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臨時司教総会  

 

■2011年度臨時司教総会   

日 時  2012年 2月 13日（月）14:00－ 2月 16日(木)17:00 

場 所  日本カトリック会館  マレラホール 
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出席者  会  員     17人 

          来  賓     1人 

        オブザーバー  4人 

        司教総会事務担当スタッフ 8人 

 

報 告 

1. 東日本大震災に対する支援と復興状況について 

  2011 年 3 月 11 日に起こった東日本大震災から 1 年を迎えようとしている現在の復興状況と日本の教会

としての取り組みおよび今後の展望について、仙台教区・平賀徹夫司教、さいたま教区・谷 大二司教、

司教協議会復興支援担当・菊地 功司教、東京教会管区復興支援担当・幸田和生司教、大阪教会管区復

興支援担当・諏訪榮治郎司教、長崎教会管区復興支援担当・浜口末男司教、日本カトリック管区長協議

会・長谷川 潤管区長、日本女子修道会総長管区長会・西岡まゆみ管区長から報告が行われた。 

2. 東日本大震災に関するカリタスジャパンの対応について 

東日本大震災にあたっての、現在までの募金状況と活動状況がカリタスジャパン・菊地 功司教から報告

された。2月 6日現在のカリタスジャパンへの募金は、654百万円、国際カリタスからの募金が 469百万

円で計 1123百万円、援助金支出合計は 632百万円となった。主な援助として仙台サポートセンターや各

管区で担当しているベースへの支援の他、見なし仮設住宅への暖房器具支援や仮設商店街の復興支援な

ども行われている。 

3. 2012年日本カトリック司教協議会年間活動方針について 

  12月の常任司教委員会において立案した来年度の司教協議会年間活動方針について、以下の主要 3本柱 

に沿って内容が報告された。①東日本大震災に対する復興への祈りと協力、②二十六聖人列聖 150年と 

日本再宣教 150周年を迎えるにあたっての対応、③「信仰年」の開催にあたっての対応。 

4. 新教会法典第Ⅵ集「教会における制裁」改訂に関する日本司教協議会としての提案について 

教皇庁・法文評議会より、新教会法典第Ⅵ集「教会における制裁」の改訂案に対して、司教協議会とし

ての意見を提出してほしいとの依頼があり、司教方の諸意見に基づき教会行政法制委員会が作成した返

答を送付する報告が行われた。 

5. 女性の祭壇奉仕と新しい英語版 Roman Missalの発行について 

典礼委員会から以下の報告が行われた。 

   ①女性の祭壇奉仕について 

女性が祭壇で奉仕することは、すでに多くの共同体で実践されているが、その規定については明確に

通知されていなかった。教皇庁では 1994年に女性の祭壇奉仕について認めている。 

②新しい英語版 Roman Missalの発行と外国語の典礼書の使用に関する規定について 

     2011 年 11 月 27 日から、2002 年発行の Missale Romanum ラテン語規範版第 3 版に基づく新しい英語

版 Roman Missalが欧米とオセアニアの英語圏の司教協議会で使用され始めた。他の司教協議会によっ

て認可された外国語の典礼書を用いる場合は、教区司教の同意を得て使用することになるが、認可し

た司教協議会が異なる場合は、適応内容が異なるので、留意する必要があることが報告された。 

6. 2011年 WYDマドリード大会日本巡礼団に関する報告 

  2011年 8月、スペインのマドリードで開催された World Youth Day(WYD)に参加した日本巡礼団の事前準 

備および大会中、大会後の取り組みについて、青少年司牧部門の郡山健次郎責任司教より報告が行われ

た。 

7. 「2012年四旬節キャンペーン大綱」承認に関する報告 

2011年 12月の常任司教委員会において、「2012年四旬節キャンペーン大綱」が大要以下のように承認さ

れたことが報告された。 

① 四旬節献金の意向 教皇様の四旬節の意向に合わせて行う。 

② 献金目標額    一億円 

③ 援助金使途配分  国内・海外を問わず、その年に必要とされている援助活動に配分する。 

8. 「司牧の手引き」作業状況に関する報告 
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 「司牧の手引き」編纂特別委員会委員長の前田万葉司教より、「司牧の手引き」編纂作業状況として、「司

牧の手引き」（婚姻、葬儀）に関するアンケート実施、同手引き「葬儀」掲載内容、同手引きの取り扱い

テーマと優先順位の報告が行われた。 

 

審 議 

1. 四旬節の「公式祈願」改訂訳について 

本司教総会での諸意見を加味して修正した四旬節の「公式祈願」の改訂訳を教皇庁・典礼秘跡省に提出

することを承認した。 

2. 「朗読福音書」の「緒言」について 

本司教総会での諸意見を加味して修正した「朗読福音書」に掲載する「緒言」を教皇庁・典礼秘跡省に

提出することを承認した。 

3. 長崎大司教区西坂巡礼所を日本の巡礼所（National Sanctuary）とすることについて 

長崎大司教区西坂巡礼所を日本の巡礼所とすることを承認した。また、本司教総会での諸意見を加味し

て修正した「日本カトリック長崎・西坂巡礼所」規則を承認した。 

4. 「日本二十六聖人長崎への道」を日本の巡礼の道とするための準備について 

「日本二十六聖人長崎への道」を日本の巡礼の道とするための準備として提案された諸事項および「巡

礼マップ製作基準」を承認した。 

5. 日本聖書協会から依頼された新翻訳聖書の用語検討について 

   日本聖書協会から依頼された新翻訳聖書の用語検討に関しては、カトリック司教協議会として本総会に

提出された回答書を送付することを承認した。 

6. 日本カトリック神学院の中央協議会への組み入れについて 

2012年 4月 1日付けで、日本カトリック神学院をカトリック中央協議会の一事業体として同協議会に組

み入れることを承認した。 

7. 第 10回 FABC総会代表参加者選出について 

第 10 回 FABC 総会の代表参加者として髙見三明大司教、大塚喜直司教を、補欠候補者として郡山健次郎

司教を選出した。また、日本司教協議会としての第 10 回 FABC 総会に対する準備については、代表参加

者が必要に応じて常任司教委員会に諮りながら、進めていくこととした。 

8. 2012年度司教総会日程確定について 

2012年度司教総会会期を以下のとおり確定した｡ 

2012年度定例司教総会  2012年 6月 19日（火）－ 23日（土） 

2012年度臨時司教総会  2013年 2月 18日（月）－ 22日（金） 

2012年度特別臨時司教総会予備日  2012年 10月 5日（金） 

9. 2012年度(宗)カトリック中央協議会収支予算書案承認について 

2012年度(宗)カトリック中央協議会収支予算書案を、2012年度(宗)カトリック中央協議会収支予算書と

することを承認した｡ 

 

 

 常任司教委員会  

 

■2月定例常任司教委員会   

日 時  2012年 2月 2日（木）10：00－15：10 

場 所  日本カトリック会館  会議室 2 

出席者  委  員  7人 

事務局 8人 
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報 告 

1. 教皇庁人事について 

1月 5日、教皇ベネディクト十六世は、教皇庁内赦院院長のフォルトゥナート・バルデッリ枢機卿の定年

による退任願いを受理し、新内赦院院長として教皇庁司教省局長のマヌエル・モンテイロ・デ・カスト

ロ師を任命した。マヌエル・モンテイロ・デ・カストロ大司教は、2月 18日に枢機卿に親任される。 

2. 次回、ワールドユースデーに対応する体制について 

1月 16日、主にワールドユースデーマドリード大会にかかわった青少年司牧担当者との会合を行った報

告が行われた。次回 WYDは、2013年 7月 23日～28日までブラジル・リオデジャネイロで開催される。

大学生や高校生は、夏休み前の試験などで参加人数は限られると予測されるため、日本からの公式巡礼

団に参加できない日本人および滞日外国人の青年のための対応を、今後検討していく予定。 

3. 日本カトリック教誨師連盟新会長選出について 

司教協議会の公認団体である日本カトリック教誨師連盟の新会長として、広島教区の荻 喜代治師が選出

された報告が届いた。全国教誨師連盟の会合に参加するカトリック教会の代表者として、今後は荻 喜代

治師に依頼する。 

4. 東日本大震災に関するカリタスジャパンの対応について  

東日本大震災にあたっての、現在までの募金状況と活動状況がカリタスジャパン・菊地 功司教から報告

された。1月 30日現在のカリタスジャパンへの募金は、651百万円、国際カリタスからの募金が 469百

万円で計 1120百万円となった。 

5. 中央協議会の口座に入金された義援金について 

1月 31日現在、中央協議会の口座に入金された東日本大震災関連の義援金とその使途に関する報告が行

われた。義援金総額は 73,008,215円、支出合計は、16,264,978円、残高は 56,743,237円となった。 

6. 予算審査会での懸案事項について 

1月 11日に開催された予算審査会において、2012年度予算の審査を行った際に出された懸案事項が報告 

され、懸案事項への対応と今後の方向性を確認した。 

7. FABC-OHD主催 BISA-Ⅷ会合参加について 

2012年 1月 18日～24日に「カトリック社会教説の光の中－アジアの課題とチャレンジに対する教会の

対応－」をテーマとしてタイで開催された BISA-Ⅷの会合に、常任司教委員会の要請を受けて参加した

押川壽夫司教からの報告書を紹介した。 

 

