
世界平和交響曲
宗教・宗派を超えて、共に世界の平和を祈る

2021.5.16（SUN）

Celebrating the oneness of the human family,
its cultural and religious deiversity,
through a Symphony of Peace Prayers

※SOPP 本編録画に沿ったブックレットです。

17th annual

Symphony of Peace Prayers

May Peace Prevail on Earth

11：00  ～  13：45
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ご挨拶 

 

皆様のお蔭をもちまして、第１７回を迎えます「シンフォニ

ー・オブ・ピース・プレヤーズ（ＳＯＰＰ）」が、今年も無事

に開催される運びとなりました。昨年に引きつづき、今回もす

べてのプログラムを、オンラインを通して富士聖地より発信い

たします。 

昨年は、“コロナは、我々に「私たち生命体は一つの家族で

ある」という気づきを与えてくれていること”をお伝えいたし

ました。我々一人一人は、今こそ「自分たちだけを守る」とい

った考えを改め、自分を守りながら他を思い、他のために行動

すべき時に至ったのです。一人一人が利他愛に目覚めること。

神聖復活の時代へと切り抜けるためには、人類の意識の目覚め

が必要不可欠なのです。 

そのような今、この時代だからこそ、宗教家が伝えられる言

葉があり、宗教家が捧げられる祈りがあります。私自身、過去

の SOPP において、さまざまな立派な宗教家のお言葉、お祈り

を通して、多くのことを教えていただきました。それぞれのお

祈り、お働き、教えを讃え合い、お互いに感謝し合い、祈りを

通して一つになってゆく。それは大いなる愛の働きであり、神

聖がお互いに輝く瞬間であります。 

また、宗教家のお祈りに合わせて一生懸命に祈る参加者の皆

様に、私はどれほど心打たれたか計り知れません。その真摯な

る祈りは、ひびきは、光となり、未来を灯す力となってゆくの

を見てきました。 
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ですから、今回もより多くの方々が、今つながり合い、宗教・

宗派を超えて、そして国境や人種を超えて、お互いの平和を祈

り合う SOPP にご参加いただけましたら、大変嬉しいことと存

じます。 

今、全人類が同時に向き合っている課題の中で、一人一人は

何をすべきでしょうか。大事なことは何でしょうか。それは雑

音の中で立ち止まることです。そして世界人類に、地球に愛を

送ることです。耳を澄ませて、生きとし生けるものの生命の祈

りを聞くことです。 

祈りこそ、地球と人類と生きとし生けるものをすべて抱擁し、

そして生命を蘇らせてくれるものです。 

同時に、祈りを通して、私たちに内在する素晴らしいエネル

ギー、力は発露してゆくのであります。 

さまざまな苦しみや不安が行き交う中で、外を見るのではな

く、内に目を向けること。今こそ、一人一人の祈りの力が私た

ちの中の神聖を輝かせてくれるのです。祈りという行為の奥の、

静かな大きな力に触れる機会が人類には必要なのであります。 

そのためにも、今年も素晴らしい宗教家の皆様のお力をお借

りし、平和の祈りを世界中に響かせてまいりたいと思います。

そして、世界各国の平和の祈りと地球世界感謝行をすべての

人々、すべての存在に届ける思いでご参加いただけましたら、

この上なく有り難いことと存じます。 
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今、さまざまなものが形を変えております。私たちの知って

