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<会報 2011年 9・10月号 公文書> 

 

 2011 年平和旬間 会長談話  

 

平和を願うすべての人々へ 

 

 今年も平和旬間が巡ってきました。日本のカトリック教会は 8 月 6 日から 15 日までを平和旬間とし

て定め、平和について学び、祈り、行動するよう呼びかけています。 

 世界の歴史に刻まれる出来事に遭遇する機会は、人間の 100年にも満たない人生の中でそれほど頻繁

には与えられません。しかし今年、私たちは日本において未曾有の災害に遭遇し、その日、2011 年 3

月 11 日は、必ずや歴史に刻まれる日となるに違いありません。東日本大震災は 2 万人をこえる生命を

奪い去りました。多くの人が、愛する人を失い、人生を生きてきた証を失い、仕事を失い、積み重ねて

きたすべてを失いました。復興には険しく長い道のりが待ち受けています。2011 年の平和旬間を迎え

るにあたり、私はまず、今回の大震災で亡くなられた方々のために祈り、被災された多くの方々にお見

舞い申し上げるとともに、一日も早い復興をお祈り申し上げます。また福島においては原子力発電所の

事故が未解決であり、不安のうちに暮らしておられる方々に安全と安心がもたらされますことを、心か

ら祈ります。 

 この悲劇が発生した理由を私たちが完全に知ることは不可能でしょう。ただ私たちの信仰は、困難と

苦しみの中からも新しい希望が芽生えることを教えています。巨大な地震と津波の力は、人間が万全だ

と想定していた災害への備えをさえ、凌駕する強大なものでした。私たちはこの現実の前に、ただ謙虚

に頭を垂れ、大自然の前でどれほど人間が無力であるかを、素直に認めたいと思います。同時にその無

力さこそが私たちを、人間の知恵を遙かに超えた偉大な神の力をあらためて実感させるのです。私たち

には、これまでの生活のあり方を見直し、神の創造されたすべてのものの前に謙虚である生き方を模索

することが求められています。 

 さて、前教皇ヨハネ・パウロ二世が日本を訪問されて、今年で 30 年になります。5 月 1 日に福者に

あげられた前教皇は、来日された際に広島に足を運ばれ、平和アピールを発表されました。その中で前

教皇は、若者たちにこう呼びかけました。 

 「ともに手をとり合って、友情と団結のある未来をつくろうではありませんか。 

窮乏の中にある兄弟姉妹に手をさし伸べ、空腹に苦しむ者に食物を与え、家のない者に宿を与え、踏

みにじられた者を自由にし、不正の支配するところに正義をもたらし、武器の支配するところには平和

をもたらそうではありませんか。 

 あなたがたの若い精神は、善と愛を行なう大きな力を持っています。人類同胞のために、その精神を

つかいなさい」 

 その上で前教皇は、神を信じるすべての人にこう呼びかけました。 

「われわれの力をはるかに超える神の力によって勇気を持とうではありませんか。 

 神がわれわれの一致を望まれていることを知って、団結しようではありませんか。 

 愛を持ち自己を与えることは、かなたの理想ではなく、永遠の平和、神の平和への道だということに

目覚めようではありませんか」。 

 まさしく今、国内外から被災された方々へ手をさしのべ、その隣人となろうとしている多くの人の姿

があります。寝食を忘れて尽くす多くの人のうちに「愛を持ち自己を与える」姿があります。巨大な悲

劇の中で私たちは、神における希望を忘れることなく、「神の平和への道」が、日本で具体的に芽生え

ている事実を目の当たりにしています。自らを与え尽くすまで人間を愛された主イエスの愛の姿こそ、

私たちが目指す平和の理想です。互いに助け合うとき、憎しみや復讐は消え去り、戦いの不毛さを確信

し、神に与えられたたまものとしての生命をいただく人間の尊厳を守り抜く決意が深まるのです。 
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 2011 年という日本の歴史にとって特別な年に、広島・長崎の原爆の日から始まって終戦記念日に至

る平和旬間を過ごすにあたり、私はあらためて平和を生み出す努力が必要であることを強調するととも

に、そのためにこそ互いを尊重し助け合う心をさらに深められますように、平和を願うすべての人々に

呼びかけます。 

 

               日本カトリック司教協議会 

会長 池長 潤(大阪教区大司教) 

 

 

 

 

 

 2011年平和旬間 会長談話（英語版） 

 

On the Occasion of Ten Days for Peace 2011 

Comments of the President of the Catholic Bishops’ Conference of Japan 

 

To All Who Wish For Peace, 

 

Ten Days for Peace has come again this year. The Catholic Church in Japan 

observes the days from August 6 to 15 as an annual period of Ten Days for Peace, and 

invites all to learn about and pray for peace and take action. 

