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 常任司教委員会  

 

■12 月定例常任司教委員会   

日 時  2012年 12月 6日（木）10：00－14：30 

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. 日本聖書協会一般財団法人移行報告感謝会について 

日本聖書協会が一般財団法人移行した感謝報告会が 11 月 21日(水)に行われ、同会合に参加した宮下

良平事務局長から報告が行われた。 

2. 教会公用書式一部修正について 

現行の「転出証明書発行願い」（C-1）および「転出証明書」（C-2）の在庫僅少による再版のため、教

会行政法制委員会が現行書式の一部を改訂し、分教会、巡回教会、集会所などの信徒も確認できるよ

うな書式として配布する。 

3. 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。12月 4日現在のカリタスジャパンへの募金は、746百万円、国際カリタスからの募金が 895

百万円で計 1641百万円、援助金支出は、985 百万円となった。 

4. 中央協議会の口座に入金された義援金について 

11 月 30 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の報告が行われた。義援

金総額は 73,350,693円、支出合計は、26,516,469 円、残高は 46,834,224円となった。 

5. 2013 年度教区分担金算定について 

2011年 6 月開催の定例司教総会において､2012 年－2014 年の教区分担金算出方法については、従来の

基準を適用することが承認された。また、2011 年から 3年間は、東日本大震災の被害の大きかった仙

台教区とさいたま教区の教区分担金を免除し、その免除額を 14教区で案分することが決定した。それ

に基づき 2013年度教区分担金を算定したことが報告された。 

6. カトリック中央協議会人事マネジメントについて 

カトリック中央協議会の人事マネジメントについて、事務局長が立案し、11 月 26 日の部長会で検討

し、承認された内容について報告が行われ、その内容が了承された。 

7. 日本カトリック会館空調設備工事について  

11 月常任司教委員会において、日本カトリック会館の「長期修繕計画」の審議が行われた際、2013

年度に施行を計画している日本カトリック会館の空調工事に関しては、多方面からの調査も加えて、

再度常任司教委員会に諮り決定することとなったため、調査を開始した報告が行われた。 

 

審 議 

1. 学校教育委員会から司教総会への提案事項について 

2012年度臨時司教総会で「日本カトリック学校としての自己点検評価基準」改訂案の審議を行うこと 

を承認した。 

2. 日本での新しいローマミサ典礼英語訳の印刷配布許可について 

東京大司教区カトリック東京国際センターCTICが、移住者への司牧的配慮として発行する各国語併記

のミサ典礼式文の英語版使用のために、新英語訳の著作権を保有する英語典礼国際委員会に使用許諾

申請を行ったところ、新しい英語訳典礼を日本国内で行ってもよいという司教協議会としての許可が

必要とのことから、新しい英語訳典礼の使用を常任司教委員会として承認し、司教協議会会長名にて

承認書類を作成する。 

3. 四旬節キャンペーン大綱承認について 

カリタスジャパンから提出された「2013年四旬節キャンペーン大綱」を承認し、2012年度臨時司教総

会の報告事項とする。 

4. 東日本大震災復興支援助成金 交付要綱の助成対象の明確化について 

「東日本大震災復興支援助成金交付要綱」の助成対象についての明確化のため、事務局から提案され

た案文に本常任司教委員会で修正を加えた事項を追加することを承認した。 

5. 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 今日のカトリック神学－展望、原理、基準(仮題) 
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著  者 教皇庁国際神学委員会 

  訳 者 浅井太郎 

② 書籍名 世界代表司教会議第 13 回通常総会報告 

こここ「キリスト教信仰を伝えるための新しい福音宣教」 

  訳 者 カトリック中央協議会 司教協議会秘書室研究企画 

③書籍名 第 28回世界青年の日 教皇ベネディクト 16 世メッセージ 

  訳 者 カトリック中央協議会事務局 

④書籍名 つなぐ 2013 

  編 者 日本カトリック司教協議会カリタスジャパン 

⑤書籍名 第二バチカン公会議公文書改訂公式訳  

  監訳者 第 2バチカン公会議文書公式訳改訂特別委員会 

 

 

 学校教育委員会  

 

■第 136 回学校教育委員会  

日 時  2012年 11月 27日（火）10：00－12：00 

場 所  日本カトリック会館 会議室 4 

出席者  7人 

 

報 告 

1. 品田委員より、「カトリック学校連合会の動き」について 

2. 事務局より 

韓国の趙 貞衍（チョ・ジョンヨン）さん(ソウルの蠺室 3 洞聖堂に勤務)から、『キリスト教理解のた

めに』を韓国語に翻訳し、自国で出版したいという希望が、学校教育委員会に寄せられた。著作権の

手続きをしている出版部によれば、「著作権物使用許諾申請書」が必要とのことで、その旨、事務局よ

り趙さんに手紙で伝えた。 

 

審 議 

1. 2012年度臨時司教総会における「日本カトリック学校としての自己点検評価基準（評価基準）」改 

訂案提出について 

・司教総会では改訂案の審議に入る前に、少なくとも 30 分位の時間をもらい、梶山秘書から、カトリ

ック学校の現状、様々な課題、将来の展望などを伝え、日本におけるカトリック学校についての理

解をより深めてもらうようにする。 

・提案書の資料として、「評価基準」の「原文」と「改訂案」を並べ、「改訂理由」を明記する。 

2. 「教職員のための第 1 回長崎・五島研修旅行」（2013年 8月 20日－23日）について 

・団長は、品田委員とする。 

 ・初日は、「日本二十六聖人記念館」（長崎市）に 14 時集合、デ・ルカ・レンゾ館長のあいさつをもっ

て始める。この時間に間に合わない参加者は、16 時に長崎港に集合。 

 ・3 日目（22 日）のスケジュールが多過ぎるので再検討する。余裕をもち、聖堂で沈黙のうちに祈る

などの時間を大切にする。 

  ・参加者の立場からすると、参加の可否を年度内に知りたいと思うので、申し込み締め切りを 2月 28

日（木）にし、3月中に参加者を決定する。 

・参加状況にもよるが、この研修旅行は今後も継続していきたい。 

3. 「第 26回校長・理事長・総長管区長の集い」について 
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初日の講演者は確定している。 

2 日目の事例報告を担当する人を、引き続き探す。 

4. カナダ・トロント地区の「トロント地区カトリック学校教育委員会」から、日本のカトリック学校

教育委員会と提携し、日本とトロントのカトリック学校の交流促進を打診する申し出があった。内

容としては、生徒の交換留学、職員研修旅行などが考えられる。これについては、次回の検討事項

とする。 

 

次回委員会  

2013年 1月 10日（木）15：15－17：15 幼きイエス会 ニコラ・バレ修道院（東京・千代田区） 

 

 

 難民移住移動者委員会  

 

■2012 年度第 3 回定例委員会  

日 時  2012年 11月 19日（月）10：30－12：00 

場 所  サクラファミリア 会議室（大阪市） 

出席者  12人 

欠席者  3人 

 

報 告 

1. 「全国研修会 in大分」について 

会報 12月号参照 

2. 「長崎教会管区セミナー」について 

今年度は、開催しないことに決定した。 

3. 「大阪教会管区セミナー」について 

本日午後から開催される全国担当者会議で、大阪管区内教区担当者との話し合いにより検討する。 

4. 「AOS 船員司牧全国会議 in東京」について 

第 2回定例委員会議事録参照 

5. 収容所問題について 

4 月に元・大村収容所長が牛久に異動となり、対応が比較的良くなった印象を受ける。仮放免に関す

る改善点は、①今まで非公開であった仮放免許可に関する判断の問題点をリストにし、収容棟壁に張

り出した、②仮放免申請に対する審査機関受付事務の時間短縮、③総務課内で他の業務と平行して行

われてきた仮放免業務を 1階入口近くの独立した場所に移動、④約 8年がかりでやっと入所時などに

尿と血液の検査を行うことが決定した、の 4点。 

  一方で、出所後の生活場所を提供する予定の人に対する事前調査が厳しく行われている。出所後の労

働を厳しく取り締まっていく方針か。今後、出所した人の就労の幅を広げられるよう活動していきた

い。 

6. 「2013年度 全国研修会」について 

10月 4日(木)、東京教会管区の教区担当者が集まり、「2013年度 全国研修会準備会」を開催。開催候

補地の検討や研修内容、取扱いテーマについて話し合った結果、2013年度の「全国研修会」は、仙台

教区で開催することになった。 

7. その他 

2013 年 1 月 26 日(土)、日本バプテスト連盟仙台基督教会で「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)主催の「第 27回 全国キリスト者集会」が開催される。委員会事務

局からも参加する。 
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審 議 

2013年度 活動計画整理および予算修正について 

2013年度 活動計画および予算概要について検討され、予算が承認された。 

 

 

■全国担当者会議 

日 時  2012年 11月 19日（月）13：30－20日(火)12:00 

場 所  サクラファミリア 会議室（大阪市） 

参加者  22人 

 

報 告 

1. 委員会事務局より 

2012年度活動報告                             

2. 分野別担当者からの報告 

3. 事前報告書について 

   ・外国語ミサの実施 

   ・教会外の外国人とのかかわり 

   ・信仰と養成 

4. その他 

 

審 議 

1. 2013 年度活動計画の検討について 

2. その他 

 

 

 カリタスジャパン  

 

■2012 年度カリタスジャパン定例全国教区担当者会議 

日 時  2012年 11月 6日（火）－7日（水） 

場 所  日本カトリック会館 マレラホール 

出席者  25人 

 

11月 6日(火) 

1. カリタスジャパン活動報告 

カリタスジャパン委員会、啓発部会、援助部会に派遣されて委員となっている教区担当者が、2011年

11 月から 2012年 10月までの委員会や各部会の活動について報告。 

2. 講演会「福島の声を聴く」 

以下の 3 人から、一人 1時間程度で話を聞いた。 

・酒井信行さん（「福島県に自主避難の権利を求める会」） 

皆同じ被災者でありながら、行政が自主避難者を県外と県内に分けている。県外自主避難者には

援助があるが、県内自主避難者には援助がされていない。県内自主避難者へも行政の支援が得ら

れるよう活動をしている。 

・青田由幸さん（「NPO さぽーとセンターぴあ」） 

障がい者や高齢者など一番弱い立場にされてしまう人が、震災時に置き去りにされてしまった。
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緊急時に足かせになった「個人情報保護法」の取り扱いについて、行政とかけあい、連絡や確認