いる時代や、文化、常識がことごとく形を変えてゆきます。そ

の中で何を信じ、何を選択するのか。結局、それらを決めてゆ

くのは一人一人の判断に委ねられています。 

では、その一人一人は何を基準に判断するのか。その時に、

トップの人の意見に付き従って右往左往するのではなく、自分

の奥深くに厳然として存在する神聖につながる必要があるの

です。そのためにも、祈りを通して、本来自らに内在する愛、

直観、叡智を引き出してゆくこと。今はそのチャンスなのです。 

今年も世界中の方々とつながり、共に素晴らしい SOPP にし

てまいりたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

白光真宏会 

会長 西園寺昌美 
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第１７回 SOPP に寄せて 
 

 今年の SOPP も昨年と同様に、皆様のご自宅等で参加いた

だく形で、開催の運びとなりました。 

 昨年は新型コロナウイルスの影響を受け、インターネット

を通して世界中の多くの方々にご参加いただきました。富士

聖地で皆様と場所を同じくして祈り合うことは叶いませんで

したが、日本中、世界中の方々が、それぞれの地で同時にお

祈りをしてくださり、その祈りが地球を包み込むエネルギー

となっていたことを確信しております。 

 また、インターネットをご覧になれなくても、ご自宅から

パンフレットを手に、お祈りを捧げてくださった多くの皆様

にも心から感謝申し上げます。皆様方の尊いお祈りがどれほ

ど重要で、世界中から必要とされていることでしょうか。世

界の混沌と地球の叫びを感じる今この時に、皆様とつなが

り、祈りを捧げられることは救いであります。 

 

 今年の SＯPP も昨年同様に、映像、音楽を通して皆様と共

にお祈りをしていきたいと思います。世界が必要としている

祈りを、心を込めて美しく祈り合い、またそれが愛溢れる時

間になりますよう、スタッフと共に企画してまいりました。

きっと富士聖地にいらっしゃらずとも、一つ一つのお祈りに

集中し、富士聖地の波動を感じていただけることと思いま

す。 

 

 先が見えない不安を多くの人が持っている中で、その不安

の中にも同時に存在しているたくさんの愛を感じられる力

を。このような状況で何をすればよいか分からない人々が多 
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い中で、魂の底から平和を祈れる力を。心が揺れ動く中でも

不動心を持つことの出来る力を。暗闇の中にも光を照らし出

す人を……これらの力を発揮することが出来るのは、自らの

神性に気づき、つながっておられる方々だと思います。それ

こそが皆様方です。 

 そして、私たちの祈りが世界各国から結集することによっ

て、不安を持っている人々に愛のエネルギーが届き、何をし

てよいか分からない人々に祈りのエネルギーが響き、心が揺

れ動いている人々が自らの心の中にある不動心に気づくこと

が出来、暗闇の中に一つでも多くの光が照らし出されていく

ことを願っております。集団の祈りには、その大いなる力が

存在しているのです。 

 

 SOPP は、宗教・宗派を超えて、平和という同じ願いを持

つ誰もがつながり合い、祈り合える場です。今年も空間を超

えて、時を同じくして皆様と共に祈れることを心から楽しみ

にしております。皆様、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

                 白光真宏会 

会長代理 西園寺由佳 

副会長 西園寺真妃 

副会長 西園寺里香 

8



 
 

Praying with the Religions of the World 
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We are   children   of   God,

Let   us   be   God’ s  peacemakers.

Christianity (Protestant)
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世界各国語による世界各国の平和の祈り 

Prayers for Peace in Each Country

193  
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1-a アフガーニスターン (アフガニスタン) ソーラ
1-b アフガーニスターン (アフガニスタン) ソルフ
2 ハヤスタン (アルメニア) ハ－ウチュン
3 アゼルバイジャン (アゼルバイジャン) スルフ
4 アルバハレイン (バーレーン) サラーム
5 バングラデーシュ (バングラデシュ) シャーンティ
6 ドゥルック ゲルカップ (ブータン) デキー ピュンソン
7 ブルナイ  ダル サラム (ブルネイ) ダマイ
8 プラテー　カムプチィア (カンボジア) ソンテピーェプ
9 チュングォァ (中国) ファーピン
10 キプロス (キプロス) イリニ
11 サカルトヴェロ (ジョージア) ムシュヴィドバ
12 バハーラ（ト) (インド) シャーンティ
13 インドネシア (インドネシア) ダメイ
14 イーラーン (イラン) ソルフ