審 議 

1. 2011年度臨時司教総会内容確定について 

本年 2月 13日-17日に開催予定の臨時司教総会で取り扱う報告事項および議題の確定を行った。詳細は、

臨時司教総会報告参照。 

2. 日本聖書協会から依頼されている新翻訳用語について 

日本聖書協会から依頼された新翻訳聖書事業関連の用語の検討については、聖書・教理部門担当司教か

ら提出された見解案に本常任司教委員会での諸意見を加味して修正した見解を 2011年度臨時司教総会 

に諮り、日本カトリック司教協議会としての返答を行う。 

3. 聖週間の典礼に関する補足事項について 

典礼委員会が準備した「聖週間の典礼に関する補足事項」を各教区事務所を通じて配布する。また、カ

トリック中央協議会ウェブサイトで公表することを申し合わせた。 

4. 2012年四旬節に向けての司教協議会会長談話について  

本常任司教委員会の諸意見を加味して修正した、2012年の四旬節の過ごし方に関する司教協議会会長談

話を各所に配布することを承認した。 

5. 「信仰年」に関する司教協議会としての取り組みについて 

2012年 10月 11日から始まる「信仰年」に対する取り組みについて、司教同士で忌憚なく話し合える場

を 2011年度臨時司教総会中に設けることとした。 
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6. 『司牧の手引き』編纂特別委員会からの提案について 

『司牧の手引き』編纂特別委員会から総会に諮る事項として提案された「司牧の手引き『葬儀』（案）の

適応事項」については、典礼委員会等専門機関の確認を取ってから検討することが望ましいこと、また

「『司牧の手引き』編纂作業の優先順位」については、過去に司教協議会として発表した公式規定なども

含める必要があることから、2011 年度臨時司教総会において議案とはせず、『司牧の手引き』作成の作

業状況を報告事項として加えることとした。 

7. 中央協議会発行出版物の企画承認について 

出版審議会から提出された以下の書籍を中央協議会から発行することと出版企画書を承認した。 

①書籍名 自発教令『信仰の門 「信仰年」開催の告示』 

内 容  教皇ベネディクト十六世自発教令“Porta fidei”の翻訳出版 

②書籍名 使徒的勧告 主のことば 

内 容 教皇ベネディクト十六世の第 12回シノドス後の使徒的勧告“Verbum Domini”の翻訳出版 

③書籍名  教皇ベネディクト十六世『霊的講話集 2011』 

  内 容  教皇ベネディクト十六世の講話集 2011年版のペトロ文庫による出版 

8. 2012年度（宗）カトリック中央協議会収支予算書案承認について 

財務委員会から提出された 2012 年度カトリック中央協議会収支予算書案を、2011 年度臨時司教総会へ

常任司教委員会から提出する正式な同収支予算書案とすることを承認した。 

 

 

 終身助祭養成委員会  

 

■定例会議 

日 時  2012年 2月 13日（月）10:00－12:00 

場 所  日本カトリック会館 会議室 5 

出席者  7人 

 

審 議 

次回の「終身助祭の集い」について 

2012年 9月 18日－20日に安里教会（那覇教区）で開催する掲記会議のスケジュールの検討を行った。 

 

次回定例会議 未定 

 

 

「司牧の手引き」編纂特別委員会  

 

■2011年度第 3回委員会 

日 時  2012年 1月 27日（金）15：00－19：00 

場 所  カトリック広島司教館 集会室（広島市） 

出席者  5人 

 

報 告  

2012年 1月常任司教委員会における臨時司教総会提出議題の取り扱いについて 

①「司牧の手引き『婚姻』」について 

重版するか改訂するかは、現場の司祭たちの意見を聞いた上で、改めて常任司教委員会の場で審議を
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行う。 

②「司牧の手引き『葬儀』」について 

発行については、現場の司祭たちに広く意見を聞いた上で、常任司教委員会に提出した上、総会に諮

った方がよいが、作成段階において司教方に承認を求めたい事項を列挙して提案するのであれば、総

会に諮ることも可能である。 

③「司牧の手引き」で取り扱いが求められるテーマについて 

「司牧の手引き」作成作業の優先課題については、総会で意見を求めることもできるが、具体的な優

先課題を２月の常任司教委員会に諮ったうえで総会に諮るかどうかを決定する。 

 

審 議 

1. 「司牧の手引き『婚姻』」の改訂作業について 

各教区事務所に 2月初旬をめどに調査協力願いを発送し、4月末をめどに回収する。  

2. 「司牧の手引き『葬儀』」の発行に向けて 

①構成については、冒頭に「カトリック葬儀」という言葉の意味内容を明記することとし、おおむね了

承した。 

②臨時司教総会の承認を必要とする事項については、資料に基づき検討の結果、秘書が議案形式に取り 

まとめ、臨時司教総会の議題案として提出する。 

3. 「司牧の手引き」で取り扱うテーマの案について 

「初聖体と初告白」「堅信式」「病者の司牧」などを優先順位の高いものとし、全体で 20ほどのテーマを

提案する。 

 

次回委員会 2012年2月17日（金）17:00－19:00 日本カトリック会館 

 

 

典礼委員会  

 

■典礼用「詩編」改訂小委員会 

日 時  2012年 1月 30日（月）10:00－11:00 

場 所  日本カトリック神学院 東京キャンパス（東京・練馬区） 

出席者  4人 

 

1月 12日の典礼委員会定例会議で確認した作業方針に基づいて、今後の当小委員会の作業手順などについて

検討した。 

 

 

■「公式祈願」研究小委員会 

日 時  2012年 1月 30日（月）11:00－15:30 

場 所  日本カトリック神学院 東京キャンパス（東京・練馬区） 

出席者  3人 

 

「種々の機会のミサ」の公式祈願の見直しを行った。 
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学校教育委員会  

 

■第 132回 学校教育委員会 

日 時  2012年 2月 2日（木）18：00－20：00 

場 所  日本カトリック会館 会議室 4 

出席者  7人 

 

審 議 

1. 「第 25回校長・理事長・総長管区長の集い（集い）」 

 （1）アンケート①②③（『会報』前号、「第 131回学校教育委員会議事録」参照）最終案の確認 

アンケート②の最後に、｢カトリック学校の存廃問題に対する司教団の対応規定｣の根拠ともなってい 

る｢教会法第 806条 1項｣を入れる。 

（2）案内状発送日とアンケート返信締め切り日の確認 

・案内状は、2月 7日から 10日の間に発送する。 

・アンケートの締め切りは、3月 10日（土）とする。 

 （3）グループ分け作業とアンケートまとめの作業日程 

   ・作業部会は、3月 26日（月）9時 30分から、幼きイエス会 ニコラ・バレ修道院 （東京・千代田区）

で行う。 

・アンケートの文字入力は委員で分担し、そのデータを作業部会の前に各委員にメールで送り、事前

に読んでおいてもらう。 

・作業部会では、アンケートを基に、分科会の話し合いのポイントを決め、4月 12日の委員会への提

案も決める。 

・グループ分けは分科会参加者の立場を考慮し、バランスを見ながら 25グループに分ける。 

 （4）「集い」参加者申し込み締め切り日 

3月 19日（月）とする。 

（5）2012年度臨時司教総会（2013年 2月）への提案 

今回のアンケートや分科会で出された司教団承認文書についての意見をまとめ、「学校教育委員会と 

しての提案」という形で準備し、事前に常任司教委員会に提出する。 

2. 学校教育委員会が企画するべき教員研修会 

 （1）「長崎・五島研修旅行」の 2013年度実施の可能性 

学校教育委員会主催で、2013年度からの実施を前提に、以下の要領で行う。 

* 第 1回研修旅行(2013年 8月)のコーディネーターは、品田委員とする。 

* 研修費用 3泊 4日で 1人 8万円くらい 

* 参加人数 多くて 20人 

* 実施時期 8月のお盆過ぎを予定 

* 委員会としての下見を 3月 21日－23日に、梶山秘書、品田委員、片山委員で行う。 

* 学校の予算の関係上、今回の「集い」で、この教員研修会を早めに紹介しておく。 

 （2）信徒教員を対象とした研修会 

一般の教職員を対象とした勉強会や研修会を指導できる人の養成などを、今後継続して考える。 

（3）昨年 4月発行の『キリスト教理解のために』を普及浸透させるための研修会 

アンケートの回答結果を見た上で、継続して考える。 

 

次回会議 2012年 4月 12日（木）15：30－17：30 日本カトリック会館 
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諸宗教部門  

 

■第４回会議 

日 時  2012年 2月 17日（金）15：00－17：15 

場 所  日本カトリック会館 会議室 3 

出席者  11人 

 

委員による研修 

石丸委員より「法然上人と出会って」のテーマで、昨年回忌 800年を迎えた法然上人の生涯、および人と

なりについて発題が行われた。式子内親王とのかかわりを導入に、当時の貴族仏教を庶民に流布した功績

は、第二バチカン公会議によるカトリック教会の変化を彷彿とさせるものであったこと、イエス・キリス

トのように比喩、シンボルを用いて教え、諭したことなど、詳細な資料に基づく説明が行われた。 

 

審 議 

1. 2012年度のシンポジウム計画 

昨年 10 月に当部門で主催したシンポジウム「宗教者の使命 ―自死をめぐって―」を 2012 年度も同テ

ーマで開催する。 

日 時 2012年 9月 17日（月・祝）14：00－17：00 

会 場 カトリック大名町教会 ホール（福岡教区） 

今会合ではスケジュール、パネリスト候補の確認を行い、福岡教区を中心に準備を進めていくとの合意

を得た。また、カリタスジャパン啓発部会の「自死問題」に関する活動について説明を受け、協力を願

った。 

2. 「宗教者の使命 ―自死をめぐって―」記録の発行 

昨年 10月にカトリック麹町教会で開催したシンポジウム「宗教者の使命 ―自死をめぐって―」の記録

を冊子として、3月中旬をめどに発行するとの合意を得た。無料だが、送料のみ相手先負担とする。 

3. 『カトリック教会の諸宗教対話の手引き』ポルトガル語版について 

2009年発行の『カトリック教会の諸宗教対話の手引き』のポルトガル語訳は 2010年に完訳している。ブ

ラジルの日伯司牧協会からの問い合わせを受け、現地での発行に向けて準備することで合意を得た。 

 

次回会議 2012年 6月 2日（土）14：00―16：00 法清寺（東京・台東区） 

 

 

難民移住移動者委員会  

 