作業を行った。 

・西山祐子さん（「被害者と支援者を結ぶネットワークみんなの手」） 

原子力発電所の事故を受け、子どもへの影響を考えて京都へ県外自主避難をした。避難地・京都

で、福島の子どもと地元の子どもを結ぶための活動を紹介。 

3. 東日本大震災におけるカリタスジャパンの支援活動について 

昨年の東日本大震災を受け、1年半経った現在の状況の報告と、今後の展望について説明があった。 

・DVの増加、2014 年の復興住宅移行によるコミュニティの崩壊、自死者の増加などの傾向が見られ 

る。 

・地域における、その時々のニーズに合わせて活動を行う。 

・今後も地元の人たちとしっかりとつながり、地元の人が中心になって活動していくことができるよ

うに体制を整える。 

4. 東日本大震災における支援活動についての意見交換 

大きな災害が起こった際の初動の確認、意見交換を行った。 

・大災害が起こると、被災の中心地域は動くことが難しいのが実状。その状況に対応できるよう、支

援マニュアルを見直す必要がある。 

・普段から緊急対応時の対策について、各教区で、教区長や事務局長を交えて話しておくことが大事

である。 

 

11月 7日(水) 

2013年度四旬節キャンペーン 

・四旬節キャンペーン大綱について 

   「大綱」案について審議し、承認された。 

・献金額について 

近年、四旬節献金額が減少しており、そのために緊急援助の額が以前の半分になっている。必要最

低限の支援しかできていないという状況をふまえ、今後のキャンペーンに改善を求めていくことが

必要。 

・「祈りのカード」について 

次年からの四旬節キャンペーンの新しい取り組みとして、四旬節における特別な祈りを記した「祈

りのカード」を作成し配布する方向性が確認された。 

・「四旬節小冊子」について 

四旬節献金は特別献金であり、本小冊子は、司教団から委託されてカリタスジャパンが編集、作成

しているものである。多くの人に読んでもらえるように、読みやすさへの工夫や改善を行っていく。 

 

今後の会議日程 

 2013年度臨時全国教区担当者会議 2013年 14月 23日—24 日 日本カトリック会館 

 2013年度定例全国教区担当者会議 2013年 11月 19日−20 日 高松教区（詳細は未定）  

 

 

■第 4 回啓発部会会議 

日 時  2012年 11月 20日（火）13：00－16：30 

場 所  日本カトリック会館 会議室 3 

出席者  11人 

 

報 告 

1. 2012年度カリタスジャパン定例全国教区担当者会議について 

議事内容は前項を参照。 
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なお、教区担当者会議の審議内容に関連して、国内援助と啓発部会の関係について話された。今後、

援助効果を高めるために、福祉の現場に近い啓発部会の会議の場においても、国内援助のガイドライ

ンや援助実績など、援助部会の情報を共有していくことを確認した。 

2. カリタスジャパン委員会付託事項「震災遺族のわかち合いの会」について 

本部会からカリタスジャパン委員会付託事項「震災遺族のわかち合いの会へのカリタスベース、カト

リック教会の場所提供」は委員会にて採択され、積極的に進めていくことが確認された。 

3. カトリック大阪教区神戸地区社会活動委員会主催「自死についての勉強会」について 

2013年 2月 3日（日）に、幸田司教を講師に迎えて勉強会を行いたいとの依頼があり、開催が決定し

た。 

4. カリタスソウル来日について 

10 月 15日－17日にかけて、カリタスソウルより、チョン・ソンファ師、オ・デイル師、自殺予防セ

ンター長のキム・ボミ修道女が来日した。東京自殺防止センター、上智大学グリーフケア研究所の訪

問や、NPO自殺防止センターライフリンク、幸田司教との話し合いなどの時間をもった。 

5. その他 

11月 10日（土）、カトリック麹町教会(東京教区)で、幸田司教司式の「自死された方々のためにささ

げる追悼ミサ」が行われた。自死の小冊子２種類を各 200部ほど配布した。 

 

審 議 

1. 第 3 回啓発部会の議事録を承認した。 

2. 2013 年度自死のシンポジウム開催について 

次年度の活動内容である「自死のシンポジウム」開催については、その教会管区の状況に即した規模、

内容での開催とする。東京教会管区においては札幌が候補として上がっている。長崎教会管区につい

ては、管区の教区担当者との話し合いの後に場所を決定し進めていく。大阪教会管区については、2

月 3日の神戸地区社会活動委員会勉強会の実行委員会の結果を待って、可能であれば共催として開催

する。 

 

次回日程 2013 年 1月 15日（火） 13:30－16:30       

 

 

 正義と平和協議会  

 

■事務局会議 

日 時  2012年 12月 10日（月）14：00－17：00 

場 所  日本カトリック会館 会議室 5 

出席者  5人 

 

報 告 

1. 来年度スタディツアー募集要項配布について 

2. 全国会議案内の報告 

3. JP通信 178 号（全国集会長崎大会報告号）編集作業の進捗状況 

 

審 議 

1. 2013 年度予算案を審議し、承認した。 

2. 2012 年度全国会議内容について 

2013年 2月 8日（金）18：00－20：30  

   講演会「奄美のカトリック排撃運動と上智大生神社参拝拒否事件-外務省、文部省の資料から見る」 
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   講師 谷 大二司教、郡山康子修道女（長崎純心聖母会） 

  2月 9日（土） 

   ・改憲問題について、学習会（講師 高田 健さん） 

   ・学習会を受けてわかち合い 

   ・今後の活動について 

  2月 10日（日） 

   各地の報告 

3. スタディツアー、事務局の企画について 

来年 6 月に事務局企画の「沖縄平和学習」を行う。その内容を検討する。スタディツアーの事前学習

会を 3月、4 月、5 月に行い、沖縄の基地問題への理解を深める。 

 

 

■NCC 女性委員会 

日 時  2012年 11月 21日（水）10：30－12：00  

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. 各教派、団体からの報告 

2. 2013年 11月の WCC（世界教会協議会）総会（韓国・釜山）に「日本軍『慰安婦』問題」の報告が求 

められた。準備に協力する。 

3. 「世界祈祷日 2014 年」の式文(エジプト担当)が世界祈祷日国際委員会から届いたので、発送準備を

する。 

 

審 議 

1. 日・韓・在日連帯交流会議を来年 7月、仙台地区で開催する件について 

2. 第 11 回日本戦時性奴隷（慰安婦）問題アジア連帯会議（12月 8 日－11 日、台湾）の参加者費用に

ついて 

3. 原子力に関する宗教者国際会議（12月 5日－7日、福島・会津若松市）代表者派遣について 

4. フォーラム開催について（2013年 1月か 2月） 

 

 

 部落差別人権委員会  

 

■事務局会議 

日 時  2012年 10月 25日（木）11：00－15：00 

場 所  日本カトリック会館 会議室 4 

出席者  5人 

欠席者  1人 

 

報 告  

1. 「狭山事件」現地調査学習会について  

部落差別人権委員会は 2012 年 9月 18日（火）、埼玉県狭山市で「狭山事件」現地調査学習会を行った。

小野寺一規さん（部落解放同盟埼玉県連合会書記長）の案内で現地調査を行い、その後、富士見集会

所で石川一雄さん・早智子さんから説明を受けた。 

2. 狭山事件の再審を求める市民集会（10月 30日）について 
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3. 「いまハンセン病療養所のいのちと向き合う〜実態を告発する市民集会〜」 

ハンセン病療養所の将来構想をすすめる会主催の市民集会が、2012年11月5日（月）18：00より科学技

術館・サイエンスホール（東京・千代田区）で開催される。賛同団体に部落差別人権委員会が加わった。 

4. 大阪教会管区部落差別人権活動センター 

(1)「十字架の道行き－東日本大震災を歩む イエスの歩み」について 

(2)国立療養所大島青松園訪問について 

(3)「対話集会」（大阪教会管区部落差別人権活動センター主催）について 

 

審 議 

1. 「人権救済機関設置法案」（仮称）について 

（「『同和問題』にとりくむ宗教教団連帯会議(同宗連)」への回答） 

2012年 9月 19日、政府は「人権委員会設置法案及び人権擁護委員法の一部を改正する法律案」を閣

議決定した。この法案について審議した。 

太田 勝師より、資料に基づいて「人権救済機関設置法案」および「差別禁止法」について説明があっ

た。（資料は「国内人権機関がある国」、「『差別禁止法』の制定を求めて市民社会が動き出す」（IMADR-JC

《反差別国際運動日本委員会》通信 No.167）、「障害者虐待防止法」（和歌山県）、「『差別禁止法』の制

定は人間社会の道理」他（差別禁止法の制定を求める市民活動委員会ホームページ）、解放新聞（No.2583、

2587）） 

審議の結果、委員会として賛成の立場をとる。 

2. 全国会議について      

例年各地の活動報告をしているが、活動報告を短縮して３人に問題提起をしてもらい、意見交換を深

める。 

3. 2013年春季合宿について    

2013年 2月 23日（土）－24 日（日）に予定している春季合宿のため、11月 8 日－10日に福島県で下

見を行い、カリタス原町ベース（福島・相馬市）を訪ねて打ち合わせを行う。 

4. 2013 年度活動計画について 

(1)夏季合宿 

東京教会管区で行うことを定例委員会で提案する。 

(2)シンポジウム 

東京教会管区で行うことを定例委員会で提案する。 

(3)全国会議 

(4)春季合宿 

大阪教会管区で行うことを定例委員会で提案する。 

(5)委員会秘書・委員等の人選（任期 2013年 9月 1日から 2016 年 8月 31 日） 

上記について意見交換を行った。 

 

 

■事務局会議 

日 時  2012年 12月 5日（水）11：00－15：00 

場 所  日本カトリック会館 会議室 4 

出席者  6人 

 

報 告  

1. 狭山事件の再審を求める市民集会について 

2012年 10月 30 日（火）に日比谷公園野外音楽堂（東京・千代田区）で開催された。参加者は約 3000

人。11時から「キリスト者前段集会」、13 時から「狭山事件の再審を求める市民集会」、15時 30分か
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らデモ行進を行った。来年 5 月、石川一雄さんが逮捕されて 50 年を迎える。「何としても来年 5月ま

でに再審開始を」という発言が多かった。 

2.  全国会議（11月 4日－5日）について 

3. 「いまハンセン病療養所のいのちと向き合う〜実態を告発する市民集会〜」（11 月 5日）について 

4. 大阪教会管区部落差別人権活動センター 

(1)部落問題に取り組むキリスト教連帯会議について 

(2)大阪教区部落差別と人権を考える信徒の会について 

5. 「なぜ教会は社会問題にかかわるのか Q＆A」出版記念シンポジウム（12月 1日）について 

 