15-a アルイラーク (イラク) サラーム
15-b イラーク (イラク) アシュティ
16-a イスラエール (イスラエル) シャローム
16-b イスラーイール (イスラエル) サラーム
17 日本 平和
18 アルウルドゥン (ヨルダン) サラーム
19 カザクスタン (カザフスタン) ベイビ（ト）シリク
20 テハンミング (韓国) ピョンファ
21 アルクウェイト (クウェート) サラーム
22 クルグスタン (キルギス共和国) トゥィンシュトゥク
23 ラオ (ラオス) サンティパー（ブ）
24 ルブナーン (レバノン) サラーム
25 マレイシア (マレーシア) ダマイ
26 ディヴェヒラーッジェ (モルディブ) アマーンカン
27 モンゴル  ウルス (モンゴル) エンフ アムガラン
28 ミヤマーナインガン (ミャンマー) ニェンジャンイェ
29 ネパール (ネパール) シャーンティ
30 ウマーン (オマーン) サラーム
31 パーキスターン (パキスタン) アマン
32 ピリピナス (フィリピン) カパヤパアン
33 カタル (カタール) サラーム
34 ラシィーヤ (ロシア連邦) ミイル
35 アッサウ－ディ－ヤ (サウジアラビア) サラーム
36 シィンガポー (シンガポール) ピース

37-a スリランカー (スリランカ) サーマヤ
37-b イランガイ (スリランカ) サマーダーナム
38 スーリヤー (シリア) サラーム
39 タージーキスターン (タジキスタン) ソルフ

1.アジア
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40 プラテェ　タイ (タイ) サンティパー（ブ)
41-a ティモル・レステ (東ティモール) ダメ
41-b ティモール・レステ (東ティモール） パス
42 テュルキエ (トルコ) バルシュ
43 トゥルクメニスタン (トルクメニスタン) パラハッ（ト)チルク
44 アルイマーラート (アラブ首長国連邦) サラーム
45 ウズベキストン (ウズベキスタン) ティンチリク
46 ヴィェ(ト) ナーム (ベトナム) ホア　ビン
47 アルヤマン (イエメン) サラーム

1 オーストレイリア　(オーストラリア) ピース
2 フィジー (フィジー) ピース
3 キリバス (キリバス) テ　ラウ
4 マージャル  アイランズ (マーシャル諸島) アイネンマン
5 マイクロニ-ジャ　(ミクロネシア連邦) ピース
6 ナオエロ (ナウル) イオウ

7-a ニュージィーランド (ニュージーランド) ピース
7-b アオテアロア (ニュージーランド) マウンガロンゴ
8 ベラウ (パラオ) ブドァ
9 パプア  ニュ－  ギニ (パプアニューギニア) ピース

10 サモァ (サモア) フィレムゥ

11 ソロモネ  アェラン (ソロモン諸島) ピース
12 トンガ (トンガ) メリノ
13 トゥヴァルゥ (ツバル) フィレムゥ
14 ヴァヌアトゥ (バヌアツ) ピース

1 シュチパリーア (アルバニア) パーチェ
2 アンド－ラ (アンドラ) パウ
3 エースタァライヒ (オーストリア) フリーデ
4 ビェラルース (ベラルーシ) ミイル

5-a ベルヒエ (ベルギー) フレーデ
5-b ベルジック (ベルギー) ペ
5-c ベルギエン (ベルギー) フリーデ

6
ボ-スナ イ ヘルツェゴヴィナ
(ボスニア・ヘルツェゴヴィナ)

ミイル

7 ブルガーリア (ブルガリア) ミイル
8 フルヴァツカ (クロアチア) ミイル
9 チェスカー　レプブリカ (チェコ共和国) ミイル
10 ダンマーク (デンマーク) フレル
11 エースティ (エストニア) ラフー
12 スオミ (フィンランド) ラウハ
13 フランス (フランス) ぺ
14 ドイチュラント (ドイツ) フリーデ
15 エラザ (ギリシャ) イリニ

3.ヨーロッパ

2.オーストラリア＆オセアニア
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16 マジャルオルサーグ (ハンガリー) ベーケ
17 イ－スランド (アイスランド) フリーズゥル