■難民・移住労働者問題キリスト教連絡会2011年度第8回運営委員会  

日 時  2012年 1月 24日（火）15：00－18：00 

場 所  日本キリスト教会館 会議室（東京・新宿区） 

出席者  カトリックから 1人 

 

報 告 

1. 日本キリスト教協議会より 

2. 国際移住労働者デー記念シンポジウムについて 

3. 春の省庁交渉の進捗状況について 

3月 5日−6日に行う予定。 
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4. 被収容者面会の報告 

   

審 議 

1. 事業年度の変更について 

  事業年度を変更し、4月から翌年3月を1年とする。それに伴い、2011年度決算書は、2012年3月末で算出

する。 

2. 2012年度世話人会について 

  2012年5月に開催予定。 

 

 

■全国研修会 in岡山 

日 時  2012年 2月 8日（水）13： 00－10日（金）12： 00 

場 所  カトリック岡山教会（広島教区） 

参加者  約 70人 

出席者  7人 

テーマ  「いのちを守ろう 女性と子どもによりそって」 

 

 一日目は、中島幸子さん（NPO法人レジリエンス）の「女性の DV被害の現状と回復」と、レニー・トレ 

ンティーノさん（ENCOM 横浜）による「移住女性に対する差別の撤廃を」の講演があった。中島さんは DV

の起こるメカニズムや DVの及ぼす影響などを自分の体験に照らして語り、レニーさんは移住女性のためのエ

ンパワメントセンター「カラカサン」の活動を通して見えてきた外国人女性差別の実態とその改善策につい

て述べた。 

 二日目の午前は、カトリック梅田教会（東京教区）の「在住外国人の子どもたちへの取り組み」について、 

荒川博行師（東京教区）をはじめ３人の信徒が、言語習得、文化的同化、親子問題などの視点から講演を行 

った。午後は「在住外国人の労働問題」「ダブルの子どもたちの支援」「在住外国人の DV問題」「結婚生活」 

の４つの分科会で分かち合いが持たれた。 

 最終日は、被災地における外国人支援の報告が行われ、前田万葉司教（広島教区）の派遣ミサで閉会した。 

 

 

■長崎教会管区セミナー 

日 時  2012年 2月 11日（土・祝）9：00－16：00 

場 所  熊本マリスト学園（熊本・熊本市） 

参加者  約 250人 

出席者  3人 

テーマ  「信仰と社会的責任を持って、調和の中にいきる」 

 

セミナーには、長崎、大分、北九州、福岡、久留米、佐賀など九州各地から外国籍信徒(フィリピン籍、ペ

ルー籍など)とその家族ら250人ほどの参加があった。今回は、改定入管法問題を主なテーマとし、佐藤信行

さん（在日韓国人問題研究所所長）の基調講演を受けて11のグループで分かち合いが行われた。昼休みをは

さんで、熊本の子どもたちによる歌や踊りのアトラクションがあり、その後佐藤さんと中島眞一郎さん（コ

ムスタカ－外国人と共に生きる会代表）の二人が、午前中の分かち合いで出された質問に答えた。フィリピ

ン籍の移住女性とその家族の参加者が多いこともあって、永住や日本人配偶者等の在留資格の場合、どのよ

うな時に在留資格の取消がなされるのか等について質問が寄せられた。最後に宮原良治司教（福岡教区）司

式のミサが行われ、英語の式文を用いた宮原司教は、「日本の教会」ではなく「日本にあるキリストの教会」

に成長していく必要性を強調した。 
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カリタスジャパン 

 

■第 5回啓発部会会議 

日 時  2012年 1月 10日（火）13：00－16：00 

場 所  日本カトリック会館 会議室 3 

出席者  10人 

 

報 告 
1. 東日本大震災支援状況 

  (1)活動状況 

日本のカトリック教会による支援活動の主な動きは、以下の通り。 

    仙台教区………石巻、米川、釜石のベースを通して活動継続中。 

 長崎管区………岩手県大槌町に昨年 12月ベースを立ち上げ、活動を開始した。 

 大阪管区………宮城県大船渡市に、1月にベースを立ち上げる予定。 

 東京管区………福島県の現地教会の支援活動に参加する形でボランティアを派遣、福島市、南相 

馬市などに入って活動している。 

 札幌教区………岩手県宮古市のベースで支援を継続している。 

 さいたま教区…福島県いわき市に入り、約 1,200世帯の仮設住宅の近くにログハウスを建て、昨年 

12月に活動ベースを移転した。 

    (2)募金状況 

国内は 637百万円、国際カリタスからは 469百万円の募金が集まり、これまでの緊急援助、復興支援

活動に伴う支出額は、455百万円となっている。支出は、上記の教会管区や教区の活動支援のほかに、

みなし仮設住宅への支援、被災した障がい者のための支援、被災した学生の授業料減免支援、キリス

ト教超教派による被災者支援などに充てられている。 

  (3)その他 
・東京へ避難している被災者から、善意には感謝しながらも、「物をもらうばかりの生活は、自分たち

の思いとは異なる」という声があった。被災した人たちの思いを聴き、支援する側が支援者本位の
支援になっていないか、被災者たちが主体的に動ける支援などを考えていく必要がある。 

・今後の支援は、経済・雇用の面からも支援の内容がこれまでとは異なってくることを視野に入れな
がら、価値ある募金の使い方を心がけたい。 

2.  四旬節小冊子「つなぐ 2012」について 

最終校正原稿を確認した。 

3. 司教のための社会問題研修会 

2011年 12月 15日に行われた司教のための社会問題研修会の参考として、その時の講演資料を配布した。 

4. 21世紀キリスト教社会福祉実践会議 第 8回大会 

  大会の案内を配布した。 

      日 時  2012年 2月 18日（土）10:00－16:00  

場 所  日本福音ルーテル東京教会（東京・新宿区） 

     テーマ  「東日本大震災を受けて 改めて今を生きる人々に寄り添う―キリスト教社会福          

祉実践とは―」 

     主 催  21世紀キリスト教社会福祉実践会議 

（代表 森 一弘司教、事務局 カリタスジャパン）  

 

審 議 

1. 第 4回啓発部会議事録を承認。 

2. 自死に関してカリタスジャパンに寄せられた意見集の発行について 

発行日案 2012年 7月の啓発部会会議でまとめる。9月の「自殺予防週間」までの発行を目標と 
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する。 

編集内容 10から 12くらいのテーマを上げ、それに関連する意見を紹介し、そのテーマについての 

コメントをまとめる。 

 

次回日程 

2011年度第 6回啓発部会 2012年 3月 14日（水）13:00-17:00 

2012年度第 1回啓発部会 2012年 5月 15日（火）13:00-17:00 

2012年度第 2回啓発部会 2012年 7月 17日（火）13:00-17:00 

 

 

■第5回 カリタスジャパン委員会会議 

日 時   2012年 1月 24日（火）11：00－15：00 

場 所  日本カトリック会館  会議室2 

出席者  13人 

 

報 告 

1. 啓発部会 

前項参照 

2. 援助部会 

（1）東日本大震災対応 

・冬休み終了後ボランティアが激減したため、カトリック新聞にボランティア急募の広告を掲載した。

その後常時15人程度確保できている。活動内容は傾聴、写真洗浄、がれき撤去など。 

・見なし仮設（民間賃貸住宅や雇用促進住宅）への暖房器具支援は、岩手県、宮城県がほぼ完了し、現

在福島県内世帯へ配付中。福島県外世帯も支援予定。 

・仮設商店街支援、小規模漁業・農業再開支援などの経済活動復興支援も進行中。 

・現在までの国内からの募金637（単位百万円、以下同じ）、援助総額178、国際カリタスからの募金469、

援助総額277 

（2）援助実績と海外新規案件の処理状況 

以下の 2件への支援を決定した。 

① タイ「洪水災害緊急支援（EA27/11）」30,000ユーロ 

② トルコ「地震災害緊急支援（EA28/11）」10,000ユーロ 

3. 10-11月度収支報告および募金報告 

4. 来年度予算の最終版報告 

 

審 議 

1. 東日本大震災対応 

ボランティアベース活動と支援プロジェクトに関する援助申請について、指針を作成して関係者に周知

徹底する。 

2. 東日本大震災1周年カリタスジャパン活動報告書 

2月24日完成し、配布予定。日本語版3万部、英語版5千部作成する。 

3. 援助審査 5件（国内一般 2、海外一般 3）を審査し、全件を承認した。 

（1）福岡おにぎりの会（福岡教区）「ホームレス自立支援事業」1,000,000円 

（2）ベトサダ（札幌教区）「緊急シェルター支援」2,000,000円 

（3）ヨルダン「女性移動労働者のためのセンター支援」10,000 USドル 

（4）スリランカ「女性移動労働者支援」20,000 USドル 

（5）ルワンダ「孤児支援」23,203 USドル 
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4. 国際カリタス緊急支援要請(Emergency Appeal/EA) 以下 6件の支援を決定した。 

（1）グアテマラ「熱帯低気圧『12E』緊急支援（EA29/11）」10,000 USドル 

（2）フィリピン「台風『ワシ』緊急支援（EA01/12）」10,000ユーロ 

（3）チャド「スーダン難民および受け入れ住民支援」10,000ユーロ 

（4）インド「サイクロン『ターニ』緊急支援（EA03/12）」10,000ユーロ 

（5）マリ「緊急食糧支援（EA04/12）」10,000ユーロ 

（6）コンゴ民主共和国「選挙後暴動避難民緊急支援（EA05/12）」10,000 USドル 

 

次回日程 2012年 3月 13日（火）13:00-17:00 

 

 

正義と平和協議会 

 

■事務局会議 

日 時  2012年 1月 31日（火）11：00−13：00 

場 所  日本カトリック会館 会議室 3 

出席者  4人 

 