The historical events of the world seldom happen during the lifetime of men 

and women who usually live for less than one hundred years. In Japan, however, we 

have faced an unprecedented disaster this year, and the day, March 11 will surely be 

inscribed in the world history. In the Great Eastern Japan Earthquake more than 

twenty thousand people died. A lot of people lost their loved ones, evidence that they 

had lived, their jobs, and everything that they had accumulated. The reconstruction 

has a rough and long process ahead of it. On the occasion of Ten Days for Peace 2011, I 

would like to pray for victims of this disaster, express my heartfelt sympathy to 

numerous afflicted people, and pray that the reconstruction will take place as soon as 

possible. Moreover, the nuclear power plant accident in Fukushima remains to be done, 

so I pray for those who are still living in anxiety that they can once again live safely in 

peace.  

It seems impossible for us to know the reason why this tragedy has happened. 

However, our faith guides us to know that a new hope will rise even from the 

difficulties and agony. The power of the gigantic earthquake and tsunami was so huge 

that the preparation for the disaster, which had been thought perfect, was useless. 

Faced with this reality, we bow our heads and humbly accept the powerlessness of 

humankind before the might of nature. At the same time, this powerlessness makes us 

realize the huge power of God, which transcends human knowledge by far. We must 

review previous lives and seek a lifestyle that will help us to become humble before all 

the creations of God.  

 

 Meanwhile, thirty years have passed since former Pope John Paul II, who was 
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beatified last May 1, visited Japan. He visited Hiroshima during his stay in Japan, and 

announced the Appeal for Peace, in which he said: “Let us together create a new future 

of fraternity and solidarity; let us reach out towards our brothers and sisters in need, 

feed the hungry, shelter the homeless, free the downtrodden, bring justice where 

injustice reigns and peace where only weapons speak. Your young hearts have an 

extraordinary capacity for goodness and love: put them at the service of your fellow 

human beings.” 

 Then the former Pope invited all who believe in God saying: “Let us be strong 

in his strength that infinitely surpasses our own; let us be united in the knowledge 

that he calls us to unity; let us be aware that love and sharing are not faraway ideals 

but the road to enduring peace – the peace of God.” 

 Now many people from home and abroad try to extend a helping hand to those 

who have been afflicted, and become their neighbors. These people who work wherever 

and whenever they can, are realizing the attitude toward “love and sharing”. Amid this 

terrible tragedy, we are witnessing the fact that movements toward “the road to the 

peace of God” are developing in Japan with hope in God. Christ the Lord, who loves 

people to the extent that He completely devotes himself to them, is precisely the ideal 

peace that we are looking for. When we help each other, we cease to hate or seek 

revenge, are convinced of the futility of wars, and are firmly determined to protect the 

dignity of humans who have been given life by God.  

 The Ten Days for Peace begins on the Anniversaries of the Atomic Bombings of 

Hiroshima and Nagasaki, and ends on the Commemoration Day for the End of World 

War II. On the occasion of these ten days in the special year 2011 of the Japanese 

history, I stress again the necessity of the efforts to generate peace, and call all who 

wish for peace to deeply promote the spirit to respect each other. 

 

Leo Jun IKENAGA, S.J. 

Archbishop of Osaka 

   President 

   Catholic Bishops’ Conference of Japan 

 

 

 

 

 新刊書籍案内  

 

 

※ 「霊的講話集 2010」  教皇ベネディクト十六世 

 

※ 「女性の神秘家・教会博士」  教皇ベネディクト十六世 

 

※ 「日々の祈り 改訂版 第二版」  カトリック中央協議会  

 

※ 「ロザリオの祈り 増補改訂版 第二版」  カトリック中央協議会  

 