審 議 

1. 2013年春季合宿について    

本柳孝司師より、11月8日－10日に行った福島県南相馬市での下見と打ち合わせについて報告があり、 

それに基づいて審議した。 

2. 2013 年度活動計画について 

(1)夏季合宿 

夏季合宿を 7月 27 日(土)－28 日(日)に行う。「武州鼻緒騒動」をテーマに、さいたま教区での開催

を打診する。 

(2)シンポジウム「福音と差別」 

原子力発電所の問題をテーマに、シンポジウムの開催を定例委員会に提案する。 

(3)全国会議 

2013年 11月 3日(日)－4日(月)に開催する。 

(4)春季合宿 

石川早智子さんの故郷である徳島県で 2014年の春に行う。 

(5)委員会秘書・委員等の人選（任期 2013年 9月 1日から 2016 年 8月 31 日） 

上記について意見交換を行った。 

 

 

■定例委員会 

日 時  2012年 12月 7日（金）11：00－15：30 

場 所  日本カトリック会館 会議室 2 

出席者  13人 

欠席者  2人 

 

報 告  

1. 狭山事件の再審を求める市民集会について 

矢中幸雄さんより、「キリスト者前段集会」「狭山事件再審を求める市民集会」の報告があった。東京

高等裁判所・東京高等検察庁・狭山弁護団の三者協議が開催された時点では希望が見えたが、その後

遅々として進まない。来年 5 月に石川一雄さんが逮捕されて 50年を迎える。何としても来年こそは再

審開始を願う。 

2. 全国会議について 

3. 「いまハンセン病療養所のいのちと向き合う〜実態を告発する市民集会〜」について 

金原 薫さんより、2012年11月5日（月）に科学技術館・サイエンスホール（東京・千代田区）で行われ

た「ハンセン病療養所の将来構想をすすめる会」主催の市民集会の報告があった。全国から約480人（収

容人員410人）が参加した。 

4. 「日本キリスト教協議会(NCC)秋の人権文化セミナー」について 

矢中幸雄さんより、2012年 11 月 17日（土）に行われた「日本キリスト教協議会部落差別問題委員会」
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主催の「東京・墨田区の被差別部落フィールドワーク」について報告があった。 

5. 部落解放・人権文化フォーラム 

「人の世に熱あれ、人間に光あれ」をテーマに、「部落解放・人権文化フォーラム」が 2012 年 11 月

21 日（水）、浅草公会堂と台東区民会館（東京・台東区）で開催された。主催は部落解放・人権文化

フォーラム実行委員会。 

6. 大阪教会管区部落差別人権活動センター 

(1)「対話集会」（大阪教会管区部落差別人権活動センター）について 

10月 21日(日)－22日(月)にカトリック会館（京都市）で対話集会を行った。講師の二人（20代と

30 代）の発言（「地区外で差別に遭ったとき怖かった」、「差別に遭ったとき怖くて何もできなかっ

た」）をしっかりと受けとめることが大事だ。 

(2)「リバティーサポーター（公益財団法人大阪人権博物館賛助会員）」について 

7. 「週刊朝日」の差別記事について 

太田 勝師より、資料（「週刊金曜日」No.920号）に基づいて「週刊朝日」の差別記事の問題点が指摘

された。 

8. さいたま教区部落差別人権委員会主催「待降節記念講演会（パネルディスカッション）」について 

「社会のいじめ〜私にできることは何か〜」をテーマに 12月 8 日（土）、さいたま教区事務所で待降

節記念講演会を開催する。 

 

審 議 

1. 2013年春季合宿について 

以下のとおり春季合宿を開催する。    

テーマ 福島に聴く〜3・11 からの学びを広げて〜 

日 時 2013年 2月 23日（土）12：30から 24日（日）12：00まで 

会 場 カトリック原町教会（仙台教区） 

宿 舎 ロイヤルホテル丸屋（福島・南相馬市）  

講 師 金澤弘子さん（傾聴ボランティア白河みみずく代表） 

定 員 26人 

2. 2013年度予算について 

事務局より「2013年度収支予算書（原案）」に基づいて説明があり、審議の結果、承認された。 

3. 2013 年度活動計画について 

(1)夏季合宿 

夏季合宿は、2013年 7月 27 日(土)－28日(日)に「武州鼻緒騒動（仮称）」をテーマに、さいたま教

区で開催する。 

(2)シンポジウム 

シンポジウム「福音と差別」は、2013年 9月 14日（土）に開催する。原子力発電所の問題につい

ては意見が多数出たが結論に至らず、次回定例委員会で継続審議する。 

(3)全国会議 

2013年 11月 3日(日)－4日(月)に京都で開催する。 

(4)春季合宿 

2014年の春季合宿は、徳島県で開催する。内容については太田 勝師が原案をつくる。 

 

 

■全国会議 

日 時  2012年 11月 4日（日）－5日（月） 

会 場  1日目 ザ・パレスサイドホテル（京都市） 

     2日目 カトリック会館 6階ホール（京都市） 
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講 演  部落問題認識の転換とは何か〜「部落史の見直し」がめざしたこと〜 

講 師  吉田栄治郎（天理大学講師） 

宿 舎  ザ・パレスサイドホテル 

参加者  23人 

 

テーマ 「あらゆる差別を克服するために 私たちが果たす役割は何か 

           〜部落史の見直し 私たちの発想転換〜」 

 

１日目はザ・パレスサイドホテルを会場に、吉田栄治郎さん（天理大学講師）が「部落問題認識の転換と

は何か〜『部落史の見直し』がめざしたこと〜」と題して講演した。その後、会場の参加者と講師との間

で率直な意見交換がなされた。 

2 日目は、午前 8時 30 分からカトリック河原町教会でミサをささげ、その後カトリック会館で、マグダレ

ナ三千代修道女（イエスの小さい姉妹の友愛会）と安田耕一さん（解放新聞）、吉岡秀紀師（大阪教区）か

ら、貴重な体験を踏まえた話を聞いた。三人の話と前日の吉田栄治郎さんの講演を心に留めて、参加者か

らは今後の取り組みについて意見が述べられた。 

 

 

 日本キリスト教連合会（日キ連） 

 

■2012 年度第 3 回常任委員会 

日 時  2012年 8月 28日（火）15：00－16：30 

場 所  ルーテル市ヶ谷センター 会議室（東京・新宿区） 

出席者  9人 

事務局  1人 

 

報 告 

1. 日本宗教連盟（日宗連） 

佐藤委員より 

2. 東京都宗教連盟（都宗連） 

藤盛委員より 

次回の宗教法人実務研究会・税制研究会は 10 月 10日（水）に日本基督教団で行われる。 

3. 事務局より 

前回常任委員会以降の日キ連あての文書、事務局からの発送物について報告した。 

また、渡邉委員長は、8月 3 日－4日に開催された比叡山宗教サミット 25周年記念「世界宗教者平和

の祈りの集い」に参加したことを報告した。 

 

審 議 

1. 2012年度法人事務・会計実務研修会について 

研修会担当である相澤委員が配布資料に従って説明し、下記のとおり確認し準備を進める。 

(1)申し込み状況 

・参加者数は前年と同じく 41 人となっている。 

・各コースの人数は、Aが 22 人、B が 14人、Cが 5人となっている。 

・個室希望者が増えている。 

(2)2日目交流会 

・教会巡りについて、カトリック、聖公会の教会にはすでに連絡をし、了解を得た。 
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・マイクロバスでの移動となるため、参加者は 20人ほどになる。 

2. 警察によるカトリック貝塚教会（横浜教区）敷地内での捜査について 

清川委員は、前回常任委員会の際に「回答書は期待できない」としていたが、すでにメールで配信し

たとおり、回答書が提出されたことを報告した。 

3. 2012年度第 2回定例会について 

日程を以下のとおりとし、テーマについては次回常任委員会において決定する。 

・日時 第 1候補 2013年 2月 18日（金） 

第 2候補 2013年 2月 15日（金） 

・会場 ルーテル市ヶ谷センター 会議室（要確認） 

・テーマ（案） 原発、いのちの問題等 

キリスト教界における震災救援活動のまとめ（立野康博師に確認する） 

4. 日キ連ホームページのリニューアルについて 

日キ連ホームページの管理を担当している矢木委員が、現在のホームページを近日中にリニューアル

することを報告した。 

今後、定例会等については情報提供のため掲載することを確認した。 

また、矢木委員は会報について、9月中旬には作成し、研修会の際に配布予定であることを説明した。 

5. 会計基準検討委員会について 

佐藤委員は、標記委員会について、7月 30 日に第 1回を開催し、各加盟教団で使用している会計に関

する基準・規則を収集するため、提出依頼を行ったことを報告した。 

また、委員会の開催は 5回とし、次回は 9 月 3 日に開催し、来年 2月には常任委員会へ最終答案を提

出する予定であると説明した。 

 

次回日程 

2012年度第 4回常任委員会 

日時 2012年 11月 29 日（木）14：00 

会場 ルーテル市ヶ谷センター 会議室 

審議 1.2012年度法人事務・会計実務研修会報告の件 

2.2012年度第 2 回定例会の件 

3.その他 

2012年度第 5回常任委員会、第 2回定例会 

日時 第 1候補 2013年 2月 18 日（金） 

第 2候補 2013年 2月 15日（金） 

どちらも午前 11時から常任委員会、午後 1時 30分から定例会 

会場 ルーテル市ヶ谷センター（予定） 

 

 

 HIV/AIDS デスク  

 

■第 5 回 HIV/AIDS デスク会議 

日 時  2012年 12月 5日（水）13：00－15：00 

場 所  日本カトリック会館 会議室3 

出席者  7人 

欠席者  3人 
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報 告 

1. 小冊子とポスターの配布状況 

学校関係、修道会本部、教区に小冊子を約3,350部、ポスターを約2,800部、発送した。 

2. 小冊子の追加注文について 

12の小教区と、2修道会、3大学、中・高5校、神学院1校から注文があった。 

3. 第3回 アジア・太平洋カトリックHIV/AIDS 連合（CAPCHA）総会(9月10日－14日、タイ・バンコク) 

