ・エクスポ 2015」のハンガリー館で開催された、世界の実践的先駆者たちによる

「ワールド・ソート・リーダーズ・フォーラム」に、「富士宣言」の 3名の発起人が出席し

た。 

「人々と惑星地球への思いやり--人間的で持続可能な世界の新しい地平線を探して」という

テーマのこのフォーラムでは、アービン・ラズロ博士が基調講演、続いて西園寺夫妻のプ

レゼンテーション「『富士宣言』：地球に結びつきとワンネスのスパークを点火」が行われ

た。 

またレディ・フィオーナ・モンタギュー・オブ・ボーリュー、フェレンツ・ミスリベッツ、

マイケル・トバイアスをはじめとする、「富士宣言」の著名な賛同者たちのスピーチもあっ

た。                              英語の詳細を読む 

 

 

 

http://us9.campaign-archive2.com/?u=3082fd853f1dc7e62188b743d&id=df55ef7fe4&e=3b32276db4
http://us9.campaign-archive2.com/?u=3082fd853f1dc7e62188b743d&id=df55ef7fe4&e=3b32276db4
http://fujideclaration.us9.list-manage.com/track/click?u=3082fd853f1dc7e62188b743d&id=e1cf68afea&e=3b32276db4


 

「富士宣言の理念に沿って生きる個人やコミュティーの総数

がクリティカルマスに達すれば、人類は調和した持続可能な文

明を創ることが出来るものと確信致します。」（西園寺昌美氏・

ミラノスピーチ） 

  

 

サミット・オブ・コンシエンス（気候良識サミット）  

 

2015年 7月 21日 パリ 

 

今年 12月にパリにて開催される国連の「気候変動枠組条約第 21回締約国会議(COP21)」

にさきがけ、フランス大統領の支持を得て開催された「気候良識サミット」では、世界の

道徳的権威や宗教界のリーダーが集い、地球環境保護のために「Why Do I Care（なぜ私

は配慮するのか）」について、各自の信条、哲学、世界観をもとに話合われた。目的は、こ

うしたメッセージを世界に発信することで、地球が存続するためには一人一人が自覚をも

って、ライフスタイルを変える必要があることを多くの人々に考えてもらうことにある。 

西園寺裕夫氏は、最終メインセッション「世界中で地球に配慮を--気候変動に取組む意志を

--」で「富士宣言」について以下のように語った。 

「気候変動や環境破壊の根本的な原因は、豊かさを外に求め、有限な物質を奪い合う人間

の貪欲さと欠乏への恐れにある。一人一人が神聖なる精神、すなわち自らに内在する愛、

思いやり、喜び、叡智、生命力といった無限の資源にアクセスし、真に豊かな生き方を選

んだならば、あらゆる問題は解決する。地球を破滅から救うのは、政府でも知識人でもな

く、自らの神聖なる精神に目覚め、あらゆる生命が一つにつながっていることを認識した

地球市民である。人類の神聖なる精神の復活をインスパイアしていくことこそ、私たちの

急務である。」 

 

画面をクリックしてビデオを見る 

 

この「気候良識サミット」は、COP21のフレームワークの一環として開催され、COP21

では参加 195カ国が法的拘束力のある数値目標である「2100年までに地球温暖化を摂氏 2

度以内に抑える」に合意することが重要課題となっている。    英語の詳細を読む 

                                              

http://fujideclaration.us9.list-manage.com/track/click?u=3082fd853f1dc7e62188b743d&id=a04ea67304&e=3b32276db4
http://fujideclaration.us9.list-manage1.com/track/click?u=3082fd853f1dc7e62188b743d&id=c71de411a8&e=3b32276db4


 

 

写真は左の女性が、環境活動家のヴァンダナ・シヴァ女史、後方が進化思想家のセスト・

カスタニョーリ氏、中央がフランスのオランド大統領、右が西園寺裕夫氏。 

 

WHY DO I CARE  

 

西園寺昌美氏 キャンペーン代表の 70名に 

 