報 告 

1. 全国会議の日程、内容の確定 

  2月 24日（金） 

   ・済州島海軍基地日韓連帯会議の報告 

   ・モンゴルへの原子炉輸出問題についての勉強会 

   ・沖縄米軍基地、泡瀬干潟埋め立て事業について報告 

  2月 25日（土） 

   ・全国集会長崎大会の準備状況 

 ・各地スタディツアーの報告 

   ・全国会議講演会 

     15：30－17：30 

     テーマ 「3・11福島第一原発以後・・・日本社会の進むべき道を考える」 

     講師  澤井正子さん（原子力資料情報室）   

     場所  カトリック麹町教会 ヨセフホール（東京・千代田区） 

2. 20条の部会シンポジウム（古田町教会（鹿児島教区））の準備状況 

3. 林 尚志師（イエズス会、専門委員）の著書『石が叫ぶ福音』を事務局で紹介する。 

 

審 議 

1. 韓国・済州島訪問 

  日程調整、現地の受け入れについて検討した。 

2. 全国集会長崎大会参加の準備（航空券手配など）について検討。 

3. 死刑廃止を求める部会の運営について、部会長のホアン・マシア師（イエズス会）の意向を検討。 

4. ホームページのサーバーの変更について 
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外国人住民基本法の制定を求める全国キリスト教連絡協議会（外キ協） 

＜旧称：外登法問題と取り組む全国キリスト教連絡協議会(外キ協)＞ 

 

■第 26回全国協議会 

日 時  2012年 1月 26日（木）11：00－28日（土） 

会 場  在日本韓国 YMCA(東京・千代田区) 

出席者  カトリックから4人 

 

テーマ  「宣教課題としての他民族・多文化共生」 

記念講演 「日本のキリスト教界における外キ協運動」（李 清一さん） 

「世界のエキュメニカル運動とこれからのアジア教会」（西原廉太さん） 

聖書研究  川上直哉さん（仙台キリスト教連合被災者支援ネットワーク事務局長） 

講演   「韓国の外国人政策・移民政策の進展」（宣 元錫さん） 

特別講演 「韓国と日本の狭間で・韓国民主化運動、そして韓日連帯運動」（金 景南さん） 

 

今回は、新外キ協（外国人住民基本法の制定を求める全国キリスト教連絡協議会）の結成総会であった

ので、記念講演は外キ協の今までの動きについての振り返りと評価、聖書研究としては被災地での外国人

被災者への支援活動を聖書と照らして考える上での示唆、講演は韓国における外国人政策について日本の

政策との比較がなされた。 

全体協議では、東日本大震災の外国人被災者への支援の取り組みについて協議し、「共生のいしずえ」献

金を募ることになった。また2012年7月から実施される改定入管法に対する批判と取り組みを協議し、各地

での勉強会への支援に関しても話し合われた。その他、2012年度の活動計画、予算も審議・承認された。

新年度人事として、カトリックからは引き続き共同代表に松浦悟郎司教、事務局委員に石川治子が任命さ

れた。 

全国協議会後には、第26回全国キリスト者集会が関東外キ連の主催により「多民族の人々が共に歌い祈

る」のテーマで開かれた。カチン族、ペルー人、滞日韓国人、在日韓国人、日本人がそれぞれの立場から

分かち合いの祈りをささげた。 

 

 

部落問題に取り組むキリスト教連帯会議（部キ連） 

 

■加盟教団・教派行政責任者部落差別問題研修会 

日 時  2012年 2月 27日（月）10：30－16：00 

会 場  日本基督教団 いずみ教会（大阪・和泉市） 

出席者  カトリックから 1人 

 

講師と案内 東谷 誠さん（いずみ教会役員・教団部落解放センター運営委員長） 

研修内容  南王子村と部落差別解放運動 

 

講演では、近世を通じて一村独立の被差別部落だった南王子村について、その歴史と差別の実際を聞いた。

昼食は、当地の人々が食していたものを皆で味わった。その後、現地視察をし、南王子村の起源は聖神社の

下級神人ではないかと言われているその聖神社を訪問。さらに 1923 年に南王子水平社の設立大会が開かれ、

800 人もの人が集まったといわれる西教寺（浄土真宗・本願寺派）も訪問したが、見学者は中には入れなか

った。 
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 中央協議会事務局 

 

■総務 

4月会議予定 

12日（木）        常任司教委員会                日本カトリック会館 

12日（木）        第 133回学校教育委員会                〃 

17日（火）        カリタスジャパン援助部会               〃 

21日（土）－22日（日）   日本カトリック障害者連絡協議会役員会         〃 

27日（金）        『司牧の手引き』編纂特別委員会            〃 

27日（金）        部落差別人権委員会事務局会議             〃 

 

 

 

 

<会報 2012 年 4 月号 公文書> 

 

 

 第 20 回世界病者の日教皇メッセージ  

（2012年 2月 11日） 

 

「立ち上がって、行きなさい。あなたの信仰があなたを救った」（ルカ 17・19） 

 

親愛なる兄弟姉妹の皆様。 

 

 2012年 2月 11日、ルルドの聖母の記念日に世界病者の日を祝うにあたり、わたしは医療機関や家庭

で介護を受けている病者の皆様にあらためて心から寄り添い、全教会の配慮と思いやりを一人ひとりに

お伝えしたいと思います。キリスト者は、一人ひとりの人生、とりわけ弱さと病を生きる人生を、愛を

もって惜しみなく受け入れることにより、重要な自らの福音的あかしの一面を示しています。それは、

人間をいやすために、彼らの肉体的、霊的な苦しみの前に身をかがめたキリストの模範に従っているの

です。 

 

１ 2013年 2月 11日にドイツで荘厳に執り行われる世界病者の日には、善いサマリア人の福音を象徴

する姿（ルカ 10・29—37 参照）が焦点となります。今年はその前準備として、「いやしの秘跡」すなわ

ち、聖体拝領において本質的に完成するゆるしの秘跡と病者の塗油を強調したいと思います。 

 ルカによる福音で語られる（17・11−19参照）10人の重い皮膚病を患っている人とイエスとの出会い、

そしてとりわけ、主が彼らの一人に言われたことば「立ち上がって、行きなさい。あなたの信仰があな

たを救った」（ルカ 17・19）は、病苦を負いながら主に近づく人にとっての信仰の重要性に気づく助け

となります。彼らは、イエスと出会うことにより、「信じる者は決して独りではない」ことを真に体験

することができます。神は、実に御子イエスにおいて、痛みや苦しみのうちにわたしたちを見捨てるこ

となく、わたしたちの傍らにあって、それらを背負うのを助け、わたしたちの心の奥底でわたしたちを

いやそうとしておられます（マルコ 2・1−12参照）。 

 自分がいやされたのを知り、驚きと喜びに満ちて、イエスに感謝するために、他の仲間から離れてす

ぐにイエスのもとに戻った、ただ一人の重い皮膚病の人の信仰は、健康の回復が単なる肉体のいやしよ
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り大切なものであり、神がキリストにおいてわたしたちにお与えになる救いのしるしであることに気づ

かせてくれます。このことは、イエスのことば、「あなたの信仰があなたを救った」に表現されていま

す。病苦を負いながら主に祈る人は、主の愛は自分を決して見捨てることなく、また、主の救いのわざ

を継続していく教会の愛は決して消えることがないと確信しています。奥深い救いの表れである肉体の

いやしは、魂と身体によって完成される人間を、主が大切にされていることを明らかにします。ですか

ら、それぞれの秘跡は、神ご自身が傍らにおられることの表れであり実現です。神はまったく惜しみな

く、「物質的なものを通して、すなわち、ご自分に奉仕するために取り上げた被造物のたまものを通し

て、わたしたちに触れます。こうして神は被造物をわたしたちと神ご自身との出会いの手段となさるの

です」（教皇ベネディクト十六世「聖香油のミサ説教」2010 年 4 月 1 日）。主は「創造とあがないの

結びつきを目に見えるものとしてくださいます。秘跡はわたしたちの信仰の身体性の表れです。信仰は、

身体と霊魂を含めた人間全体にかかわります」（教皇ベネディクト十六世「聖香油のミサ説教」2011

年 4月 21日）。 

 イエスが弟子に託した務め（ルカ 9・1−2、マタイ 10・1、5−14、マルコ 6・7−13参照）によれば、教

会の主要な務めが神の国を告げ知らせることであることは確かです。「しかし、この告知のわざこそが、

いやしとならなければなりません。『打ち砕かれた心を包み････』（イザヤ 61・1）」（同）と、言わ

れているとおりです。このように、肉体的健康と心の傷の回復が両輪となって、わたしたちが「いやし

の秘跡」をよりよく理解するのを助けるのです。 

 

2 教会の司牧者がしばしば、ゆるしの秘跡を中心に思いを巡らしてきたのは、とりわけそれがキリス

ト者の人生の旅路において非常に重要であるためです。「ゆるしの秘跡の効果は、わたしたちに神の恵

みを取り戻させ、……わたしたちを神に結ばせることにあります」（『カトリック教会のカテキズム』、

1468）。教会は、イエスが強調したゆるしと和解を告げ知らせ続けながら、回心して福音を信じるよう

人類全体をたえず招き続けます。教会は使徒パウロの呼びかけを実践しているのです。「ですから、神

がわたしたちを通して勧めておられるので、わたしたちはキリストの使者の務めを果たしています。キ

リストに代わってお願いします。神と和解させていただきなさい」（二コリント 5・20）。イエスはそ

の生涯を通して、御父のいつくしみを告げ知らせ、現存させました。イエスは責めるためではなく、ゆ

るし、救うために、また、苦しみと罪という非常に深い闇の中に希望をもたらし、永遠のいのちを与え

るために来られました。したがって、罪の体験は、ゆるしの秘跡、すなわち「告白という薬」において、

絶望に陥るのではなく、愛であるかた、ゆるして変えてくださるかたと出会うのです（教皇ヨハネ・パ

ウロ二世使徒的勧告『和解とゆるし』31参照）。 

 「あわれみ豊かな」（エフェソ 2・4）神は、福音のたとえ話のあの父親（ルカ 15・11—32 参照）の

ように、ご自分のどの子どもに対しても心を閉ざすことなく、彼らを待ち、探し、交わりを拒否して孤

立と分裂にとらわれている人に手を差し伸べ、ゆるしと和解を祝う喜びに包まれたご自分の食卓に集う

よう呼びかけておられます。こうして、落胆と失望に陥りがちな苦難の時が、自分を取り戻す恵みの時

に変えられます。そして、人は、たとえ話の放蕩息子のように、自らの人生を考え直し、その過ちや失

敗を認め、父の抱擁を切望して、家路をたどれるようになるのです。神はその大いなる愛のうちに、い

つどこにいても、わたしたちの生活を見守り、ご自分のもとに立ち返るすべての子どもに完全な和解と

喜びのたまものを与えようと待っておられます。 

 