18-a アイァランド (アイルランド) ピース
18-b エーレ (アイルランド) シーカン
19 イターリア (イタリア) パーチェ
20 ラトヴィヤ (ラトビア) ミァーズ
21 リヒテンシュタイン (リヒテンシュタイン) フリーデ
22 リェトゥヴァ (リトアニア) タイカ
23 レッツェブエッシュ (ルクセンブルク) フリデン
24 マルタ (マルタ) パーチ
25 モルドーヴァ (モルドバ) パーチェ
26 モナコ (モナコ) ペ
27 ツルナ ゴーラ (モンテネグロ) ミイル
28 ネーデァラント (オランダ) フレーデ
29 マケドニヤ (北マケドニア) ミイル
30 ノルゲ (ノルウェー) フリェ（ド）
31 ポルスカ (ポーランド) ポクイ
32 ポルトガル (ポルトガル) パシュ
33 ロムニア (ルーマニア) パーチェ
34 サン　マリーノ (サンマリノ) パーチェ
35 スルビヤ (セルビア) ミイル
36 スロヴェンスコ (スロバキア) ポコイ
37 スロヴェニヤ (スロベニア) ミイル
38 エスパーニャ (スペイン) パス
39 スヴァリュエ (スウェーデン) フリェー（ド）

40-a シュヴァイツ (スイス) フリーデ
40-b スュイス (スイス) ぺ
40-c ズヴィッツェラ (スイス) パーチェ
40-d シュヴィッツラ (スイス) パーシュ
41 ウクライーナ (ウクライナ) ミイル
42 ユナイテッド  キングダム (イギリス) ピース
43 チッタ　デル　ヴァティカーノ (バチカン) パーチェ

1 ｱﾝﾃｨｰｶﾞ ｱﾝﾄﾞ ﾊﾞｰﾋﾞｭｰﾀﾞ (ｱﾝﾃｨｸﾞｱ･ﾊﾞｰﾌﾞｰﾀﾞ) ピース
2 ザ　バハマズ (バハマ) ピース
3 バーベイドウズ (バルバドス) ピース
4 ベリーズ (ベリーズ) ピース

5-a キャナダ (カナダ) ピース
5-b カナダ  (カナダ) ペ
6 コスタ  リーカ (コスタリカ) パス
7 クーバ (キューバ) パス
8 ドミニーカ (ドミニカ国) ピース
9 レプーブリカ　ドミニカーナ (ドミニカ共和国) パス
10 エル・サルヴァドール (エルサルバドル) パス

4.北アメリカ
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11 グリネイダ (グレナダ) ピース
12 グヮテマラ (グアテマラ) パス
13 アイティ (ハイチ) ラ・ペ
14 オンドゥーラス (ホンジュラス) パス
15 ジャメイカ (ジャマイカ) ピース
16 メヒコ (メキシコ) パス
17 ニカラグヮ (ニカラグア) パス
6 コスタ  リーカ (コスタリカ) パス
7 クーバ (キューバ) パス
8 ドミニーカ (ドミニカ国) ピース
9 レプーブリカ　ドミニカーナ (ドミニカ共和国) パス
10 エル・サルヴァドール (エルサルバドル) パス
11 グリネイダ (グレナダ) ピース
12 グヮテマラ (グアテマラ) パス
13 アイティ (ハイチ) ラ・ペ
14 オンドゥーラス (ホンジュラス) パス
15 ジャメイカ (ジャマイカ) ピース
16 メヒコ (メキシコ) パス
17 ニカラグヮ (ニカラグア) パス
18  パナマー (パナマ) パス

19
セイント クリストファー アンド ニーヴィス
（セイント クリストファー アンド ネーヴィス）

ピース

20 セイント  ルーシャ (セントルシア) ピース
21 セイント ヴィンセント アンド ザ グレナディ-ンズ ピース
22 ユナイテッド ステイツ オブ アメリカ (アメリカ) ピース

1 アルヘンティーナ (アルゼンチン) パス
2-a ボリ－ヴィヤ (ボリビア) パス
2-b ウリウィヤ (ボリビア) スマ カンカニャ
2-c ボリビヤ スユ (ボリビア) アリン カウサイ
3 ブラジィウ (ブラジル) パス
4 チレ (チリ) パス
5 コロンビヤ (コロンビア) パス
6 エクヮドール (エクアドル) パス