について 

15カ国から20の団体が参加した。初日のHIV/AIDS関連施設見学などをとおして、それぞれの国の事情 

  を学び、カトリックとしての連帯を強めた。 

4. AIDS文化フォーラムin京都(10月6日－7日)について 

展示会場でカトリックの取り組みを紹介。「宗教とAIDS」に藤崎委員が登壇。 

  全体会では、大阪・神戸アメリカ総領事館総領事パトリック・ジョセフ・リネハン氏がアメリカにおけ

るゲイの人権について話した。 

5. 日本エイズ学会(11月24日－26日、神奈川・横浜市)の報告 

展示会場で小冊子やポスターを紹介した。平良委員はメモリアルサービス（11月24日、慶應義塾大学日

吉キャンパス内、YMCAチャペル）「いのちをつなぐ〜過去〜現代〜未来へ」の全体司会をした。 

  薬剤の進歩で1日1錠、副作用も少ない薬ができてきたが、薬価が高いことと、副作用がないために 

  逆に飲み忘れが多くなるという実態が紹介された。 

  「AIDS文化フォーラムin横浜」の市民レベルの取組みが、日本エイズ学会の中で高い評価を得ているこ

とが分かった。 

6. AIDS記念礼拝(12月2日、東京・新宿区、聖バルナバ教会)の報告 

  約25人が参加。礼拝で武田飛呂城（たけだ・ひろき）さん(1978年生まれ)が、血友病、HIV、B型肝炎、 

C型肝炎、心臓不整脈（完全房室ブロック）とともに生きる生活を語った。 

7. レッドリボンのキーホルダーについて 

  ピンやペンダントトップに改造した物を学会などで紹介し、好評だった。 

8. ポスターとロゴのラミネート処理 

  展示会場などでの掲示に耐えうるようにラミネート処理をした。オリジナルのレッドリボンのロゴ 

  も作り、ラミネートでカバーした。 

 

審 議 

1. 新委員について 

  西山委員の退任に際し、カトリック医師会前会長の石島武一さんが、後任として内科女医(性教育等に

造詣が深いカトリック医師会のメンバー)を推薦。 

2. 神学院に講師を派遣する件について 

  福岡の神学院と連絡を取り、日程調整を事務局で進める。講師は宮本秘書の予定。 

3. デスク主催の勉強会について 

  元委員の生島 嗣さんに依頼したいが、ぷれいす東京の代表として多忙なので、少し先になる可能性も 

  ある。 

4. 今後の啓発活動 

  若い年代に参画してもらうために、チャリティー・コンサートの企画や、タイのAIDS施設へのスタディ

ーツアーも今後検討する。インターネットの重要性から、ホームページは若者が見てくれるようなもの

に新たに作り替えた方が啓発のためにはよい。 

5. 小冊子の利用について 

  過去の勉強会の参加者などにも紹介する。アンケート協力教会と学校にお礼状を出す。 
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次回日程 

2012年度第6回 (第58回)デスク会議 2013年2月13日(水)13:00－15:00 

 

 

 中央協議会事務局  

 

■総務 

2 月会議予定 

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

7 日（木）      日本カトリック神学院常任司教委員会         〃 

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

8 日（金）      正義と平和協議会全国会議              〃 

13 日（水）      日本カトリック幼稚園連盟常任委員会              〃 

13 日（水）      HIV/AIDSデスク会議                      〃 

18 日（月）－22日(金) 2012年度臨時司教総会               1〃 

1122日（金）      カリタスジャパン援助部会              〃                                                           

23 日（土）－24日(日) 日本カトリック障害者連絡協議会役員会・意見交換会  〃  

 

 

 

 

 

<会報 2013年 2月号 公文書> 

 

「2013年世界平和の日」教皇メッセージ  

 

教皇ベネディクト十六世 

2013年「世界平和の日」（2013年 1月 1 日）メッセージ 

 

平和を実現する人々は幸いである 

 

１ 新年を迎えるたびに、わたしたちは世界がよりよいものとなることを願います。そのためわたしは、

人類の父である神に、わたしたちに一致と平和を与えてくださるよう祈ります。どうかすべての人が抱く、

幸福で豊かな生活への望みがかなえられますように。 

 教会の世界に対する宣教を力づけてくれた、第二バチカン公会議開幕から 50年を経て、わたしは慰めを

感じます。神の民であるキリスト信者は、神との交わりのうちに、人類とともに歩みながら、歴史の中で

喜びと希望、悲しみと苦しみを人々と分かち合おうと努めています（1）。そして、キリストの救いを告げ

知らせ、すべての人のために平和を推進しているからです。 

 実際、よい面も悪い面も含めたグローバル化と、流血の紛争と戦争の脅威によって特徴づけられる現代

において、共通善とすべての人の発展を追求する一致した取り組みがあらためて必要とされています。 



- 16 - 

 わたしは、貧富の差の拡大と、利己主義的・個人主義的なものの考え方（それは無軌道な金融資本主義

にも示されています）の支配によって生じる、緊張と対立の温床となるものに憂慮を感じています。さま

ざまな形のテロと国際犯罪に加えて、原理主義と狂信主義が平和を危険にさらしています。原理主義と狂

信主義は、人類の交わりと和解を推進すべき宗教の真の本性をゆがめます。 

 にもかかわらず、世界中に広く見られる多くの平和活動は、人類が本来もっている平和への使命をあか

ししています。すべての人にとって、平和への望みは根本的な願望であり、ある意味で、完全かつ幸福で

十全な人生への望みと一致します。言い換えると、平和への望みは基本的な道徳原則に対応しています。

すなわち、完全な意味での社会的・共同体的発展への権利と義務です。これは人間に対する神の計画に含

まれています。人間は、神のたまものである平和に向けて造られているのです。 

 これらすべてのことから、わたしは、イエス・キリストの次のことばから霊感を受けて今年の「世界平

和の日」メッセージを書くことにしました。「平和を実現する人々は、幸いである、その人たちは神の子と

呼ばれる」（マタイ 5・9）。 

 

福音の幸い 

2 イエスが宣言する真福八端（マタイ 5・3－12、ルカ 6・20－23参照）は約束です。実際、聖書の伝統

の中で、「幸いのことば」は、つねによい知らせ、つまり福音をもたらし、約束によって頂点に達する、一

つの文学類型です。それゆえ、「幸い」は単なる道徳的勧告ではありません。道徳的勧告は、それを守れば、

いつかは（通常は来世において）報いないし将来の幸福な状態を与えてくれます。しかし「幸い」とは、

真理と正義と愛の要求に導かれるすべての人に対する約束の実現です。神とその約束に身をゆだねる人は、

この世の目から見れば、しばしば無邪気で現実離れしているように思われます。しかし、イエスは彼らに

宣言します。来世においてだけでなく、すでにこの世で、あなたがたは、自分が神の子であり、神がこれ

までもこれからもつねに完全にあなたがたに寄り添ってくださるのを見いだすであろうと。彼らは悟りま

す。わたしたちは独りきりではないことを。なぜなら神は、真理と正義と愛のために働く人々の側に立っ

てくださるからです。御父の愛を現したイエスは、ご自分を犠牲としてささげることをいといません。神

であり人であるイエス・キリストを受け入れるなら、人ははかりしれないたまものを与えられた喜びを体

験します。わたしたちは、神ご自身のいのちを分かち与えられます。それは、完全に祝福されたいのちの

保証である、恵みのいのちです。とくにイエス・キリストは、わたしたちにまことの平和を与えてくださ

います。まことの平和は、人間と神の信頼に満ちた出会いから生まれるからです。 

 イエスの「幸い」は告げます。平和はメシアが与えるたまものであると同時に、人間のわざの実りでも

あります。実際、平和の前提となるのは、超越へと開かれたヒューマニズムです。平和は、たまものの交

換、すなわち、神に由来し、他者とともに、他者のために生きることを可能にするたまものを互いに豊か

に与え合うことから生まれます。平和に基づく生き方は、交わりと分かち合いの生き方です。それゆえ、

現代の諸文化が、純粋に主観的・功利主義的な理論と実践に基づく人間観と倫理を乗り越えることが不可

欠です。こうした理論と実践によって、共存関係は力や利益の基準に導かれ、手段が目的に、目的が手段

となり、文化と教育は、道具、すなわち技術と効率のみを中心とするようになるからです。平和の前提は、

相対主義の独裁と完全に自律的な道徳思想を解体することです。完全に自律的な道徳思想は、神によって

すべての人の良心に記された、無視することのできない道徳的自然法を認識することを拒否するのです。

平和は、理性的また道徳的な意味での共存の構築です。このような共存は、人間ではなく神の造った基準

による基盤の上に据えられます。詩編 29がいうとおりです。「どうか主が民に力をお与えになるように。

主が民を祝福して平和をお与えになるように」（11節）。 

 

神のたまものであり、人間のわざの実りである平和 

3 平和は人間の人格全体にかかわり、人間全体の取り組みを求めます。平和は、神のみ心に従って生きる

ことによる、神との平和です。平和は、自分自身との内的平和であるとともに、隣人と被造物全体との外

的平和でもあります。何よりも、福者ヨハネ二十三世が回勅『パーチェム・イン・テリス』（この回勅は数

か月後に発布 50周年を迎えます）で述べているとおり、平和は、真理と自由と愛と正義に基づく共存の構
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築をもたらします（2）。人間の真の本性をなすもの、すなわち、その本質的な側面である、真理と善、究