3 福音を読むと、イエスがつねに病者に特別な配慮を示していたことがはっきりと分かります。イエ

スは病者の傷をいやすために弟子たちを遣わした（マタイ 10・8、ルカ 9・2、10・9参照）だけでなく、

病者の塗油という具体的な秘跡も制定しました。ヤコブの手紙は、この秘跡のわざが、すでに初期キリ

スト教共同体に存在していたと証言しています（ヤコブ 5・14—16 参照）。全教会は、長老の祈りを伴

う病者の塗油によって、苦しみを負い栄光を受けられた主に病者をゆだねます。主が病者の苦しみを和

らげ、彼らを救うためです。教会はさらに、神の民の善に貢献するために、キリストの受難と死に霊的

に一致するよう病者を励まします。 
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 この秘跡は、オリーブ山の二つの神秘について深く考えるようわたしたちを導きます。イエスはそこ

で、ご自分が御父の示された道の前にいることをはっきりと自覚します。それは受難の道であり、愛の

最高のわざの道です。そしてイエスはそれを受け入れます。この試練の時に、イエスは仲介者となり、

「自ら世界の苦しみと受難を担い、引き受けて、神への叫びに変え、それを御目の前に置き、み手にゆ

だね、真にあがないの時とします」（教皇ベネディクト十六世「レクチオ・ディビナ—ローマ教区司祭

との集い」2010年 2月 18日）。しかし、「オリーブの園は、イエスがそこから父のもとに上られた場

所でもあります。それゆえそこはあがないの場所です。……このオリーブ山の二つの神秘は、教会の塗

油の秘跡の中でつねに『現実』となります。……油は、わたしたちに触れる神のいつくしみを表すしる

しです」（ベネディクト十六世「聖香油のミサ説教」2010 年 4 月 1 日）。病者の塗油では、油という

秘跡の質量がいわば「神の薬としてわたしたちに与えられます。この薬は今やわたしたちに神のいつく

しみを約束します。わたしたちに力と慰めを与えます。しかも同時にそれは、病気の時を超えて、決定

的ないやしである復活を指し示します（ヤコブ 5・14 参照）」（同）。 

 今日、この秘跡は神学的考察においても、また病者のための司牧的役務においても、深く考えるに値

します。病と関連のある人間のさまざまな状況に適応した典礼の祈りの内容を考えても、また、病者の

塗油が危篤の状態にあるときだけのための秘跡ではないことを考えても（『カトリック教会のカテキズ

ム』1514 参照）、この秘跡は他の秘跡に比べて「それほど重要でない秘跡」であるかのように執り行

われるべきではありません。病者に目を向け、司牧的ケアを行うことは、一方では、苦しむ人に対する

神の優しさのしるしとなり、他方では、もっとも小さい者にしたことは、イエスご自身にしたこと（マ

タイ 25・40 参照）であるという認識のもとに、司祭と全キリスト教共同体にも霊的な利益をもたらし

ます。 

 

４ 「いやしの秘跡」に関して聖アウグスチヌスは次のように断言しています。「『主はおまえの病弱

をすべていやす』。あなたの病弱はすべていやされるであろう。恐れてはならない。……ただ治療され

るに任せなさい。医者の手を払ってはならない」（詩編注解 102,5; PL 36,1319-1320）*。いやしの秘跡

は、病者がキリストの死と復活の神秘にこれまで以上に完全に一致するのを助ける、神の恵みの尊い道

具です。これら二つの秘跡とともに、わたしは聖体の重要性も強調したいと思います。病のときに聖体

を拝領することは、唯一の方法によって、ある変容を起こす力となります。すなわち、キリストのから

だと血を受ける人が、すべての人の救いのために自らを御父にささげたかたと結びつくのです。全教会

共同体、とりわけ小教区共同体は、健康や年齢上の理由により礼拝の場に行けない人が、ひんぱんに聖

体拝領をすることができるよう注意を払うべきです。このようにして、この兄弟姉妹たちは十字架に架

けられ復活したキリストとのきずなを強めることができます。彼らは、キリストの愛のためにささげた

自らのいのちを通して、教会の使命そのものに参加するのです。この観点において、病院、養護施設、

病者の家などで熱心に働く司祭が、自分は真の「『病者の奉仕者』……すべての苦しむ人に伝えられる

べきキリストの共感のしるしであり道具」（ベネディクト十六世「第 18 回世界病者の日メッセージ」

2009 年 11 月 22 日）であると実感することが重要です。 

 キリストの過越の神秘との一致は、霊的聖体拝領の実践を通しても実現できますが、それは最後の糧

として授けられ、拝領されるときに、非常に特別な意味をもちます。生涯におけるその瞬間、これまで

以上に鮮明に主のことばが響きます。「わたしの肉を食べ、わたしの血を飲む者は、永遠のいのちを得、

わたしはその人を終わりの日に復活させる」（ヨハネ 6・54）。聖体、とりわけ最後の糧は、アンティ

オキアの聖イグナチオの定義によれば、「不死の薬、死に対する解毒剤」（エフェソの信徒への手紙, 20: 

PG 5,661）**です。それは、死からいのちへと、そして、この世から天上のエルサレムですべての人を

待っておられる御父へと過ぎ越す秘跡なのです。 

 

５ 第 20 回世界病者の日のためのこのメッセージのテーマ、「立ち上がって、行きなさい。あなたの

信仰があなたを救った」は、2012 年 10 月 11 日に始まる「信仰年」も見据えています。「信仰年」は、

信仰の力とすばらしさを再発見し、その内容を考察し、日々の生活において信仰をあかしするのに適し
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た重要な機会です（教皇ベネディクト十六世自発教令『信仰の門−−「信仰年」開催の告示』2011 年 10

月 11日参照）。わたしは、病者と苦しむ人々に対し、みことばに耳を傾け、自ら祈り、秘跡を受けるこ

とにより、信仰につねにしっかりと根をおろすよう励ましたいと思います。同時に、わたしは司牧者が

さらに進んで病者のために秘跡を執り行うよう促します。司祭は、よい牧者の模範に従い、自分に託さ

れた群れの導き手として、もっとも弱い人や貧しい人、罪びとを喜んで思いやり、希望をもたらす励ま

しのことばで神の尽きることのない慈しみを明らかにすべきです（聖アウグスチヌス、書簡 95.1:PL 

33,351-352参照）。 

 わたしは、医療分野で働く皆様、そして、親族の内に苦しむ主イエスのみ顔を見ている家族の皆様に、

あらためてわたし自身と教会の感謝の意を表したいと思います。皆様は、専門的な技術をもって、静か

に、時にはキリストの名を出すことさえせずに、キリストを具体的に示しているからです（教皇ベネデ

ィクト十六世「聖香油のミサ説教」2011年 4月 21日参照）。 

  わたしたちは、「あわれみの母」であり「病人の回復」であるマリアを信頼のうちに仰ぎ見て祈りま

す。十字架上で息を引きとろうとする御子のそばに立っているときに示されたマリアの母としての愛が、

肉体と霊魂の傷をいやす旅路にある一人ひとりの病者と苦しむ人の信仰と希望に寄り添い、支えてくだ

さいますように。 

 わたしは祈りのうちに皆様すべてを思い起こし、一人ひとりに特別な使徒的祝福を送ります。 

                                     バチカンにて 

                                                                  2011 年 11 月 20 日 

                                  王であるキリストの祭日 

                                    ベネディクト十六世 

注  

*  『アウグスティヌス著作集 20/I 詩編注解（5）』中川純男訳、教文館 

** 『イグナティオスの手紙——エペソのキリスト者へ』八木誠一訳、講談社  

                             （カトリック中央協議会事務局訳） 

 

 

 

 

 

 2012 年四旬節教皇メッセージ  

 

「互いに愛と善行に励むように心がけましょう」（ヘブライ 10・24） 

 

親愛なる兄弟姉妹の皆様 

 

 四旬節にあたり、わたしたちはキリスト教的生活の中心である愛についてあらためて思い起こします。

四旬節は、わたしたちがみことばと秘跡に助けられながら、個人として、また共同体として、自らの信

仰の旅路を刷新するのにふさわしい季節です。その道のりは、復活祭の喜びを待ち望みながら、祈りと

分かち合い、沈黙と断食をすることを特徴とします。 

 今年は、聖書の「ヘブライ人への手紙」からの短い一節、「互いに愛と善行に励むように心がけまし

ょう」に照らして、いくつかの考えを示したいと思います。このことばは、大祭司としてわたしたちの

ためにゆるしを勝ち取り、神への道を開かれたイエス・キリストを信頼するよう聖書記者が訴えている

章に記されています。キリストとの親しさは、信仰、希望、愛という３つの対神徳を生きることのうち

に実を結びます。それは、「信頼しきって、真心から」（ヘブライ 10・22）主に近づき、「公に言い表し

た希望を」（同 23）しっかり保ち、兄弟姉妹とともに「愛と善行」（同 24）を生きるよういつも心がけ
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ることを意味します。このように福音に忠実な生活を続けるためには、神との完全な交わりという終末

