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浄瑠璃寺南に奈良市ゴミ焼却場を建設する現計画の撤回を求める署名

呼びかけ人のみなさん
本山修験宗第四代管長

作家

京都宗教者平和協議会理事長

瀬戸内 寂聴

宮城 泰年

はじめて、歩いて浄瑠璃寺を
訪れた時の感激を忘れません。
寺を包みこむように静かに息
づいていた美しい環境にも感
動したものです。それらを守
り続けるのは日本人としての
つとめです。

添田 隆昭

大阪大学名誉教授

京都橘大学文学部教授

龍谷大学教授

日本中世史・古代中世仏教史

細川 涼一

浄瑠璃寺の美しい景観と、中
川寺跡は、日本の財産です。
奈良市の計画はとても残念で
す。

浄瑠璃寺や中川寺跡周辺は、堀辰雄
の「浄瑠璃寺の春」からもうかがえ
るように、お寺の歴史的景観と周囲
の自然が一体になってこそ意味のあ
るものです。ゴミ焼却場建設に反対
します。

入澤 崇

東京大学大学院教授

山形大学教授

京都大学名誉教授

蓑輪 顕量

松尾 剛次

中村 一

京都大学名誉教授

龍谷大学教授

京都文教短期大学学長

哲学・応用倫理学

里山学研究センター研究員

安本 義正

聖護院門跡五十二世門主

里山もそこにある寺も自然環境を創
りそして守っているものです。こと
にこの地域は！ 立ち止まり検討し
撤回するのが行政の仕事です。

京都学園大学教授

平 雅行

仏教学・東アジア仏教

当尾の里と浄瑠璃寺の自然環境を守
ることは、日本人の心を守ることだ
と思います。壊したらもう元には戻
らないのが文化資産。昔の人の知恵

僧侶

総本山金剛峯寺執行長

日本中世史

日本中世史

仏教史学

浄瑠璃寺は、その周辺環境と
ともに、セットで守られるべ
きです。

と文化を見直す切っ掛けに。

人間総合科学大学教授

哲学・倫理学

高野山に伝わる声明の発祥の
地である中川寺成身院の旧蹟
の風光が保たれる様、関係の
皆さまのご努力をお願い申し
上げます。

仏教文化学

前龍谷ミュージアム館長

文化に対する奈良市の姿勢が
問われます。子孫から笑われ
る奈良市であってはなりませ
ん。なんとしても守るべし、
浄瑠璃寺を、当尾の里を！

造園学

浄瑠璃寺を取り巻く自然は、
日本がこれ以上失ってはなら
ないものの一つだと思います。
微力ですが、ゴミ処理場侵入
に反対したいと思います。

加藤 尚武

丸山 徳次

健全な環境、美しい景観を後
世に伝えていくことに責任を
感じます。中川寺の遺跡破壊
は将来に禍根を残すでしょう。

歴史を語る貴重な中川寺跡の破
壊を許してはいけません。美し
い自然と歴史・文化の宝庫の中
に生かされている私たちは、そ
の自然と歴史・文化を後世に伝
える責任があります。

同志社大学教授

臨済宗僧侶

京都感動案内社 代表役員

毎日歩きつづけているだけで
美しい想い出となるような里
を残して下さい。

教育史

沖田 行司

浄瑠璃寺付近は『古寺巡礼』に描か
れているように日本人の原風景の一
つでもあります。奈良市民だけの問
題ではなく、日本の風景を愛する日
本人全体の問題だと思います。

薩摩琵琶奏者

関川 鶴祐

20 世紀を通じて、人間中心の開発、
町づくりが行われ、貴重な自然や文
化が失われて参りました。自然ー里
山ー都市空間が一体となった社会の
構築が求められ、かつ人類が誇る精
神文化を正しく伝えてゆくことは、
今日に生きる私達の仕事です。

タレント

アーティスト

篠原 ともえ

浄瑠璃寺の吉祥天様が大好きです☆

浄瑠璃寺と当尾の里をまもる会

発起人： 般若寺 住職 工藤良任（代表）／浄瑠璃寺 副住職 佐伯功勝／弥勒の道プロジェクト 遠藤千尋
事務局： 〒630-8102 奈良市般若寺町221 般若寺
Tel:0742-22-6287 Fax:0742-22-7257 E-mail:campaign@save-joruriji.org http://save-joruriji.org/