極的には神ご自身を知ることのできる本来の力を否定することは、平和の構築を危険にさらします。創造

主によって心に刻まれた、人間に関する真理なしでは、自由と愛は価値をなくし、正義はそれを実行する

基盤を失います。 

 真に平和を実現する者となるために根本的に重要なことは、超越的な次元に注意を向けること、あわれ

み深い父である神とつねに対話することです。わたしたちはこの対話を通じて、独り子によってなし遂げ

られたあがないを願い求めるのです。こうして人間は、平和を衰えさせ、拒むもの、すなわちあらゆる罪

に打ち勝つことができます。罪とは、利己主義と暴力、貪欲と権力欲、支配欲、不寛容、憎しみと不正な

構造です。 

 平和の実現は、何よりも、わたしたちが神のうちに一つの人類家族であることを認識することにかかっ

ています。回勅『パーチェム・イン・テリス』が述べるとおり、人類家族は、人間どうしの関係と制度に

よって構成されます。この関係と制度は共同体的な「わたしたち」に支えられ、導かれます。この「わた

したち」は外的・内的な意味での道徳的秩序を必要とします。そこでは、真理と正義に従い、相互の権利

と義務が真摯に認められます。平和とは、愛によって生かされ、完成される秩序です。それによってわた

したちは、他の人の必要を自分の必要と感じ、他の人と財産を分け合い、世界の中で霊的価値の交わりを

ますます広めるまでに至ります。平和は、自由のうちに、人格の尊厳に即して実現される秩序です。人格

は、その理性的な本性により、自らの行為に責任をとるものだからです（3）。 

 平和は夢でもユートピアでもありません。平和は可能です。わたしたちは、表面的な外見や現象を超え

て、深いところまで目を向けなければなりません。それは、心の中にあるよいものを見分けるためです。

すべての人は神の像として造られ、新しい世を築くために成長し、役立つよう招かれています。実際、神

ご自身が、御子の受肉とあがないのわざを通して、歴史の中に入って来られました。そして、新しい創造

と、神と人の間の新しい契約をもたらされます（エレミヤ 31・31－34参照）。こうしてわたしたちは「新

しい心」と「新しい霊」（エゼキエル 36・26 参照）をもてるようになります。 

 だから教会は、イエス・キリストをあらためてのべ伝えなければならないと確信するのです。イエス・

キリストは、諸民族の完全な発展と平和の、第一の主要な働き手だからです。実際、イエスはわたしたち

の平和であり、正義であり、和解です（エフェソ 2・14、二コリント 5・18 参照）。イエスの「幸い」によ

れば、平和を実現する人は、今日も明日も、他の人の善を、それも霊魂と肉体の完全な善を求める人です。 

 以上の教えから次のようにいうことができます。すべての人と共同体は――宗教的、市民的、教育的、

文化的共同体を含めて――、平和を実現するよう招かれています。平和とはとくにさまざまな社会の共通

善を実現することです。この社会は、基本的、中間的レベルのものから、国家、国際社会、グローバル社

会までを含みます。そのため、共通善を実現する道は、平和を実現するために歩むべき道でもあるといえ

ます。 

 

平和を実現する人は、いのちを完全な意味で愛し、守り、推進する人である 

4 共通善と平和を実現するための道は、何よりもまず、人間のいのちを尊重することです。ここで人間の

いのちを、受精から始まり、成長を経て、自然死に至るまでの、さまざまな次元を含めた意味で考えなけ

ればなりません。それゆえ、真の意味で平和を実現する人は、あらゆる次元で――すなわち、個人的、共

同体的、超越的な次元を含めた――人間のいのちを愛し、守り、推進する人です。完全ないのちは、平和

の頂点です。平和を望む人は、いのちへの危害や犯罪を容認することができません。 

 人間のいのちの価値を十分に重んじず、その結果、たとえば人工妊娠中絶の自由化を支持する人は、こ

のことを通して、偽りの平和を追求することになることに気づかないかもしれません。人間の人格をおと

しめることになる責任回避や、さらには無防備で罪のない存在を殺害することは、決して幸福も平和もも

たらしえません。実際、出生前の生命をはじめとするもっとも弱い者の生存権を守らずに、平和や、諸民

族の完全な発展や、環境保護を実現することをどうして考えられるでしょうか。いのち、それもとくに初

期のいのちを侵害することは、発展と平和と環境に対して修復不能な損害を与えます。欺瞞的なしかたで、

偽りの権利ないし自由を法制化することも不正です。矮小化された、相対主義的な人間観と、あいまいな
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表現の巧妙な使用に基づいて、人工妊娠中絶や安楽死を行う権利の主張を推進しようとするこのような法

制化は、根本的な生存権を脅かすからです。 

 結婚という自然な制度を、男と女の結合として認め、推進することも必要です。男女の結婚を、これと

はまったく異なる結合と法的に同等なものとしようとする試みがあるからです。こうした試みは、結婚の

特別な性格と社会におけるそのかけがえのない役割をあいまいにし、現実には、結婚を損ない、不安定に

するのです。 

 ここで述べた原則は、信仰の真理でもなければ、信教の自由の権利に由来するものでもありません。そ

れは、人間本性のうちに刻まれ、理性によって認識可能であり、それゆえ、人類全体に共通するものです。

ですから、教会がこれらの原則を推進する活動は、教派的性格のものではなく、宗派を問わずすべての人

に向けられます。これらの原則が否定され、誤解されればされるほど、教会の活動はますます必要となり

ます。人間の人格の真理が侵害され、正義と平和に深刻な損害が与えられるからです。 

 そのため、立法府と司法機関が、人工妊娠中絶や安楽死といった人間の尊厳に反する法律や行政措置に

反対する良心的拒否の原則を行使する権利を認めることも、平和を築くために重要です。 

 国際平和にもかかわる、基本的人権の一つは、個人および共同体の信教の自由です。歴史の現時点にお

いて、信教の自由の権利を推進することがますます重要になっています。それは「････からの自由」とい

う消極的な観点からいえるだけではありません（たとえば、自分の宗教を選択する自由に関する、義務や

強制からの自由です）。それは「････への自由」としてさまざまなしかたで表現される、積極的な観点から

もいえます。たとえば、自分の宗教をあかしし、その教えを告げ、伝える自由。宗教のおきてを適用でき

る、教育、慈善、支援活動を行う自由。そして、教理的原則や自分たちの組織の目的に従って組織化され

た社会的団体として存在し、活動する自由です。残念ながら、古くからキリスト教的伝統をもつ国々にお

いても、宗教的不寛容が示される事例が増加しています。とくに、キリスト教と、自分の宗教を示すしる

しを身に着けているにすぎない人に対して、こうした不寛容が示されます。 

 平和を実現する人が留意すべき、もう一つの点があります。ますます増大する世論の一部で、極端なリ

ベラリズムと技術万能主義の思想が、次の確信を広めつつあります。すなわち、経済成長は、国家の社会

的責任や市民社会の連帯のネットワーク、さらには社会的権利や義務を侵害するまでに追求すべきだと。

しかし、こうした権利と義務は、市民権や政治的権利をはじめとする、他の権利・義務の完全な実現の基

盤であることを考慮しなければなりません。 

 今日、もっとも脅威にさらされている社会的権利・義務の一つは、労働権です。その原因は、労働と、

労働者の法的地位の正当な認識が、適切に重んじられることがますますなくなっていることにあります。

経済発展が何よりも市場の完全な自由に依存すると考えられているからです。こうして労働は、経済・金

融メカニズムにおける変数の一つとみなされるに至りました。このことに関連して、わたしは次のことを

再確認したいと思います。人間の尊厳と、経済・社会・政治的要因が必要とすることは、「すべての人が安

定した雇用を得られるという目標が継続的に優先されることです」（4）。この野心的な目標を実現するため

に前提となるのは、倫理原則と霊的価値観に基づく、労働観の刷新です。労働概念を、個人、家庭、社会

にとっての根本的な善として強化しなければなりません。この根本的な善に、すべての人に雇用を与える

ための勇気ある新たな政策を求める義務と権利が対応します。 

 

発展と経済の新たなモデルによる平和の善の実現 

5 現代、多くの分野で、発展の新しいモデルと新しい経済観の必要性が認識されるようになりました。完

全かつ連帯的で持続可能な発展と、共通善は、ともに富と価値の適正な規模を要求します。この規模は、

神を究極的な基準とすることにより定めることが可能です。それがどれほどよいものであっても、多くの

手段と選択肢を自由に使えることだけでは不十分です。発展を促す多くの富も、広い選択肢も、よい生き

方と正しい行動に即して用いなければなりません。正しい行動とは、霊的次元の優先的地位と、共通善の

実現への呼びかけを認めることです。そうしなければ、富と選択肢は正しい価値を失い、新たな偶像と化

すのです。 

 現在の金融・経済危機（それは格差を拡大させています）を抜け出すには、人間の創造性を高める個人
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とグループと制度が必要です。それは、この危機から、識別の機会と新たな経済モデルを導き出すためで

す。過去数十年間の支配的なモデルは、最大限の利益と消費の追求を要請するものでした。このモデルは、

個人主義的・利己主義的なものの見方に基づいて、個人を競争原理への対応能力のみによって評価しまし

た。しかし、観点を変えるなら、真の持続的な成功は、自らとその知的能力と進取の気性をささげること

によってもたらされます。生存を可能とする、すなわち真の意味で人間的な経済発展は、友愛と贈与の原

理の表現である、無償性の原理を必要とするからです（5）。具体的にいえば、経済活動において平和を実

現する人とは、協力者、同僚、発注者、消費者とともに公正と互恵性の関係を作り出す人です。このよう

な人は、共通善のために経済活動を行い、自分の活動を、自己の利益を超えた、現在と将来の世代のため

のものとみなします。それゆえ彼らは、自己のためだけではなく、他の人々に未来と人間にふさわしい労

働を与えるために働くのです。 

 経済分野において、とくに国家は、社会の発展と、民主的な法治国家が世界中に広まるための工業・農

業発展政策を策定することが求められます。通貨、金融、商業市場の倫理的構造を作ることも、重要不可

欠です。市場は、最貧困者に損害を与えることのないよう、安定化され、調整・規制されなければなりま

せん。さらに、平和を実現する人々は、これまでにない決意をもって、食糧危機に注意を向けなければな

りません。これは金融危機よりも深刻な問題だからです。食糧の安定供給という問題は、再び国際政治の

中心課題となりました。その原因は、基礎食糧価格の急激な変動、一部の経済人の無責任な行動、政府・

国際社会の不十分な規制といった、相互に連関する危機です。この危機に立ち向かうために、平和を実現

する人々は、とくに小規模農村の農業者が社会的・環境的・経済的観点から見て人間にふさわしい持続的

な活動を行えるように、地域的また国際的次元で連帯精神をもってともに努力しなければなりません。 

  