論的目標を認識しながら、典礼と共同体の祈りに参加することが大切である（同 25 参照）と、聖書記

者は記しています。ここでわたしは、キリスト者の生活の３つの要素、すなわち他者への思いやり、相

互愛、人間の聖性に関して、簡潔かつ貴重な、そして非常に時宜を得た教えが記されている 24 節につ

いて考えたいと思います。 

 

1 「互いに思いやりをもちましょう」−−兄弟姉妹に対する責任 

 第一の要素は「心にかける」ようにとの招きです。ここで使われるギリシャ語の動詞、カタノエイン

（katanoein）には、詳しく調べる、思いやる、注意深く観察する、吟味するという意味があります。

この動詞は、福音の他の箇所にも見られます。それは、イエスが弟子たちに、烏のことを「考えてみな

さい」と促す箇所です。烏は、骨折ることもしないのに、気遣い養ってくださる神の摂理の中心にいま

す（ルカ 12・24参照）。さらに、兄弟の目にあるおがくずを見るまえに、自分の目の中の丸太に「気づ

く」よう促す箇所（ルカ６・41参照）です。「ヘブライ人への手紙」の他の節では、わたしたちの信仰

の使者であり、大祭司である「イエスのことを考えなさい」（ヘブライ 3・1）という招きに使われてい

ます。このように、この動詞は、他者、そしてだれよりもイエスに目を向け、互いに思いやりをもち、

孤立して兄弟姉妹の運命に無関心にならないよう勧告するために使われています。しかし、多くの場合、

わたしたちの態度はまったくその逆です。「プライバシー」を尊重するという仮面に覆われ、利己主義

から生じる冷淡で無関心な態度です。主の声は今も、互いに思いやりをもつよう、わたしたちすべてに

求めています。現代においても、神は相互の思いやりと他者の福利、包括的な福利への配慮に基づく関

係を築くために、兄弟姉妹の「番人」（創世記４・9）になるよう要求しておられます。互いに愛し合い

なさいというもっとも重要なおきては、自分と同じく神の被造物であり神の子である人々に対する責任

を認識するよう求めています。人間として兄弟姉妹であること、そして多くの場合、信仰においても兄

弟姉妹であることは、わたしたちが他者の中に、主に無限に愛されている本当の「もう一人の自己 

(alter ego)」を見いだす助けとなります。他者を兄弟姉妹と考えるこの観点を深めれば、連帯、正義、

いつくしみ、共感がわたしたちの心の中に自然にわき上がるでしょう。神のしもべ、教皇パウロ六世は、

現代社会はとりわけ兄弟愛の欠如によって苦しみを受けていると記しました。「世界は病んでいます。

この病の原因は、資源の取り尽くしや少数の人々による独占にあることはもちろんですが、それ以上に

個人どうし民族どうしの兄弟愛の欠如のうちにあるのです」(教皇パウロ六世回勅『ポプロールム・プ

ログレシオ』66)。 

 他者に思いやりをもつことは、身体的、道徳的、霊的といったあらゆる観点で、他者によいことを望

むことを意味します。現代の文化は、善悪の感覚を失っているかのようです。しかし、善は確かに存在

し、存在しつづけることを再確認することが真に必要とされています。なぜなら、神は「善なるかた、

すべてを善とするかた」（詩編 119・68）だからです。善なるかたは、与え、守り、そして、いのちと

兄弟愛と交わりを促すかたです。したがって、他者に対する責任とは、他者が善とそのために必要なも

のを受けられるよう望みながら、彼らの善を願い、そのために働くことを意味します。他者を思いやる

とは、彼らの必要に気づくことです。聖書は、わたしたちの心が、他者の苦しみに対する感覚を奪う「霊

的な麻酔」のようなものによって、かたくなになる危険があると警告しています。福音記者ルカは、そ

の例としてイエスの二つのたとえ話を記しています。よいサマリア人のたとえ話では、祭司とレビ人は、

追いはぎに服をはぎ取られ、殴られた人の存在に関心を示さず、「通り過ぎます」（ルカ 10・30−32参照）。

金持ちとラザロのたとえ話では、金持ちは門前にいる餓死しそうなラザロの貧しさを無視します（ルカ

16・19 参照）。両方のたとえ話が、愛と共感をもって他者に目を向け、「心にかけること」とは反対の

例を示しています。何が、思いやりと愛に満ちたまなざしを兄弟姉妹に向けるのを阻んでいるのでしょ

うか。多くの場合、それは物的な豊かさと満足感への執着です。さらに、自分の利益と問題点を他のす

べてのものより優先する傾向も挙げられます。苦しんでいる人々に「いつくしみを示す」ことができな

くなってはなりません。自分の関心事や問題に心がとらわれすぎて、貧しい人の叫びが聞こえなくなっ

てはなりません。謙虚な心をもち、苦しみを自ら体験することにより、わたしたちは思いやりと共感と
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いう意識を自らの内に目覚めさせることができます。「神に従う人は弱者の訴えを認める。神に逆らう

者はそれを認めず、理解しない」（箴言 29・7）。そのとき、わたしたちは、「悲しむ人々」（マタイ 5・4）

の幸いを理解できます。彼らは、実際、自分以外の人に目を向け、他者の苦しみに共感することができ

るのです。他者に手を差し伸べ、彼らの必要に自らの心を開くことは、救いと祝福のための機会となり

ます。 

 「互いに思いやりをもつ」ことは、他者の霊的幸せに配慮することも意味します。ここで、わたしは、

忘れ去られたように思われるキリスト教的生活の一つの要素を指摘したいと思います。それは、「永遠

の救いに目を向け、兄弟間で忠告し合う」ことです。現在、わたしたちは概して、愛という概念と、他

者の身体的、物的福利への配慮に関しては非常に敏感です。しかし、兄弟姉妹に対する霊的な責任に関

しては、ほとんど言及しません。しかし、初期教会や真に信仰が成熟した共同体はそうではありません。

彼らは、兄弟姉妹の身体的健康だけでなく、霊的な健全さと究極的な運命にも心を配っているのです。

聖書はわたしたちに語りかけます。「知恵ある人を叱れ、彼はあなたを愛するであろう。知恵ある人に

与えれば、彼は知恵を増す。神に従う人に知恵を与えれば、彼は説得力を増す」（箴言 9・8−9）。キリ

ストご自身も罪を犯している兄弟に忠告するよう、わたしたちに命じています（マタイ 18・15 参照）。

兄弟間で忠告し合うことを表すために使われるエレンケイン（elenchein）という動詞は、悪事にふけ

る人々を戒める（エフェソ 5・11 参照）というキリスト者の預言職を表すためにも使われます。「罪人

を戒めること」は、教会の伝承における精神的な慈善のわざに含まれています。キリスト者の愛のわざ

におけるこの側面を再発見することが重要です。悪を前にして沈黙してはなりません。真理に逆らい、

いつくしみの道に沿わない考え方や行動をしている兄弟姉妹を戒めずに、対人関係や単なる個人的な都

合から世間一般の考え方に迎合しているキリスト者すべてをわたしは憂慮します。一方、キリスト教的

な忠告は、責めたり非難し合ったりといった考え方のもとに行われるのではありません。それはつねに、

愛といつくしみによって動かされ、他者の善を真に配慮することから生じます。使徒パウロがいうとお

りです。「万一だれかが不注意にも何かの罪に陥ったなら、霊に導かれて生きているあなたがたは、そ

ういう人を柔和な心で正しい道に立ち帰らせなさい。あなた自身も誘惑されないように、自分に気をつ

けなさい」（ガラテヤ 6・1）。個人主義が蔓延する世界で、わたしたちがともに聖性に向けて旅するた

めには、兄弟間で忠告し合うことの重要性を再発見することが不可欠です。聖書には「神に従う人は七

度倒れ」る（箴言 24・16）と語られています。わたしたちは皆、弱く不完全です（一ヨハネ 1・8参照）。

ですから、他者を助け、他者に助けてもらうことは、わたしたちが自らについての真理をすべて受け入

れ、人生をよりよくし、主の道をさらにまっすぐに歩むための大切な務めです。神がわたしたち一人ひ

とりになさったように、また、なさり続けているように、愛して忠告し、知って理解し、見抜いてゆる

すまなざしが、いつも必要なのです（ルカ 22・61参照）。 

 

２．「互いに思いやりを持ちましょう」−−相互愛というたまもの 

 他者を「見守る」というこの考え方は、地上の次元だけにいのちを限定することにより、終末論的な

観点から見ることも、個人の自由の名のもとに道徳的選択を受け入れることもできない考え方とは対照

的です。現代のような社会では、身体的苦しみや、人生における霊的、道徳的必要が無視されがちです。

キリスト教共同体では、そのようなことがあってはなりません。使徒パウロは、隣人の善のために「平

和や互いの向上に役立つこと」（ローマ 14・19）を追い求めるよう、わたしたちを励まします。それは、

自分の益ではなく、「人々を救うために、……多くの人の益を求めて」（一コリント 10・33）、「互いの

向上に努める」（ローマ 15・2）ためです。このように謙虚さと愛の精神のもとに互いに忠告し合い、

励まし合うことが、キリスト教共同体の生活の一部とならなければなりません。 

 主の弟子は、聖体を通して主と一致し、一つのからだの部分として互いに結びつく共同体の中に生き

ています。このことは、他者は自分の一部であり、他者のいのちと救いは、自分のいのちと救いにかか

わっていることを意味します。わたしたちは、ここで、交わりの深い側面に触れます。すなわち、わた

したちの存在は、好むと好まざるとにかかわらず、他者の存在とつながっています。わたしたちの罪と

愛の行いは、社会的側面をもっているのです。こうした相互愛は、キリストの神秘体である教会の中に
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見ることができます。教会は、たえず悔い改め、仲間の罪のゆるしを求めるだけでなく、その中心にあ