7 ガイアナ (ガイアナ) ピース

8-a パラグヮイ (パラグアイ) パス
8-b パラグアイ(パラグアイ) プ・アワプ
9-a ペルー (ペルー) パス
9-b ペルー　スユ (ペルー) アリン カウサイ
10 スリナーム (スリナム) フレーデ
11 トリニダード  ｱﾝﾄﾞ トベイゴウ (トリニダード・トバゴ) ピース
12 ウルグヮイ (ウルグアイ) パス
13 ヴェネスゥエラ (ベネズエラ) パス

5.南アメリカ
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1 アルジャザーイル (アルジェリア) サラーム
2 アンゴーラ (アンゴラ) パシュ
3 ベナン (ベナン) ペ
4 ボツワーナ (ボツワナ) カヒソ
5 ビュルキナ  ファソ (ブルキナファソ) ペ
6 ブルンディ (ブルンジ) アマホロ
7 カ-ブ  ヴェルディ (カーボヴェルデ) パス

8-a カムルン (カメルーン) ペ
8-b キャメルーン (カメルーン) ピース
9 ベ・アフリカ (中央アフリカ) シィリリ

10-a チャド (チャド) ペ
10-b チャード (チャド) サラーム
11 コモーリ (コモロ) アマニ

12-a コンゴォ (コンゴ民主共和国) ンゲンバ
12-b コンゴォ (コンゴ民主共和国) キミア
12-c コンゴ (コンゴ民主共和国) アマニ
12-d コンゴ (コンゴ民主共和国) ブポレ
13-a コンゴォ (コンゴ共和国) キミア
13-b コンゴォ (コンゴ共和国) ンゲンバ
14 コート ディヴワール (コートジボワール) ペ
15 ジブティ (ジブチ) ペ
16 ミスル (エジプト) サラーム
17 ギネア  エクヮトリアル (赤道ギニア) パス
18 エルトゥラー (エリトリア) サラーム
19 スワティーニ (エスワティニ) グートゥーラ
20 イトゥヨプヤ (エチオピア) サラーム
21 ガボン (ガボン) ぺ
22 ザ  ギャンビア (ガンビア) ピース

23-a ガーナ (ガーナ) ピース
23-b ガーナ (ガーナ) アソムジェエー
24 ギネ (ギニア) ペ
25 ギネ  ビサウ (ギニアビサウ) パシュ
26 ケニヤ (ケニア) アマニ
27 レソゥト－ (レソト) ホーツォ
28 ラィビ－リア (リベリア) ピース
29 リービヤー (リビア) サラーム
30 マダガシィカーラ (マダガスカル) ファンディリャパハレマナ
31 マラーウィ (マラウイ) ムテンデーレ

32-a マリ (マリ) ペ
32-b マリ (マリ) ニェスマ
33 ムーリーターニヤー (モーリタニア) サラーム
34 モーリシャス (モーリシャス) ピース
35 アルマグリブ (モロッコ) サラーム

6.アフリカ
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36 モサンビーケ (モザンビーク) パシュ
37 ナミビア (ナミビア) ピース
38 ニジェ－ル (ニジェール) ペ

39-a ナイジーリア (ナイジェリア) ピース
39-b ナイジェリヤ (ナイジェリア) ザマン・ラーフィヤ
39-c ナイジェリア (ナイジェリア) ウド
39-d ナイジーリア (ナイジェリア) アラーフィア
40 ルワンダ (ルワンダ) アマホロ
41 サゥン トメ イ プリンシィペ (サントメ・プリンシペ) パシュ

42-a セネガル (セネガル) ぺ
42-b スヌガル (セネガル) ジャンム
43 セセル (セイシェル) ラ・ペ
44 シィエラ  リオーン (シエラレオネ) ピース
45 ソーマーリヤ (ソマリア) ナバド
46 サウス  アフリカ (南アフリカ) ピース
47 サウス　スーダーン (南スーダン) ピース
48 アッスーダーン (スーダン) サラーム
49 タンザニア (タンザニア) アマニ
50 トゴ (トーゴ) ペ
51 トゥーニス (チュニジア) サラーム