平和の文化のための教育――家庭と諸機関の役割 

6 次のこともあらためて強調したいと思います。平和を実現する人々は、家庭の共通善と社会正義に対す

る熱意と、効果的な社会教育への取り組みを深めなければなりません。 

 だれも、家庭がもつ決定的に重要な役割を否定したり過小評価することはできません。家庭は、人口学

的、倫理的、教育学的、経済的、政治的観点から見ても、社会の原細胞だからです。家庭は、いのちを推

進するという、本性的な使命をもっています。家庭は、個人の成長に同伴し、相互の配慮を通じて力づけ

合います。とくにキリスト信者の家庭は、それ自体として、神の愛を基準とする人格教育の苗床となりま

す。家庭は、平和の文化を実現するために不可欠な社会的主体の一つです。道徳と宗教の分野での子ども

の教育に関して両親が有する権利と本来の役割を守らなければなりません。未来のいのちと愛の文化の推

進者である、平和を実現する人々は、家庭の中で生まれ、育つのです（6）。 

 平和教育というこの重大な務めに特別なしかたでかかわるのが、宗教的共同体です。教会は、新しい福

音宣教を通じて自らがこの大きな責務を果たすと考えます。新しい福音宣教の中心は、キリストの真理と

愛への回心であり、それゆえ、個人と社会の霊的・道徳的刷新だからです。イエス・キリストとの出会い

は、平和を実現する人々を形成し、彼らを交わりと不正の克服へと駆り立てます。 

 文化的機関、学校、大学も、平和のための特別な使命を果たします。これらの機関は、これからの指導

者の養成だけでなく、公的・国家的・国際的機関の刷新にも大きく寄与するよう求められています。これ

らの機関は、経済・金融活動を堅固な人間論的・倫理的基盤の上に据えるための学問的考察にも役立ちま

す。現代世界、とくに政治は、新たな思想と新たな文化的統合の支援を必要としています。それは、技術

主義を乗り越え、共通善の観点からさまざまな政治的傾向を調和させるためです。共通善は、個人と集団

の完全な成長のための、積極的な人間関係と社会関係の総体であり、あらゆる真の平和教育の基盤です。 

 

平和を実現する人の教育 

7 結論として、平和の教育を提示し、推進しなければならないことが分かります。平和の教育に必要なの

は、豊かな内的生活、明確で有効な道徳的基準、分別のある行動と生活様式です。実際のところ、平和の

わざは、共通善の実現に集約されます。それは平和への関心を作り出し、人々を平和へと教育するのです。

平和に関する思想、ことば、行為は、平和の精神と文化を作り出します。平和の精神と文化とは、尊敬と
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誠実と思いやりに満ちた雰囲気です。それゆえ、人々が互いに愛し合い、平和に向けて教育し合い、単な

る寛容を超えた善意を生きるように教育することが必要です。このことに関して何よりも次のことを勧め

ます。「復讐を否定してください。自分の過ちを認めてください。とがめだてせずに謝罪を受け入れ、つい

にはゆるしてください」（7）。それは、過ちと侮辱を真理のうちに認め、ともに和解に向けて前進するため

です。このことは、ゆるしの教育を広めることを求めます。実際、善をもって悪に打ち勝ち、すべての子

らを愛してくださる父である神に似たものとなることによって正義を追求しなければなりません（マタイ

5・21－48参照）。これは時間のかかる作業です。霊的な進歩と、最高の価値の教育と、人間の歴史につい

ての新しい見方が必要だからです。この世の偶像を約束する偽りの平和と、それに伴う危険を拒否しなけ

ればなりません。良心を無感覚にし、人を自分自身のうちに閉じこもらせ、無関心のうちに委縮した人生

を送らせる、偽りの平和を拒否しなければなりません。これに対して、平和の教育とは、活動、共感、連

帯、勇気、そして堅忍をもたらします。 

 イエスはご自分の生涯の中で、このような態度をすべて体現されます。そして、「いのちを失う」（マタ

イ 10・39、ルカ 17・33、ヨハネ 12・25参照）に至るまで、自らを完全にささげます。イエスは弟子たち

に約束します。あなたがたは間もなくわたしが初めに述べたとおり、特別なことを見いだすことになると。

それは、世のうちに神がおられること、完全に人間に寄り添う、イエスの神がおられることです。このこ

とに関連して、わたしは一つの祈りを思い起こしたいと思います。この祈りは神に願います。わたしたち

をあなたの平和の道具としてください。憎しみのあるところに愛を、争いのあるところにゆるしを、疑い

のあるところにまことの信仰をもたらすことができますように。わたしたちも、福者ヨハネ二十三世とと

もに、神に願おうではありませんか。どうか諸民族の指導者を照らしてください。彼らが、その市民の正

当な福祉を配慮しながら、平和という貴いたまものを守ることができますように。すべての人の心を燃え

立たせてください。彼らが分裂をもたらす隔ての壁を打ち倒し、相互の愛のきずなを強め、他者を理解し、

侮辱した人をゆるすことができますように。こうして、主のわざにより、地上のすべての民は友愛のきず

なで結ばれ、切望してやまない平和が永遠に咲き誇り、彼らを支配するのです（8）。 

 この祈りをもって、わたしは、すべての人が真に平和を実現する人となり、人間の国が友愛の一致と繁

栄と平和のうちに成長することを願います。 

2012年 12月 8日、バチカンにて、 

教皇ベネディクト十六世 

注 

1．第二バチカン公会議『現代世界憲章』1（Gaudium et spes）参照。 

2．ヨハネ二十三世回勅『パーチェム・イン・テリス（1963年 4月 11 日）』（Pacem in terris: AAS 55 [1963], 

265-266）参照。 

3．同（AAS 55 [1963], 266）参照。 

4．ベネディクト十六世回勅『真理に根ざした愛（2009年 6月 29 日）』32（Caritas in veritate: AAS 101 

[2009], 666-667）。 

5．同 34、36（AAS 101 [2009], 668-670, 671-672）参照。 

6．ヨハネ・パウロ二世「1994 年『世界平和の日』メッセージ（1993年 12月 8日）」（AAS 86 [1994], 156-162）

参照。 

7．ベネディクト十六世「政府、共和国諸機関関係者、外交使節団、宗教指導者、文化界の代表者との会見

における講話（レバノン、バーブダ大統領府、2012年 9 月 15日）」（L’Osservatore Romano, 16 settembre 

2012, p. 7）。 

8．ヨハネ二十三世回勅『パーチェム・イン・テリス（1963年 4月 11 日）』（Pacem in terris: AAS 55 [1963], 

304）参照。 

 

略号 

AAS  Acta Apostolicae Sedis 

（カトリック中央協議会事務局訳） 
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「2013年世界青年の日」教皇メッセージ  

 

第 28 回「世界青年の日」教皇メッセージ 

 

「あなたがたは行って、すべての民をわたしの弟子にしなさい」（マタイ 28・19参照） 

 

親愛なる友人である若者の皆さん 

 

深い喜びと愛情を込めて皆さんにごあいさつ申し上げます。皆さんの多くは、よりいっそう「イエス・

キリストに根を下ろして造り上げられ、信仰をしっかり守り」（コロサイ 2・7参照）、ワールドユースデー・

マドリード大会から戻られたことでしょう。わたしたちは今年、「主においてつねに喜びなさい」（フィリ

ピ 4・4）というテーマのもとに、キリスト者であることの喜びを教区で祝いました。そして今、2013年 7

月にブラジルで行われる次のワールドユースデー・リオデジャネイロ大会に向けて準備を進めています。 

わたしは、何よりもまず、この重要な大会に参加するよう皆さんに改めてお願いします。ブラジルの美

しい街を見下ろすあのあがない主キリストの像が、わたしたちにとって、多くを物語るしるしとなるでし

ょう。キリストの開かれた両腕は、ご自分のもとに来るすべての人を迎え入れたいという願いを表し、そ

の心は皆さん一人ひとりに対するキリストのはかりしれない愛のしるしとなります。キリストに引き寄せ

ていただきましょう。次のワールドユースデーのためにリオに集まる他のすべての青年とともに、この出

会いを体験しましょう。キリストの愛を受け入れてください。そうすれば、皆さんはこの世界に欠かせな

いあかし人となります。 

 ワールドユースデー・リオデジャネイロ大会のテーマ、「あなたがたは行って、すべての民をわたしの弟

子にしなさい」(マタイ 28・19 参照)について今から考え、大会に備えるようお願いします。これは、キリ

ストが全教会に与えた宣教という大いなる命令です。そして、二千年経った今日もなお、それは必要とさ

れています。この命令を心の中で力強く響かせなければなりません。リオ大会に備える一年は、信仰年と

重なります。信仰年は、「キリスト教信仰を伝えるための新しい福音宣教」をテーマとする世界代表司教会

議（シノドス）から始まりました。親愛なる若者の皆さん、教会全体のこうした宣教活動に皆さんも参加

することをうれしく思います。キリストを知らせることは、他者に与えることのできるもっとも大切な贈

り物なのです。 

 

1. 力強い呼びかけ 

 歴史を見ると、いかに多くの若者が、自らを惜しげなくささげ、福音を告げ知らせることによって、神

の国とこの世の発展のために多大な貢献をしてきたかが分かります。彼らは、情熱をもって、キリストの

うちに表された神の愛についてのよい知らせを伝えました。彼らは、現代よりもはるかに劣る、当時、利

用可能であった方法や手段を用いました。その一人である福者ジョゼー・デ・アンシエッタに、わたしは

思いをはせます。彼は、16世紀の若いスペイン人イエズス会士で、20 歳になる前にブラジルに宣教師とし

て渡り、新世界の偉大な使徒となりました。一方、わたしは、皆さんの中で教会の使命のために惜しみな

く尽くしている人にも思いを寄せます。マドリード大会で、とりわけボランティアの皆さんとの集いにお

いて、わたしはその素晴らしいあかしを目の当たりにしました。 

 今日、数多くの若者が、人生は何かよいものだろうかと真剣に問いかけ、なかなか自分の道を見つけら

れずにいます。それでも、ほとんどの若者が現代の問題に目を向け、「わたしに何かできることはあるだろ

うか」と自らに問いかけています。この暗闇を照らすのは信仰の光です。それは、あらゆる人間のいのち

が、かけがえのないものであることを理解するのを助けます。なぜなら、わたしたち一人ひとりが神の愛
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の実りだからです。神はすべての人を愛します。ご自分から遠ざかった人や、ご自分を忘れてしまった人