西園寺昌美氏は、WHY DO I CARE キャンペーンの代表 70名の一人に選

出された。同氏は、自分がなぜ地球と地球の温暖化の問題に配慮するのか、

さらに持続可能な未来を確保するために人類が果たすべき役割についての

意見を、同キャンペーンのウェブに寄稿。WHY DO I CARE キャンペーン

は、COP21のプレイベントとして開かれた「気候良識サミット」で発足した。  

 

私が地球と温暖化に配慮する理由 

西園寺昌美氏の寄稿文（部分） 

 

「私が地球と温暖化に配慮する理由は、自分の胸に耳を澄ませると、内なる声が常に世界

のために貢献したい、人々のために尽くしたい、地球の海山、動植物に感謝して一体とな

る生き方をしたい、と聞こえるからです。 

私たちは、自分たちを地球市民、ひいては宇宙市民として考える必要があります。それぞ

れがかけがえのない崇高なる存在であるという、深い認識に立ち返る必要があるのです」 

                    英語の詳細を読む 

 

http://fujideclaration.us9.list-manage.com/track/click?u=3082fd853f1dc7e62188b743d&id=393e60e2a5&e=3b32276db4


 

 

 

南アメリカでワンネスと多様性が輝く  

 

 

「富士宣言」イベント 

 

南アメリカで、多くの署名者や賛同者が、種々の「富士宣言」イベントを開催した。ウル

グアイのモンテビデオ、アルゼンチンのブエノスアイレスを中心に行われ他イベントでは、

個人並びに団体参加者が調和的で持続可能な未来へのビジョンと「富士宣言」への賛同を

表明した。                           英語で詳細を読む 

 

  

 

予定されているハイライト行事  

 

  

「神聖なる意識の富士宣言行事」 

 

米国の団体、グローバル・ニュー・ソートが「神聖なる意

識の富士宣言行事」を、今年 9月～12月にかけての「多宗

教と多文化の祝祭期間」の一部としての開催。この行事は、

富士宣言の本旨に基づき、参加者が人類一人一人に内在す

る価値を探り、意識的に人間同士も自然とも歩調を合わせ、

共に進化していくことを目的としている。 

「富士宣言」事務局 

 

http://fujideclaration.us9.list-manage.com/track/click?u=3082fd853f1dc7e62188b743d&id=7329879e64&e=3b32276db4
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Remember, the mission of The Fuji Declaration depends on people like you sharing 

their energy and intentions for a thriving world.  
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「富士宣言」事務局からのお知らせ  View this email in your browser こ

のメールをブラウザで見る  

 

 

 

 

   

 

富士宣言---ディバイン・スパーク(神聖なる精神)プログラム 

 

  

多宗教・異文化祝祭の季節 

 

AGNT という団体が、9月～12月にかけて、多宗教・異文化を祝うディバイン・スパ

ーク・プログラムを推進しています。特に10月はディバイン・スパーク月間に指定され

ています。このプログラムは、宗教的な要素を含むワークショップ形式で行われ、個

人・グループ・地域で富士宣言の主旨を実践するよう考えられています。 

(参加登録はこちら Learn more and Register here-----英文) 

 

 

   

Please click on image to view video 

Barbara Fields, Executive Director of the Association for Global New Thought and honorary signatory of 

The Fuji Declaration invites us to participate in the Fuji Declaration “Divine Spark” Program. 
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【ビデオの内容】 

皆様、こんにちは 

  私は、カリフォルニアのサンタバーバラに本拠地を置く、アソシエーション・フォ

ア・グローバル・ニュー・ソートという団体のエグゼクティブ・ディレクターのバーバ

ラ・フィールズです。私たちは、全米各地と諸外国にメンバーとスピリチュアル・セン

ターを有しています。私たちは、人類を一つの家族として捉え、その全体の利益の

ために、非暴力と思いやりの価値観に世界中を目覚めさせる事を使命として、そ

の活動を推進しています。 

  