52 ユガンダ (ウガンダ) ピース

53 ザンビア (ザンビア) ピース
54-a ジインバブウェー (ジンバブエ) ルンヤラロ
54-b ジインバブウェー (ジンバブエ) ウグトゥーラ

1 オール ジ アザ― リージョンズ オブ ザ ワールド ピース

7.その他のすべての地域

世界人類が平和でありますように 
May Peace Prevail on Earth 

今、私たち一人一人は 
世界中の人々の神聖とつながり 

響き合っています 
心静かにこの響きを感じてください 
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世界人類が平和でありますように

May Peace Prevail on Earth
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SOPP２０２１視覚化アンケートのお願い 

 

 

 

<言葉の視覚化とは> 
 アンケートなどの結果を文字の大きさや色で表現することで、それぞれのメ
ッセージや世界観を豊かに伝えるコミュニケーションの形です。遊び心をも
ってご参加いただけましたら幸いです。 
 

 
 
 
 

                          
 

    

ムページよりご入力ください。5/16（日）13:30~5/19（水）00:00 

① 白光ホームページ→ニュース＆トピックス→SOPP2021「ひと 

こと」アンケート 

 ②「ひとこと」単語を入力する→送信ボタンを押す。（ご応募完了） 

例）「希望」、「つながり」、「未来」、「Peace」 

 

       
 

 

 

 

 

※ニュース＆トピックスからご皆様の「ひとこと」を随時確認できます 

サンプルです 

※ご応募が多い言葉が大きく表示されます 

 

 

 

本日は、ご参加ありがとうございました。ぜひ SOPP２０２１にご参加いた
だいた皆様の心に響いている「ひとこと」をご応募ください。※アンケート
結果は、白光真宏会公式サイトでご覧になれます。 
 

 

【アンケート応募手順】 
    SOPP２０２１を「ひとこと」（単語）に表していただき、白光の公式サイト

よりご入力ください。受付期間：5/16（日）13:30~5/19（水）24:00 
① 白光真宏会の公式サイト→ニュース＆トピックス→SOPP2021「ひとこと」
アンケート 

 ②「ひとこと」単語を入力する→③ 送信ボタンを押す。（それでご応募完了です） 
例）「希望」、「つながり」、「未来」、「Peace」 

 

③ 送信ボタンを押す 

（ご応募完了） 

② 入力はこちらから 
 Enter a word 

インターネットによる 
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２０２１年 ＳＯＰＰアンケート 
Symphony of Peace Prayers 2021Questionnaire 

 本日はお忙しい中、「Symphony of Peace Prayers～世界平和交響曲～」

にご参加くださいまして、誠にありがとうございます。今年も富士聖地

での開催が叶わず、ご自宅からのご参加をお願いいたしました。 

今後の参考のためにアンケートにお答えいただければと存じます。 

後日 FAX(0544-29-5111)または白光真宏会 SOPP実行委員会あてにお

送りください。ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 

◎今回のＳＯＰＰは、どのようなかたちでご参加くださいましたか。 

 

□ブックレットを使った        □YouTubeの動画を使った 

□その他                                    

 

◎一番心にのこったプロクラムは何でしたでしょうか。（例：各宗教の平和の

祈り、世界各国の平和の祈りなど） 
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◎今回のようなかたちでのＳＯＰＰご参加でお感じになったことやお気づきの

点はございましたか。 

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

 

ご協力ありがとうございました／Thank you very much for your feedback. 

白光真宏会 SOPP実行委員会 

〒418-0102 静岡県富士宮市人穴 812-1 

 
MAY PEACE PREVAIL ON EARTH 
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白光真宏会：SOPP 実行委員会
〒418-0102　静岡県富士宮市人穴 812-1
                           TEL　 0544-29-5100
                           FAX　0544-29-5111

HomePage： https://www.byakko.or.jp  ( 日本語 )
　　　　　　https://www.symphonyofpeaceprayers.com  ( 英語 )
         E-mail ：  info_sopp@byakko.or.jp  ( 日本語 ) 