をも愛します。神は忍耐強く待ちます。神はまさに、わたしたちを悪から根本的に解き放つために、死ん

で復活した御子をお与えになったのです。キリストは、救いと新しいいのちについてのこの喜びの知らせ

を、すべての人に至るところで伝えるために弟子たちを遣わしました。 

 この福音宣教という使命を継続するにあたり、教会は皆さんにも期待しています。親愛なる若者の皆さ

ん。皆さんは、同世代の仲間の中で先駆けとなる宣教者です。今年、50 周年を迎える第二バチカン公会議

の終わりに、神のしもべパウロ六世は、世界の若者にメッセージを送り、その冒頭に記しました。「全世界

の青年男女に、公会議は最後のメッセージを送りたいと思います。なぜなら、諸君こそ、先輩によってか

かげられた燈火を受け取って、歴史上最大の変革を遂げつつある現代社会に生きていこうとするからです。

諸君は両親や教師の最良の模範と教訓とを受け取って明日の社会を形作り、その社会とともに諸君の明日

の浮沈をかけているからです」そして、次のことばで締めくくりました。「先輩の作った世界よりも、もっ

と優れた世界を熱心に建設してください」（「青年たちに」、1965年 12 月 8日[浜寛五郎訳、『第二バチカン

公会議解説 第 6巻 歴史に輝く教会』、「現代人におくる第二バチカン公会議のメッセージ」中央出版社]）。 

 親愛なる友人の皆さん。この招きは現代にも当てはまります。わたしたちは、歴史の中の非常に特別な

時代に生きています。技術の進歩は、人や国家間の交流にいまだかつてないほどの可能性をもたらしまし

た。しかし、こうした関係のグローバル化は、それが物質主義ではなく愛に基づいている場合にのみ、建

設的なものとなり、世界が人間性において発展するのを助けます。愛だけが心を満たし、人々を結びつけ

ることができます。神は愛です。神を忘れるとき、わたしたちは希望を失い、他者を愛せなくなります。

だからこそ、神が現存することをあかしし、他者がそれを体験できるようにする必要があるのです。人類、

そしてわたしたち一人ひとりが救われるかどうかは、このことにかかっています。そのことを理解する人

は、聖パウロとともに叫ばずにはいられません。「福音を告げ知らせないなら、わたしは不幸なのです」（一

コリント 9・16）。 

 

2. キリストの弟子になりなさい 

皆さんに宣教を呼びかける理由は、もう一つあります。それは、宣教は皆さん自身の信仰の旅に必要だ

からです。福者ヨハネ・パウロ二世が記したように、「信仰は、他者に伝えられるときに強められます」（回

勅『救い主の使命』2）。福音を告げ知らせるとき、皆さん自身もキリストにより深く根を下ろし、キリス

ト者として成熟することにより成長します。宣教のために尽くすことは信仰の本質的な側面です。もし、

福音をのべ伝えないなら、わたしたちは真の信者ではありえません。福音の告知は、キリストと出会い、

自らの生涯を築き上げる土台をキリストのうちに見いだす喜びの結果以外の何ものでもありません。他者

に奉仕し福音を告げ知らせるとき、多くの活動によって分散しがちな皆さんの生活が、主のうちに一致を

見いだします。皆さんも、自らを築き上げ、人間として成長し、成熟していくのです。 

宣教者であるとは、何を意味するのでしょうか。それは、何よりもまず、キリストの弟子であることを

意味します。そして、キリストに従い、キリストに目を向けなさいという招きに絶えず耳を傾けることを

意味するのです。「わたしは柔和で謙遜な者だから、……わたしに学びなさい」（マタイ 11・29）。弟子と

は、イエスのことばに聴き入る人（ルカ 10・39参照）であり、また、イエスがご自分のいのちを与えるほ

どにわたしたちを愛する先生であることを認める人です。ですから、皆さん一人ひとりが、日々、みこと

ばに自分自身を造り上げていただくべきです。そうすれば、皆さんは主イエスの友となり、他の若者をイ

エスとの友情へと導くことができるでしょう。 

神から受けたたまものについて考えてください。そうすれば、今度はそれを他の人々に伝えることがで

きるでしょう。自分のこれまでの人生を顧みることを学んでください。前の世代から受け継いだすばらし

い遺産に気づいてください。非常に多くの信仰深い人々が、試練や無理解に直面しながらも、勇気をもっ

て信仰を伝えてきました。信仰の真理を伝えてきた人々、そして他者への伝達をわたしたちに託している

人々と、わたしたちが大きなきずなで結ばれていることを決して忘れないようにしましょう。宣教者であ

ることは、教会の信仰というこの遺産を知ることを前提とします。信仰を伝えるためには、自分の信仰に

ついて知る必要があります。ワールドユースデー・マドリード大会で手渡した若者のためのカテキズム
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『YOUCAT』の前書きに、わたしは次のように記しました。「皆さんは、自分が何を信じているのかを知らな

ければなりません。ITの専門家がコンピューター内部の仕組みを知るのと同じくらい正確に、自分の信仰

について知る必要があります。優れた音楽家が自分の演奏している作品を理解するのと同じように、自分

の信仰を理解しなければなりません。そうです。現代が抱える問題や誘惑に力強く決然と挑むためにも、

皆さんは親の世代よりももっと深く信仰に根ざさなければならないのです。」 

 

3. 行きなさい 

 「全世界に行って、すべての造られたものに福音をのべ伝えなさい。信じて洗礼を受ける者は救われる」

（マルコ 16・15－16）。イエスはこの命令をもって、弟子たちを宣教に遣わしました。福音宣教は、救い

のよい知らせを他者に伝えること、そして、そのよい知らせとはイエス・キリストというかたであると知

らせることを意味します。キリストと出会い、自分がいかに神に愛され、救われているかに気づくとき、

わたしは神を他者に知らせたいという望みだけでなく、その必要も感じ始めます。ヨハネによる福音書の

初めには、アンデレがイエスと出会った直後に、その兄弟シモンを連れてくるために走って行った様子が

記されています（ヨハネ 1・40－42参照）。福音宣教は、つねに主イエスとの出会いから始まります。イエ

スのところに来て彼の愛を体験した人は、その出会いのすばらしさとイエスとの友情から生じる喜びを、

すぐにでも分かち合いたいと望みます。キリストを知れば知るほど、キリストについて語りたくなります。

キリストと会話すればするほど、キリストについて語りたくなります。キリストに魅了されればされるほ

ど、他の人をキリストに引き合わせたくなるのです。 

 聖霊は、新しいいのちをもたらす洗礼を通してわたしたちのうちにとどまり、心と気力を燃え立たせま

す。聖霊は、神を知り、キリストとの友情を深める方法をわたしたちに示します。よい行いをし、他者に

奉仕し、自らをささげるよう、わたしたちを促すのは、聖霊にほかなりません。堅信の秘跡を通して、わ

たしたちは、福音をより成熟したしかたであかしできるように、聖霊のたまものによって強められます。

したがって、愛の霊こそが宣教の原動力です。聖霊は、わたしたちに自分自身の殻から出て、福音を伝え

に「行く」よう駆り立てます。親愛なる若者の皆さん、神の愛の力に導かれるがままに任せなさい。自分

の問題や習慣に取り囲まれ、自らの世界に閉じこもる傾向を、その愛に打ち負かしてもらいなさい。他者

のもとに「行き」、神と出会う道を示すために、自分の殻から「出る」勇気を持ってください。 

 

4. すべての民を引き寄せなさい 

 復活したキリストは、ご自分が救いをもたらすために来たことをすべての民にあかしするため、弟子た

ちを遣わしました。なぜなら、愛に満ちあふれる神は、だれも欠けることなく、すべての人が救われるこ

とを望んでおられるからです。イエスは、愛のうちに十字架上でご自分を犠牲にすることにより、すべて

の人が神を知り、神との愛の交わりに入る道を開きました。イエスは、地の果てまで福音の救いの知らせ

を伝え、あらゆる時代と場所の人々に手を差し伸べるために、弟子たちの共同体を作りました。この神の

望みをわたしたちの望みとしようではありませんか。 

 親愛なる友人である皆さん。目を開いて見回してください。あまりにも多くの若者が、もはや人生に何

の意味も見いだせなくなっています。行きなさい。キリストは若い皆さんも必要としています。キリスト

の愛に、皆さん自身を捕らえ、引き寄せていただきなさい。この大いなる愛のために働きなさい。そうす

れば、その愛がすべての人、とりわけ「遠く離れている」人に届くでしょう。地理的に遠くにいる人もい

れば、神と無縁な生き方ゆえに離れている人もいます。福音をまだ個人的に受け入れていない人もいれば、

信仰を受け入れたにもかかわらず神が存在しないかのように生きている人もいます。わたしたちの心をあ

らゆる人に向けて開きましょう。純真に、敬意をもって対話しましょう。その対話が真の友情のうちに行

われるなら、実りがもたらされるでしょう。わたしたちが手を差し伸べるよう招かれている「民」は、他

国の人ばかりではありません。家庭、共同体、勉学や労働の場、友人の集まり、自由な時間を過ごす場な

ど、わたしたちの生活のさまざまな場にいる人々です。福音の喜ばしい告知は、例外なく、私たちの生活

のあらゆる領域で行われるべきです。 

 わたしは、皆さんの宣教活動がとりわけ必要とされている二つの分野に注目したいと思います。親愛な
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る若者の皆さん、第一に、それはソーシャル・コミュニケーション、とくにインターネットの分野です。

前に申し上げたように、「通信と情報の技術を伴う新たな環境にあるこの文化に、皆さんが人生を築き上げ

る基となった価値観を伝えてください。……この『デジタル大陸』での宣教活動の責任を担うのはまさに、

新しい通信手段にごく自然に親しんでいる若い人々です」（第 43 回世界広報の日教皇メッセージ、2009年

5 月）。これらの媒体を賢明に用いる方法を学んでください。それらにひそむ危険、とりわけ、依存性、現

実と仮想の混同、インターネット上の会話が直接的な人との出会いに取って代わる危険に気づいてくださ

い。 

 第二の分野は、旅行と移住です。最近、ますます多くの若者が、時に勉学や仕事のため、またある時は

レジャーのために旅行しています。わたしは、何百万もの人々を巻き込む移住現象のことも考えます。そ

の多くが若者ですが、彼らは経済的あるいは社会的理由によって他の地域や国に移住しています。ここに

も、福音を分かち合うための摂理的機会を見いだすことができます。若者の皆さん、こうした状況におい

ても、恐れずに皆さんの信仰をあかししてください。皆さんがキリストと出会う喜びを伝えれば、それは

相手にとって貴重なたまものとなるのです。 

 