  富士宣言は、私たちが中心的なプログラムとして過去20年間追及してきたこと、

即ち「ガンジー・キング非暴力シーズン」の精神を完璧な形で表現しています。 

また私たちは、毎年９月～12月の間を「宗教間・文化間の祝祭シーズン」として、

キャンペーンを行っています。  今年、私たちのメインプログラムの一つとして、「富

士宣言」を皆様にご紹介できることを誇りに思います。去る５月に私たちが「富士

宣言」を知った時、私たちは「富士宣言」の深くて真摯な内容に心底共鳴しました。

私たちは、この神聖にして統一的なビジョンを前に、これを世に広めるために私た

ちに出来る限りのことをしたいという気持ちが、心の奥底から湧いて来るのを感じ

ました。 

 

  私たちは、「サンデー・ディバイン・スパーク・サービス」というイベントプログラム

を考案し、私たちの仲間のネットワークに使ってもらえるように呼びかけました。こ

のプログラムは、グループの大小に関わらず、「富士宣言」の目的について学べる

素晴らしいやり方を提供しています。誰にでも簡単に実践でき、美しい体験をする

ことができ、参加者のハートに届くやり方です。どなたも自分の「ディバイン・スパー

ク・サービス」を創造する為に、私たちの開発した方法をどうぞご利用ください。そ

してあなたの「ディバイン・スパーク・サービス」を行ったら、私たちがそれをネットワ

ークの仲間たちと共有出来るよう、ぜひレポートを送って下さい。 

  

  最後にもう一度、私たちアソシエーションは、「富士宣言」の発起人と協力者の皆

様が、ディバイン・スパークのビジョンというギフトを全人類家族に対して贈って下

さったことに、心から感謝申し上げます。 

 

  皆様、どうぞ私たちに加わって下さい。あなたに平和と祝福がありますように。 
 

 

 

 

 



 

パーラメント・オブ・ワールド・レリジョンズ(世界宗教会議) 

 

  

 

アメリカ・ソルトレイクシティ 10月 15日～19日 

 

 

 西園寺昌美氏は 10月 15日、パーラメント・オブ・ワールド・レリジョンズの女性会議

のパネルディスカッションに参加し、「富士宣言」を紹介するとともに持続可能な社会

の創造における女性の役割についてスピーチします。 

 「富士宣言」の名誉賛同者である、オスカル・アリアス元大統領、エルネスト・カーン、

チャールズ・ギブズ、バーバラ・フィールズ等々の参加が予定されています。 

（詳細--- Learn More 英文） 

 

 

 

ピース・パレスにてイベント開催 

 

  

 

国際平和デー 

国連が提唱する 9月 21日の国際平和デーに、オランダ・ハーグ市の国際司法裁判

所(ピースパレス)前にて、「富士宣言」に賛同する有志メンバーが集まって、「富士宣

言」を読み上げるイベントを行い、行き交う人々にディバイン・スパークを訴えました。 

 

 

http://fujideclaration.us9.list-manage1.com/track/click?u=3082fd853f1dc7e62188b743d&id=80720f5c10&e=3b32276db4


 

 

 

 

アルゼンチンにてイベント開催 

 

  

 

多様性の中の一体 

10月 11日、アルゼンチンのヘルネス・ロドリゲス市（ブエノスアイレス州）で開催され

る、ホリスティック会議の開会式にて、富士宣言の名誉賛同者たちが、「富士宣言」を

紹介する予定です。 

 

 

 

 

 



 

 

 

富士宣言事務局からのニュースとイベント予告 

 

    

「フォーラム」誌、セスト・カスタニョーリ氏にインタビュー 

 

 

  ５月の東京シンポジウムに参加したカスタニョーリ氏は、インタビューの中で、 

「富士宣言」の洞察とそのビジョンについて語りました。（詳細---英文） 

http://www.forum-csr.net/News/8779/HonortheEarth.html 

  

 

「富士宣言」の普及は、ボランティアの皆さまのエネルギーと豊かな世界を求める意思にかかっています。「富士

宣言」のご紹介にぜひご協力下さい。 
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