
グローバル・ネットワーク
「富士宣言」は、西園寺昌美（公益財団法人 五井平和財団会長）、アーヴィン・
ラズロ（ブダペストクラブ創始者）、西園寺裕夫（公益財団法人 五井平和財団
理事長）の3 氏が発起人となり、2015年に発足しました。自らの神聖なる精神
を認め、人と人、人と自然の生命のつながりを大切にし、真に豊かで調和した
地球社会を目指す、個人と団体によるグローバルなネットワークです。
発足にあたって、世界中から60を超えるパートナー団体と国家元首、ノーベル賞
受賞者、科学者、芸術家、著作家、平和運動家などを含む200名以上の設立署名人
が集まりました。

「富士宣言」に署名して下さい
あなたが、思いやりに溢れ、自然と調和した世界を切望し、「富士宣言」のビジョンに賛同されるなら、ぜひ

「富士宣言」に署名して下さい。
世界中で、多くの人々が「富士宣言」に賛同し、自分の生き方に取り入れることを表明しており、その有志の輪は
世界各地、各分野に広がっています。
あなたも、この明るく豊かな未来をつくるための世界規模のムーブメントに参加して下さい。

「富士宣言」への署名は、こちらから： www.fujideclaration.org/ja/

「富士宣言」を取り入れてみましょう
署名をされたら、日々の生活の中に取り入れてみて下さい。

1. オンラインでの会話
あなたのアイデアや考え、感じたことなどを「富士宣言」ウェブサイトの「アクション」のページに書き込んで、
グローバルな発信をしましょう。

2. 学術的な研究と投稿記事
ウェブサイトの「アクション」と「ブログ」ページでは、「富士宣言」が目指すゴールに向けた学術的な研究や、著名
な賛同者による示唆に富む投稿記事を多数読むことができます。

3. 仲間との対話やグループ活動での紹介
多くの人が、自分が参加している対話の場やグループ活動の中で、「富士宣言」を紹介しています。特に「一人一人
の宣言」にある5つのエッセンスは、意見交換のテーマとして頻繁に取り上げられています。

4. 団体のプログラムに取り入れる
あなたの団体が行っている、より良い社会を目指すプログラムに「富士宣言」を取り入れましょう。

「富士宣言」をヒントにして、ワークショップ、イベントの内容をさらに充実させましょう。

5. 「富士宣言」を広める
友人・知人に「富士宣言」を紹介し、賛同者を増やしましょう。紹介する際のメールの定型文やその他のツールは、
ウェブサイトの「みんなに伝えよう」ページで提供しています。

新しい文明への道筋の探究

 www.fujideclaration.org

 facebook.com/fujideclaration

 twitter.com/fujideclaration

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

人類が今日の世界の危機的状況を乗り越えるためには、新たなパラダイムへの変換が必要です。そのために
「富士宣言」の価値観を共有する賛同者たちが英知を結集して、新しい文明に向けた取り組みを進めています。
その一つとして、専門家による経済、政治、ビジネス、メディア等、各分野の将来のビジョンと、その実現に向けた
プロセスについてのリサーチを行い、具体的なアクションプランへと発展させています。

「富士宣言」は、学際的な英知の結集と協働により、人々の意識と現代社会のあらゆる領域に変革を起こそうと
いう、壮大なプロジェクトでもあるのです。



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

The Fuji Declaration: Awakening the Divine Spark in the Spirit of Humanity 

For a Civilization of Oneness with Diversity on Planet Earth

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。 

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。

一人一人の宣言

私たちは未来世代に対して、責任ある個として、

 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、

ここに宣言するものである。

「富士宣言」5つのエッセンス

人間が本来持つ神聖なる精神を認めること

真の平和を築くための生き方をすること

すべての生命を尊重し、活かすこと

限りない創造性を発揮すること

調和した精神文明の実現を目指すこと

富士宣言新しい世界へのビジョン
「富士宣言」の趣旨は、人間は本来、愛・調和・英知・美などの神聖なる精神を持つものであり、
一人一人がこの精神性に沿った生き方をすることにより、生命の尊厳性に満ちた、真に調和
した文明を実現しようというものです。
この趣旨に基づき、すべての生命が多様性の中で一つにつながる世界に向けて、人々が手を
携えていくことを呼びかけています。
多くの心ある人々が集まれば、持続不可能な方向へ社会を動かしてきた従来の考えを覆し、
未来の世代のために、調和と繁栄の文明に向けて、大きな一歩を踏み出すことができます。
皆の力で、人類の歴史に新しいページを開くことができるのです。
人間が持つ神聖なる精神を開花させ、物質的にも精神的にもさらに進化した文明文化の実現
に向けて、行動を始めようとする人々が世界中で増えています。

「富士宣言」は、そうした地球市民の道標となるものです。
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The Fuji Declaration: Awakening the Divine Spark in the Spirit of Humanity 