る徳と愛の模範において尽きることのない喜びを感じる共同体なのです。聖パウロがいうように、わた

したちは皆、一つのからだを形成し、「各部分が互いに配慮し合っています」（一コリント 12・25）。四

旬節の特徴として祈りと断食とともに示される、施しともいわれる兄弟姉妹への愛のわざは、この同じ

ものに属するということに根ざしています。キリスト者は、最貧層の人々に具体的な配慮を向けること

によっても、教会という一つのからだの一員であることを表すことができます。互いに思いやりをもつ

ことはまた、主が他者のうちに行っている善を認識し、全能の神が、ご自身の善によってその民のうち

に実現し続けておられる恵みのすばらしさに感謝することも意味します。キリスト者が、他者とのかか

わりにおいて聖霊を受けるとき、彼らは喜び、天の父をあがめるようになるのです（マタイ 5・16参照）。 

 

3．「愛と善行に励むように」−−聖性のもとにともに歩む 

 「ヘブライ人への手紙」のこの一節（10・24）は、すべての人に対する聖性への招き、すなわち、大

いなる霊的たまものと崇高で実り豊かな愛（一コリント 12・31〜13・13 参照）を切望しながら続ける

霊的生活という旅路について考えるようわたしたちを促します。わたしたちは、互いに思いやりをもつ

ことを通して、愛をますます力あるものとするよう促されます。「輝き出る光、進むほどに光は増し、

真昼の輝きとなる」（箴言 4・18）光のような愛によって、わたしたちは、神のもとに用意されている

永遠の時の先取りとして日々を過ごすことができます。この世でわたしたちに与えられる時間は、神の

愛において善行を識別し、実行するための貴重な時です。まさに教会は、このようにして、キリストの

満ちあふれる豊かさになるまで成長し続けます（エフェソ 4・13 参照）。愛と善行が満ちあふれるよう

互いに励まし合うよう促すことは、このたえず成長し続ける動きの中に位置づけられるのです。 

 残念なことに、熱心さを失い、聖霊を無視し、授かった才能を自らと他者の善のために使うことを拒

否する（マタイ 25・25 以下参照）誘惑は、つねに存在します。わたしたちは皆、神の計画の実現のた

め、教会の善のため、そして自らの救いのために、霊的、物的な富を授かりました（ルカ 12・21、一

テモテ 6・18 参照）。霊的に優れた人々は、信仰生活において前進しない者は必ず後退すると述べてい

ます。兄弟姉妹の皆様、「普通のキリスト教的生活の『気高さ』」（教皇ヨハネ・パウロ二世、使徒的書

簡『新千年期の初めに』31）を求めるという、今にこそふさわしい招きを受け入れようではありません

か。特定の優れたキリスト者を、福者や聖人として認め、称賛するという教会の知恵は、彼らの徳に倣

うよう促すためのものでもあります。聖パウロは「尊敬をもって互いに相手を優れた者と思いなさい」

（ローマ 12・10）と説いています。 

 キリスト者が主への愛と忠誠のあかしを新たにするよう求められる社会において、わたしたちが皆、

愛と奉仕と善行（ヘブライ６・10 参照）のうちに互いに思いやりをもつことの緊急性を実感すること

ができますように。このアピールは、復活祭の準備をするこの聖なる季節にとりわけ説得力をもちます。

四旬節が祝福に満ち、実り豊かなものとなるよう祈りのうちに願いながら、わたしは皆様すべてを、お

とめマリアの取り次ぎにゆだね、心から使徒的祝福を送ります。 

 

バチカンにて 

2011年 11月 3日 

教皇ベネディクト十六世 

 

(カトリック中央協議会事務局訳) 
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「四旬節の過ごし方」会長談話  

                2012年 2月 22日 

日本カトリック司教協議会 

                                  会長  池長 潤 

 

 今年も四旬節を迎える時節となりました。私たち信仰者にとっては、いつもよりもさらに神様を近く

に感じとるように心がけて、自分の信仰生活を深める努力が勧められます。 

 この努力は、かならず具体的な実践をとおして行ってゆきます。毎年、繰り返して言われるように、

祈り、節制、苦行、愛徳などがこの実践事項としてあげられます。カトリック教会の伝統として、古く

からこれらが霊的向上に有益なものとして認められて参りました。 

 私たちの毎日は、何をしていても神様との交わりの時ですが、祈りというのは、とくに、いっさいの

仕事や活動を離れて、もっぱら神様やイエス様と向かいあって過ごす事を意味します。もっとも、聖ト

マス・アクィナスが言うように、「つねに祈ってやむな。人は神に向っているならば、心と弁舌と労働

において働くかぎり、祈り続ける。こうして、その全生命を神へと向け続ける人は、絶えず祈る」（Super 

Epistoram ad Romanos, C.I, V., n.84）という広義の祈りの理解もありますが、ここでは、普通祈り

と言われている、まったくすべてを離れて、神様やイエス様と向かいあい、対話をしたり、現存に意識

を集中したりすることを述べているのです。聖書のあるみことばの箇所について、聖霊の照らしを願い

ながら、その時、その場で自分に必要な教えを示して下さるよう求めて過ごす黙想と言われている形も、

祈りと考えていいでしょう。 

 四旬節で、まず祈りの時間を大切にする必要があるというのは、神様やイエス様に心を集中して祈っ

てみると、相手がそこに現存して私と向かいあっていて下さることが感じとられ、相手がどういう方か

ということを霊的に感じさせていただくことにより、そこにいる自分自身が神様の聖そのものである輝

きにふれて、逆に自分自身のありのままの姿の醜さが浮き彫りにされ、罪の許しを願い、神様やイエス

様の姿に少しでも近づきたい望みにかられ、回心の実りを結ぶことができるようになるからです。祈り

の実践によって、もっともっと祈りを大切にしたい心も育てていただけるでしょう。 

 節制という行いは、常日頃、ついさまざまな欲望に流されやすい人間の傾向に意識的に歯止めをかけ、

バランスのとれた中庸を保つために、とても有益な行為です。欲望はそのものとして悪いものではあり

ません。食欲がなければ、体を保って生きてゆくことができなくなるでしょう。しかし、さまざまな欲

望は、行き過ぎた衝動を起こしやすいため、たくさんの弊害の原因ともなります。この節制に関連して、

福島の原発事故を思い起こすことも大変大切です。日本の司教たちは、「いますぐ原発の廃止を」とい

うメッセージを出しました。すべての原発は、とくに放射性物質の放出について、どれほど多くの危険

性をはらんでいるかを確認した上のメッセージだったのです。巨大津波だけではなく、どの原発も、つ

ねに無数の大きな危険性を持っていることは、チェルノブイリやスリーマイル島の例を見てもわかる通

りです。ドイツやイタリアが福島の事故に触発されて、いち早く脱原発を決めたのもそのためです。 

 結局、生活の向上や安楽を求める人間が、いざとなれば、どれだけ汚染や破壊を生み出すかわからな

い原発を、十分に調べないで肯定してきた結果が、今回の事故とそれによる惨事を生み出してきたので

す。司教たちのメッセージの中に清貧による生活を促したのも、欲望に支配されず必要なだけのものを

もって満たされる心の形成を求めたものにほかなりません。一度私たちは最低限必要なものだけで生活

してみて、人間としてもっとも必要な人への愛や心の豊かさによる幸福とはどのようなものかを体験し

てみればよいのではないかと思います。 

 苦業も、つい安楽に生きやすい人間が時には苦しみに耐える努力をしてみて、罪のつぐないを志す実

践として勧められるのです。私たちに代わって、償いの苦しみを味わわれたイエス・キリストに少しで

も自分たちの心を寄り添わせるために大切な心がけではないでしょうか。 

 ところで、キリスト教の歴史の流れをずっと見てみると、つねに一番大切な掟は愛であると言われて

きました。四旬節の間、自分が愛に生きているかをみつめなおしてみることも大事でしょう。イエス自
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身がもっともすぐれた掟は愛であると言われ（マタイ 22・37-38；マルコ 12・29-31）、パウロも、「た

とえ、人々の異言、天使たちの異言を語ろうとも、愛がなければわたしは騒がしいドラ、やかましいシ

ンバル。たとえ、預言する賜物を持ち、あらゆる神秘とあらゆる知識に通じていようとも、たとえ山を

動かすほどの完全な信仰を持っていようとも、愛がなければ無に等しい。全財産を貧しい人々のために

使い尽くそうとも、誇ろうとしてわが身を死に引き渡そうとも、愛がなければ、わたしに何の益もない」

（1コリント 13・1-3）と言い、「愛は忍耐強い、愛は情け深い。ねたまない。愛は自慢せず、高ぶらな

い。礼を失せず、自分の利益を求めず、いらだたず、恨みを抱かない。不義を喜ばず、真実を喜ぶ。す

べてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える。愛は決して滅びない」（1コリント 13・

4-8）と述べて、愛はあらゆる徳の源泉であると語っています。 

 結局、人の生活を一番豊かにするものは愛なのです。人の集団の中で、皆が愛を持っているならば、

この集団の人々は、幸せになります。先程ふれたように、いくら物を手に入れてもそれによって幸せは

得られません。そうかといって、物を持たなければ、幸せになれるわけでもないのです。愛のあふれる

場にこそ人の幸せもあふれるほど豊かになります。同時に物からの脱却がなければ愛の幸せも手に入れ

ることはできないでしょう。今年の四旬節には、エネルギーも含めた、あらゆる物質の世界への必要以

上の依存から離れて、精神的な豊かさを探し求める時にしましょう。 

 

 

 

 

 聖週間の典礼に関する補足事項  

 

 この資料は、現行『ミサ典礼書』には記載されていない聖週間の典礼に関する規則を、『ミサ典礼書』

以外の典礼書や『ミサ典礼書』発行後に教皇庁から発表された指針などに基づいてまとめた補足事項で、

本年 2月 2日に開催された常任司教委員会で承認されました。小教区などで聖週間の典礼を準備する際

に参照してください。 

   2012年 2月 2日 

日本カトリック典礼委員会 

 