5.  わたしの弟子にしなさい 

 皆さんはしばしば、同世代の仲間を信仰の体験に招くことに困難を感じることでしょう。ご存じのよう

に、非常に多くの若者が、とりわけ人生のある特定の時期において、キリストを知り、福音の価値観のも

とに生きることを望みながらも、自分が不適切で能力不足だと感じています。わたしたちにできることは

何なのでしょうか。第一に、皆さんが彼らのかたわらにいて、あかしすることこそが、神が彼らの心に触

れるすべとなります。キリストを告げ知らせることは、ことばの問題だけではなく、生活全体にかかわる、

愛のしるしとして表現されるものです。わたしたちを宣教者にするのは、キリストがわたしたちの心に注

ぎ込んだ愛にほかなりません。したがって、わたしたちの愛は、ますますキリストご自身の愛のようにな

っていかなければなりません。わたしたちは、よいサマリア人のように、出会った人に注意を払い、耳を

傾け、理解し、助けるよう、つねに備えているべきです。このようにして、わたしたちは真理といのちの

意味を求める人を神の家へ、希望と救いが待つ教会へと導くことができるのです（ルカ 10・29−37参照）。

親愛なる友人の皆さん、他者のために最初にできる愛のわざは、わたしたちの希望の源の分かち合いであ

ることを、決して忘れないでください。もし、神のことを分かち与えないなら、与えることはほとんどあ

りません。イエスは弟子たちに命じます。「あなたがたは行って、すべての民をわたしの弟子にしなさい。

彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなたがたに命じておいたことをすべて守るように教えな

さい」（マタイ 28・19—20）。「弟子にする」ためのおもな手だては、洗礼とカテケージスです。それは、福

音を伝えている相手を、とりわけみことばと秘跡のうちに、生きておられるキリストとの出会いへと導く

ことを意味します。こうして、彼らはキリストを信じ、神を知り、神の恵みのうちに生きることができる

ようになります。わたしは、皆さん一人ひとりが、次のように自問するよう望みます。わたしは、洗礼を

受けていない若者に勇気をもって洗礼を勧めたことがあるだろうか。キリスト教信仰を見つける旅に出よ

うとだれかを誘ったことがあるだろうか。親愛なる友人の皆さん、同世代の仲間にキリストと出会うよう

勧めることを恐れないでください。聖霊の助けを願い求めてください。聖霊は、より深くキリストを知り、

愛するよう皆さんを導き、福音を広めるうえで創造的になる手だてを示してくれるでしょう。 

 

6.  信仰にしっかりとどまりなさい 

 福音宣教において困難に直面するとき、皆さんはおそらく、預言者エレミヤのように、こう言いたくな

るでしょう。「ああ、わが主なる神よ、わたしは語ることばを知りません。わたしは若者にすぎませんから」。

しかし、神も皆さんに言うでしょう。「若者にすぎないといってはならない。わたしがあなたを、だれのと

ころへ遣わそうとも、行きなさい」（エレミヤ 1・6−7）。信仰を告げ知らせ、あかしするにあたり、自分の

未熟さ、無力さ、弱さを感じるたびに恐れを抱かないでください。福音宣教はわたしたちが主導するもの

でも、わたしたちの才能によるものでもありません。それは、神の呼びかけに対する忠実で従順な応答で

す。したがって、それはわたしたちの力ではなく神の力に基づいています。聖パウロは体験からこのこと
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を知っていました。「ところで、わたしたちは、このような宝を土の器に納めています。この並外れて偉大

な力が神のものであって、わたしたちからでたものでないことが明らかになるために」（二コリント 4・7）。 

 ですから、わたしは祈りと秘跡に根ざすよう皆さんにお願いします。真の福音宣教は祈りから生まれ、

祈りによって支えられます。神について語れるようになるためには、まず、神と語り合わなければなりま

せん。わたしたちは、自分が遣わされた先の人々を、祈りのうちに主にゆだね、彼らの心に触れてくださ

いと主により頼みます。この人々のために、わたしたちをあなたの救いの道具にしてくださいと聖霊に願

います。また、あなたのことばをわたしたちの口にのぼらせ、愛のしるしにしてくださいとキリストに願

います。わたしたちは、より広い観点から、全教会の宣教のために祈ります。イエスがはっきりとわたし

たちに求めているとおりです。「収穫のために働き手を送ってくださるように、収穫の主に願いなさい」（マ

タイ 9・38）。皆さんの信仰生活とキリスト者としてのあかしの源を、感謝の祭儀のうちに見いだしてくだ

さい。毎週、日曜日のミサと可能なときには週日のミサに必ず参加してください。ゆるしの秘跡を頻繁に

受けてください。それは、愛のうちにわたしたちを受け入れ、ゆるし、心を新たにしてくださる神のいつ

くしみとの非常に特別な出会いです。堅信の秘跡をまだ受けていない場合は、それを受けるよう努め、注

意深く、熱意をもってその備えをしてください。堅信は、感謝の祭儀と同じように、宣教の秘跡です。な

ぜなら、恐れずに信仰を告げ知らせるための聖霊の力と愛は、その秘跡を通してわたしたちに与えられる

からです。わたしはまた、聖体礼拝を行うよう皆さんにお勧めします。聖体のうちに現存するイエスに耳

を傾け、対話する時間は、宣教の熱意を新たにする源になります。 

 皆さんがこのような道筋をたどるなら、みことばに完全かつ忠実に従い、誠実に勇気をもってキリスト

をあかしする力を、キリストご自身がお与えになるでしょう。とりわけみことばが拒絶や敵対に直面する

とき、皆さんは時には、忍耐のあかしを示すよう求められます。世界のある地域には、信教の自由がない

ために、キリストへの信仰を公にあかしできずに苦しんでいる若者もいます。彼らの中には、教会の一員

であるがゆえに、すでにそのいのちを対価として支払った者もいます。信仰にしっかりとどまり、どんな

試練にあってもキリストは皆さんのかたわらにいると信じてください。イエスは皆さんにも語りかけてい

ます。「わたしのためにののしられ、迫害され、身に覚えのないことであらゆる悪口を浴びせられるとき、

あなたがたは幸いである。喜びなさい。大いに喜びなさい。天には大きな報いがある」（マタイ 5・11－12）。 

 

7. 全教会とともに 

 親愛なる若者の皆さん。どこに遣わされても、キリスト教の信仰をしっかり伝えるためには、教会が必

要です。一人で福音をあかしできる人はいません。イエスは弟子たちを一団として宣教へと派遣しました。

イエスは、「わたしの弟子にしなさい」と複数の弟子に言われたのです。わたしたちはつねに、キリスト教

共同体の一員としてあかしします。そして、わたしたちの宣教は、教会における一致によって実り豊かな

ものとなります。わたしたちが互いに愛し合い、一致するならば、それによってわたしたちがキリストの

弟子であることを、皆が知るようになるのです（ヨハネ 13・35 参照）。キリスト教共同体、小教区、教会

活動が、すばらしい福音宣教活動を行っていることを、わたしは神に感謝します。こうした福音宣教の実

りは、全教会のものです。イエスが「一人が種をまき、別の人が刈り入れる」（ヨハネ 4・37）といわれた

とおりです。 

 ここで、わたしは、地の果てまで福音を告げ知らせることに自らを完全にささげた宣教師の偉大な業績

に感謝せずにはいられません。また、イエス・キリストが告げ知らされ愛されるために、自らを与え尽く

している司祭と奉献生活者についても主に感謝します。これらの召命に向けて熱意をもって歩むよう神に

呼ばれている若者を、わたしはここで勇気づけたいと思います。「受けるよりは与えるほうが幸いである」

（使徒言行録 20・35）。イエスに従うためにすべてを捨てた人は、その百倍もの報いを受け、永遠のいの

ちを受け継ぐのです（マタイ 19・29参照）。 

 わたしは、キリストが愛され、仕えられ、神の国が広がるために、家庭や職場など、どこにいても、日

常生活を宣教活動として過ごすよう最善を尽くしている信徒の皆さんにも感謝します。そして、とりわけ

教育、医療、ビジネス、政治、金融、その他多くの信徒使徒職の分野で働いている皆さんに思いを寄せま

す。キリストは皆さんの献身とあかしを必要としています。たとえどんなに困難で、理解を得られなくて
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も、キリストの福音を至るところで伝える意欲を失わないでください。皆さん一人ひとりが、福音宣教と

いう大きなモザイク画の貴重な一片なのです。 

 

8. 「主よ、わたしがここにおります」 

 親愛なる若者の皆さん、わたしは最後に、福音を告げ知らせなさいというイエスの呼びかけに、心の底

から耳を傾けるようお願いしたいと思います。リオデジャネイロのあの大きなあがない主キリストの像が

表すように、キリストの心は愛をもって人間一人ひとりに開かれ、その両腕は皆に差し伸べるために広く

開かれています。皆さんもイエスの心と両腕になってください。行って、イエスの愛をあかししてくださ

い。すべての人に開かれた心と愛に駆り立てられ、新しい世代の宣教者となってください。聖フランシス

コ・ザビエルを始めとする教会の数多くの偉大な宣教者の模範に倣ってください。 

 ワールドユースデー・マドリード大会の終わりに、わたしは、さまざまな大陸から宣教へと向かう若者

たちを祝福しました。彼らは預言者イザヤのことばに共感するすべての若者を代表していました。預言者

イザヤは主にいいます。「わたしがここにおります。わたしを遣わしてください」（イザヤ 6・8）。教会は

皆さんを信頼し、皆さんがもたらす喜びと力に感謝します。皆さんの才能を、福音を告げ知らせるために

惜しみなく発揮してください。聖霊は、宣教活動に心を開く人に注がれることをわたしたちは知っていま

す。恐れないでください。世の救い主であるイエスは、世の終わりまで、いつもわたしたちとともにいま

す（マタイ 28・20 参照）。 

 親愛なるラテンアメリカの若者の皆さん、全世界の若者に向けたこの呼びかけは、とりわけ皆さんにと

って意義深いものです。2007 年にアパレシーダで行われた第 5 回ラテンアメリカ司教総会において、司教

団は「大陸における宣教」を開始しました。南アメリカにおいては、人口の大多数を占める若者が、教会

と社会の重要で貴重な財産となっています。宣教の最前線に立ってください。ワールドユースデーをラテ

ンアメリカに再び迎えようとする今、わたしは、世界中から訪れる同世代の仲間たちに信仰の情熱を伝え

るよう、この大陸の若者の皆さんにお願いします。 

 アパレシーダの聖母やグアダルペの聖母と呼ばれる、新しい福音宣教の星である聖母マリアが、神の愛

のあかし人として宣教する皆さん一人ひとりに寄り添ってくださいますように。わたしは特別な愛情を込

めて、皆さんに使徒的祝福を送ります。 

 

バチカンにて 

2012年 10月 18 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） 

 

 

 

 

 

カトリック中央協議会「 会報 」 2013年 2月号（通巻 499号） 

発行日 2013年 1月 20日 

発行  宗教法人カトリック中央協議会  http://www.cbcj.catholic.jp 

〒135-8585 東京都江東区潮見 2-10-10 電話 03-5632-4411  Fax 03-5632-4457 

 

 

http://www.cbcj.catholic.jp/