For a Civilization of Oneness with Diversity on Planet Earth

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。 

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。

一人一人の宣言

私たちは未来世代に対して、責任ある個として、

 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、

ここに宣言するものである。

「富士宣言」5つのエッセンス

人間が本来持つ神聖なる精神を認めること

真の平和を築くための生き方をすること

すべての生命を尊重し、活かすこと

限りない創造性を発揮すること

調和した精神文明の実現を目指すこと

富士宣言新しい世界へのビジョン
「富士宣言」の趣旨は、人間は本来、愛・調和・英知・美などの神聖なる精神を持つものであり、
一人一人がこの精神性に沿った生き方をすることにより、生命の尊厳性に満ちた、真に調和
した文明を実現しようというものです。
この趣旨に基づき、すべての生命が多様性の中で一つにつながる世界に向けて、人々が手を
携えていくことを呼びかけています。
多くの心ある人々が集まれば、持続不可能な方向へ社会を動かしてきた従来の考えを覆し、
未来の世代のために、調和と繁栄の文明に向けて、大きな一歩を踏み出すことができます。
皆の力で、人類の歴史に新しいページを開くことができるのです。
人間が持つ神聖なる精神を開花させ、物質的にも精神的にもさらに進化した文明文化の実現
に向けて、行動を始めようとする人々が世界中で増えています。

「富士宣言」は、そうした地球市民の道標となるものです。



グローバル・ネットワーク
「富士宣言」は、西園寺昌美（公益財団法人 五井平和財団会長）、アーヴィン・
ラズロ（ブダペストクラブ創始者）、西園寺裕夫（公益財団法人 五井平和財団
理事長）の3 氏が発起人となり、2015年に発足しました。自らの神聖なる精神
を認め、人と人、人と自然の生命のつながりを大切にし、真に豊かで調和した
地球社会を目指す、個人と団体によるグローバルなネットワークです。
発足にあたって、世界中から60を超えるパートナー団体と国家元首、ノーベル賞
受賞者、科学者、芸術家、著作家、平和運動家などを含む200名以上の設立署名人
が集まりました。

「富士宣言」に署名して下さい
あなたが、思いやりに溢れ、自然と調和した世界を切望し、「富士宣言」のビジョンに賛同されるなら、ぜひ

「富士宣言」に署名して下さい。
世界中で、多くの人々が「富士宣言」に賛同し、自分の生き方に取り入れることを表明しており、その有志の輪は
世界各地、各分野に広がっています。
あなたも、この明るく豊かな未来をつくるための世界規模のムーブメントに参加して下さい。

「富士宣言」への署名は、こちらから： www.fujideclaration.org/ja/

「富士宣言」を取り入れてみましょう
署名をされたら、日々の生活の中に取り入れてみて下さい。

1. オンラインでの会話
あなたのアイデアや考え、感じたことなどを「富士宣言」ウェブサイトの「アクション」のページに書き込んで、
グローバルな発信をしましょう。

2. 学術的な研究と投稿記事
ウェブサイトの「アクション」と「ブログ」ページでは、「富士宣言」が目指すゴールに向けた学術的な研究や、著名
な賛同者による示唆に富む投稿記事を多数読むことができます。

3. 仲間との対話やグループ活動での紹介
多くの人が、自分が参加している対話の場やグループ活動の中で、「富士宣言」を紹介しています。特に「一人一人
の宣言」にある5つのエッセンスは、意見交換のテーマとして頻繁に取り上げられています。

4. 団体のプログラムに取り入れる
あなたの団体が行っている、より良い社会を目指すプログラムに「富士宣言」を取り入れましょう。

「富士宣言」をヒントにして、ワークショップ、イベントの内容をさらに充実させましょう。

5. 「富士宣言」を広める
友人・知人に「富士宣言」を紹介し、賛同者を増やしましょう。紹介する際のメールの定型文やその他のツールは、
ウェブサイトの「みんなに伝えよう」ページで提供しています。

新しい文明への道筋の探究

 www.fujideclaration.org

 facebook.com/fujideclaration

 twitter.com/fujideclaration

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

人類が今日の世界の危機的状況を乗り越えるためには、新たなパラダイムへの変換が必要です。そのために
「富士宣言」の価値観を共有する賛同者たちが英知を結集して、新しい文明に向けた取り組みを進めています。
その一つとして、専門家による経済、政治、ビジネス、メディア等、各分野の将来のビジョンと、その実現に向けた
プロセスについてのリサーチを行い、具体的なアクションプランへと発展させています。

「富士宣言」は、学際的な英知の結集と協働により、人々の意識と現代社会のあらゆる領域に変革を起こそうと
いう、壮大なプロジェクトでもあるのです。
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人間の本質の顕現について

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。

人類共通の使命について 

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。

生命の尊重について 

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。

創造性の発揮について 

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。 

進化に向けた一歩について 

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、

富士宣言
一人一人の宣言

私たちは未来世代に対して、責任ある個として、

ここに宣言するものである。

署名サイン　　　氏名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　

http://www.fujideclaration.org
http://fujideclaration.org/ja/