１．受難の主日（枝の主日） 

⑴枝を持って入堂するとき、信者だけでなく司式者と他の奉仕者も枝を持つ1。 

⑵行列も盛儀の入堂も行うことができない場合、救い主の入城と受難に関することばの祭儀を、土曜日

の夕刻か日曜日のふさわしい時刻に行うことが望ましい2。 

⑶受難朗読を複数の奉仕者で行う場合、可能であればキリストのことばは司祭が朗読する。助祭が朗読

する場合、通常の福音朗読と同じように朗読の前に司式者から祝福を受ける3。 

 

２．聖木曜日・聖香油のミサ 

                              
1 『司教儀典書』 (Caeremoniale Episcoporum, editio typica, Libreria Editrice Vaticana, 1984 

[Reimpressio emendata 2008]) 270、教皇庁典礼省書簡「復活祭の準備と祭儀について」(Congregatio 
pro Culto Divino, Litterae circulares «de festis paschalibus praeparandis et celebrandis», 16 ian. 
1988) 29 参照。 

2 『ローマ・ミサ典礼書（規範版第 3 版）』(Missale Romanum, editio typica tertia, Libreria Editrice 
Vaticana, 2002 [Reimpressio emendata 2008])「受難の主日」1、典礼省書簡「復活祭の準備と祭儀
について」31 参照。 

3 『ローマ・ミサ典礼書（規範版第 3版）』「受難の主日」21、典礼省書簡「復活祭の準備と祭儀につい
て」33参照。 
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⑴聖香油のミサのために聖木曜日の午前中に集まることが難しい場合、復活祭より前の他の日に行うこ

とができる。その場合、復活祭に近い日を選ぶ4。 

⑵各小教区で、主の晩さんの夕べのミサの前、あるいはよりふさわしいと思われる他の機会に、聖なる

油を受け取ったことを知らせることができる5。 

 

３．聖なる過越の 3 日間全般 

⑴聖金曜日と聖土曜日には、「教会の祈り」の「読書」と「朝の祈り」を共同体の祭儀として行うこと

が勧められる。司教座教会では、可能であれば司教は聖職者と信者とともにこれらの祭儀に参加する6。 

⑵聖なる過越の 3日間の典礼のために、それぞれの役割に関して養成されたふさわしい数の奉仕者が必

要である。また、信者が行動的に参加することができるよう、司牧者は祭儀の各部分の意味や順序につ

いて適切な方法で説明するようにする7。 

⑶小さな共同体や会、さまざまな種類の特別のグループは、聖なる過越の 3日間の祭儀をよりふさわし

く祝うために、司教座教会や小教区聖堂などに集まって祭儀に参加することが望ましい8。 

 

４．聖木曜日・主の晩さんの夕べのミサ 

⑴地区裁治権者は、夕刻のミサにどうしても参加できない人のために、必要があれば朝にこのミサを行

う許可を与えることができる。その場合、このようなミサが個人や特定の小グループのために行われた

り、夕べのミサより重んじられたりしないようにする9。 

⑵このミサから復活徹夜祭までの間、オルガンと他の楽器は歌を支えるためだけに使用することができ

る10。 

⑶聖体を安置するために、祈りと黙想に導くように場所を整える。あらゆる誤用を避けるために、これ

らの日々の典礼にふさわしい落ち着きが求められる11。 

⑷自宅などで拝領をする病者のために、聖体は助祭、祭壇奉仕者、または臨時の奉仕者によって、祭壇

から直接運ばれることが望ましい12。 

⑸聖体は扉を閉じた聖櫃または蓋をした聖体容器の中に安置される。顕示台を使用することはできない
13。 

⑹聖櫃または聖体容器を置く場所を、墓所のように整えることはできない。また、「墓」と呼ぶことも

避ける14。 

 

５．聖金曜日・主の受難 

⑴聖金曜日には、ゆるしの秘跡と病者の塗油の秘跡を除く他の秘跡を執り行うことはできない15。 

                              
4 『ローマ・ミサ典礼書（規範版第 3 版）』「聖香油のミサ」3、典礼省書簡「復活祭の準備と祭儀につ
いて」35参照。 

5 『ローマ・ミサ典礼書（規範版第 3版）』「聖香油のミサ」15、典礼省書簡「復活祭の準備と祭儀につ
いて」36参照。 

6 『司教儀典書』296、典礼省書簡「復活祭の準備と祭儀について」40、「教会の祈りの総則」210参照。 
7 『ローマ・ミサ典礼書（規範版第 3 版）』「聖なる過越の 3 日間」2、典礼省書簡「復活祭の準備と祭
儀について」41参照。 

8 『ローマ・ミサ典礼書（規範版第 3 版）』「聖なる過越の 3 日間」3、典礼省書簡「復活祭の準備と祭
儀について」43参照。 

9 『ローマ・ミサ典礼書（規範版第 3 版）』「主の晩さんの夕べのミサ」3、典礼省書簡「復活祭の準備
と祭儀について」47参照。 

10 『ローマ・ミサ典礼書（規範版第 3版）』「主の晩さんの夕べのミサ」7、「ローマ・ミサ典礼書の総則
（暫定版）」313、『司教儀典書』300、典礼省書簡「復活祭の準備と祭儀について」50参照。 

11 典礼省書簡「復活祭の準備と祭儀について」49参照。 
12 同 53参照。 
13 同 55参照。 
14 同 55参照。 
15 『ローマ・ミサ典礼書（規範版第 3版）』「聖金曜日」1、典礼省書簡「復活祭の準備と祭儀について」
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⑵「教会の祈り」の「読書」と「朝の祈り」を信者とともに行うことが勧められる16。 

⑶司牧的理由から主の受難の祭儀を午後 3時より遅く行う場合も、午後 9時以降には行わない17。 

⑷主の受難の祭儀は沈黙のうちに始まるので、導入の言葉を述べる場合は司祭と奉仕者が入堂する前に

告げる18。 

⑸受難の朗読は、受難の主日と同じようにする。短い説教の後、しばらく沈黙のうちに祈るよう会衆に

勧めることができる19。 

⑹「平和のあいさつ」は行わない20。 

⑺祭儀の後、祭壇の上のものを取り除くが、2本もしくは 4本のろうそくとともに十字架を残す21。 

 

６．聖土曜日 

⑴聖土曜日には、主の墓のもとにとどまって主の受難と死をしのび、主が陰府にくだったことを黙想し、

主の復活に希望をおいて祈りと断食をする22。 

⑵「教会の祈り」の「読書」と「朝の祈り」を信者とともに行うことが勧められる23。 

 

７．復活の主日・復活徹夜祭と日中のミサ 

⑴復活徹夜祭は、各教会で 1度だけ行われる。信者は何よりもこの徹夜祭に一つに集まり、教会共同体

の意味を体験しなければならない24。 

⑵旧約聖書の 7 つの朗読は、可能な場合はどこにおいてもすべてを朗読することが求められる25。司牧

的理由で減らす場合、3 つの朗読を律法と預言書から選ぶが、出エジプト記 14 章の朗読を省くことは

できない26。 

⑶復活徹夜祭について案内する場合、聖土曜日を締めくくる時ではなく、復活祭の夜の祭儀であること

に留意する27。 

⑷拝領前の信仰告白「神の小羊の食卓に招かれた者は幸い…」の前に、司式者は受洗者に、入信の秘跡

の頂点でありキリスト教生活全体の中心となる初聖体の意味と大切さについて簡潔に説明することが

できる28。 

⑸日中のミサのとき、復活のろうそくを朗読台または祭壇の近くにともす。復活節中のより盛大に祝わ

れる祭儀では、ミサのときも朝・晩の祈りのときも復活のろうそくをともす29。 

 

                                                                                                 

61参照。 
16 典礼省書簡「復活祭の準備と祭儀について」62、「教会の祈りの総則」210参照。 
17 典礼省書簡「復活祭の準備と祭儀について」63参照。 
18 同 65参照。 
19 『ローマ・ミサ典礼書（規範版第 3版）』「聖金曜日」10、『司教儀典書』319、典礼省書簡「復活祭の
準備と祭儀について」66参照。 

20 典礼省書簡「復活祭の準備と祭儀について」70参照。 
21 『ローマ・ミサ典礼書（規範版第 3版）』「聖金曜日」33、典礼省書簡「復活祭の準備と祭儀について」71
参照。 

22 『ローマ・ミサ典礼書（規範版第 3 版）』「聖土曜日」1、典礼省書簡「復活祭の準備と祭儀について」73
参照。 

23 典礼省書簡「復活祭の準備と祭儀について」73、「教会の祈りの総則」210参照。 
24 『ローマ・ミサ典礼書（規範版第 3 版）』「復活徹夜祭」2、典礼省書簡「復活祭の準備と祭儀について」

94参照。 
25 『ローマ・ミサ典礼書（規範版第 3版）』「復活徹夜祭」20、典礼省書簡「復活祭の準備と祭儀について」

85参照。 
26 『ローマ・ミサ典礼書（規範版第 3版）』「復活徹夜祭」21、典礼省書簡「復活祭の準備と祭儀について」

85参照。 
27 典礼省書簡「復活祭の準備と祭儀について」95参照。 
28 『ローマ・ミサ典礼書（規範版第 3版）』「復活徹夜祭」64、『成人のキリスト教入信式』135頁参照。 
29 『ローマ・ミサ典礼書（規範版第 3版）』「復活徹夜祭」70、典礼省書簡「復活祭の準備と祭儀について」

99参照。 
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 新刊書籍案内  

 

 

※ 「自発教令 信仰の門－『信仰年』開催の告示」 教皇ベネディクト十六世 

 

※ 「なぜ教会は社会問題にかかわるのかＱ＆Ａ」 日本カトリック司教協議会 社会司教委員会・編 
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