宣京師・仏像ソムリエ

小嶋 一郎

「守るは難く、壊すは易し。」千年の
保全を、数十年の開発の犠牲にして
しまうのは、誠にもって忍び難いこ
とです。先人の守り伝えてきた日本
の原風景を、開発という名の津波に
さらすことは出来ません。

クリーンセンター

浄瑠璃寺南に奈良市ゴミ焼却場を建設する現計画の撤回を求める署名

奥田 太郎

南山大学准教授

藤原 栄善

高野山真言宗鷲林寺（兵庫県西宮市）住職

近森 憲助

鳴門教育大学教授

奥西 一夫

国土問題研究会副理事長

飯田 昭

倫理学

福永 真弓

東京大学大学院准教授

林寺 脩明

浄土真宗本願寺派正福寺（大阪市東淀川区）住職

町田 哲

鳴門教育大学准教授

中林 浩

神戸松蔭女子学院大学教授
弁護士

日弁連公害対策・環境保全委員会委員

藤井 豊

弁護士

自由法曹団京都支部幹事

高木 野衣

弁護士

自由法曹団京都支部幹事

中 淳志

写真家

菅野 仁

宮城教育大学教育学部教授

高木 宏

集団「四月の会」主宰

中村 覚祐

大悲山峯定寺（京都市左京区花背）住職

宮崎 芳泰

白毫寺（奈良市）住職

植村 海宥

岩船寺（木津川市当尾）副住職

松村 圭淳

不退寺（奈良市）住職

三谷 弘範

不空院（奈良市）住職

田辺 英夫

西念寺（木津川市鹿背山）住職

守田 蔵

工芸家（撥鏤作家）

二葉 晃文

龍谷大学国際学部教授

大石 晶教
萱野 正己

環境社会学・環境倫理学

国際教育開発
日本近世史
京都・まちづくり市民会議代表

社会学

「大石順教尼かなりや会」代表
「大石順教尼かなりや会」顧問

釈 恵子

誠心寺（京都市） 代表役員

大木 稔

奈良県美術展審査員（彫刻） 彫刻家

森川 輝一

京都大学公共政策大学院教授

吉永 明弘

江戸川大学社会学部准教授

蔵田 伸雄

北海道大学大学院文学研究科教授

鈴木 一弘

鈴木時代裂研究所代表

三浦 孝一

播磨石造美術研究会会長

佐伯 快勝

浄瑠璃寺住職

アレックス・カー
金 明姫

東洋文化研究者
アーティスト

マイケル・シーゲル

政治思想史

カトリック司祭（神言修道会）
環境倫理学

鈴木 真

関西福祉科学大学社会福祉学部准教授

荻野 丹雪

書家

西桂

日本庭園研究家

山内 清香

書道家

植村 幸雄

岩船寺住職

私たちも賛同します︒

賛同人のみなさん（2015年6月現在・賛同順）

哲学・倫理学

倫理学・哲学

加古川市文化財保護協会副会長

※上記以外にも多くの方が賛同人に加わっています。すべての賛同人は公式ウェブサイト (http://save-joruriji.org/) の賛同人一覧でご覧いただけます。
また公式ウェブサイト (http://save-joruriji.org/) にて、賛同人に加わっていただける方を随時募集しています。ぜひご応募ください。
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私たちは、浄瑠璃寺南に奈良市ごみ焼却場を建設する現計画を撤回するよう求めます。
平安貴族が憧れた極楽浄土の究極形、浄瑠璃寺の景観と文化財をまもろう。
平安期奈良の高僧、実範上人ゆかりの中川寺跡を次代につたえよう。
古都奈良の奥の院、石仏の里・当尾と奈良の歴史的絆を大切にしよう。

浄瑠璃寺と当尾の里をまもる会 発起人：般若寺 住職 工藤良任（代表）／浄瑠璃寺 副住職 佐伯功勝／弥勒の道プロジェクト 遠藤千尋
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