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 臨時司教総会  

 

■2012 年度臨時司教総会   

日 時  2013年 2月 18日（月）14:00－ 2月 21日(木)11:30 

場 所  日本カトリック会館  マレラホール 

出席者  会  員      17人 

          来  賓      1人 

        オブザーバー   4人 

          総会事務局    8人 
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報 告 

1. 第 13回世界代表司教会議通常総会について 

2012年 10月 7日－28 日まで、教皇庁で第 13回世界代表司教会議（シノドス）通常総会が「キリスト

教信仰を伝えるための新しい福音宣教」をテーマに開催され、日本カトリック司教協議会から代表と

して参加した宮原良治司教から報告が行われた。同会議報告書については、希望者に実費で配布する。 

2. 第 10回ＦＡＢＣ総会について 

2012 年 12 月 10 日－16 日に、ベトナムで「FABC40 周年を迎えて：アジアの挑戦に応える」をテーマ

として第 10 回 FABC総会が開催された。同総会に日本カトリック司教協議会から代表として参加した

髙見三明大司教、大塚喜直司教から、資料をもとに報告が行われた。 

3. 東日本大震災後 2 年を迎えての被災地復興と支援について 

2011 年 3 月 11 日に起こった東日本大震災から 2 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、以下の担当者から報告が行われた。 

①仙台教区（平賀徹夫司教）、②さいたま教区（谷 大二司教）、③司教協議会復興支援担当・カリタス

ジャパン責任司教（菊地 功司教）、④東京教会管区復興支援担当（幸田和生司教）、⑤大阪教会管区復

興支援担当（諏訪榮治郎司教）、⑥長崎教会管区復興支援担当（浜口末男司教）、⑦男女修道会（瀬戸

高志師、千葉佳子修道女） 

4. 東日本大震災に際してのドイツからの支援について 

  東日本大震災後、ケルン教区をはじめとするドイツの各組織から、総額 105,623,220 円の支援を受け

た。この支援については、日本カトリック学校連合会が窓口となり、被災した学校や教会宛に必要に

応じて分配したことが報告された。 

5. 第二バチカン公会議公文書改訂公式訳刊行について 

『第二バチカン公会議公文書 改訂公式訳』の発行準備にあたっては、司教による校閲を入念に行う

こととなったため、当初の刊行予定の 2013年 3月から 5月に変更したこと、および、最終的な刊行承

認は校閲後の司教の所見を踏まえて、常任司教委員会で行うことが報告された。 

6. 教皇ヨハネ二十三世回勅『地上の平和』の公式改訂訳発行について 

  2013年 4月 11 日に教皇ヨハネ二十三世回勅『パーチェム・インテリス－地上の平和－』発布 50年を

迎えるにあたり、社会司教委員会として同回勅を新たに翻訳し、解説を加えて出版することが報告さ

れた。 

7. 長崎教会管区福岡コレジオの開校について 

大神学校への前準備の養成を行う機関として 2013年 4月 1日に長崎教会管区福岡コレジオを開校する

ことになったことが、長崎教会管区の髙見三明大司教から報告された。正式名称は、「カトリック長崎

教会管区司祭志願院 福岡コレジオ」（通称 福岡コレジオ）とする。開校式は 2013年 4 月 5 日の予

定。 

8. 『「日本二十六聖人長崎への道」巡礼マップ』発行について 

「日本二十六聖人長崎への道」ネットワーク（京都教区・大阪教区・広島教区・福岡教区・長崎教区

の司教が担当）で準備を進めている『「日本二十六聖人長崎への道」巡礼マップ』を、2013 年 2 月の

常任司教委員会に提出し、同巡礼マップを日本カトリック司教協議会推奨とすることになったことが

報告された。なお、出版については、出版審議会での審議を経たうえで、常任司教委員会で確定する。 

9. 信仰を守って津和野で殺害された信徒 36 人の列聖申請予備調査開始について 

明治期にいのちをかけて信仰をあかしし、津和野でいのちを落とした 36 人の信仰のメッセージを教会

の糧とするために、広島教区創立 90周年を機に、教皇庁に列聖を願い出る準備を開始すること、およ

び広島教区創立 90周年に当たる 2013年に乙女峠のマリア記念堂一帯を広島教区指定巡礼地にする方

向で準備を進めることが広島教区・前田万葉司教から報告された。 

10. 青少年司牧部門の活動について 

  青少年司牧部門の郡山健次郎司教から、以下の報告が行われた。 
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①2013年 WYDリオデジャネイロ大会公式日本巡礼団 運営委員会準備状況 

   公式日本巡礼団日程は 2013年 7 月 19日(金)－31 日(水)。サンパウロにて日本巡礼団プログラムを

実施する。費用は 34万円程度。締め切りは 4月 19日(金)。3月 24 日から全国規模で運営費募金を

開始する。 

②FABC家庭局ユースセクション・東アジア青年司牧者会議報告 

   2012 年 10 月 3 日(水)－6 日(土)に FABC 家庭局ユースセクションの会議が行われ、2014 年 8 月 10

日－17日に韓国大田教区にて開催されるアジアンユースデーの内容についての話し合いが行われた。 

11. 「2013 年四旬節キャンペーン大綱」承認について 

2013 年四旬節キャンペーンについて、カリタスジャパン菊地 功責任司教から報告が行われた。キャ

ンペーンのための資料は各教区・関係各所に配布済み。今年の小冊子『つなぐ』は「福島とともに生

きる」をテーマとして作成した。 

12. 神山復生記念館復元にともなう全国レベルの募金実施について 

神山復生病院創立以来の諸資料を保存している復生記念館の老朽化に伴い、建設当時の建物に復元す

るための全国レベルの募金活動を一般財団法人神山復生会が行うことについての報告と協力依頼が、

横浜教区・梅村昌弘司教から行われた。 

13. 『司牧の手引き』作成の進捗状況について 

『司牧の手引き』編纂特別委員会では、2012 年 6月の定例司教総会において報告したアンケートの集

計結果に基づき、婚姻編の改訂、葬儀編の作成作業を行っている。2013年 1 月の常任司教委員会に提

出した婚姻編の案文に対する指摘事項をもとに作成作業を行っている報告が同特別委員会委員長・前

田万葉司教から行われた。 

 

審 議 

1. ミサの「公式祈願－共通の部」改訂訳について 

典礼委員会から提出された、ミサの「公式祈願－共通の部」改訂訳については、本司教総会での諸意

見を加味して修正した改訂訳を教皇庁・典礼秘跡省に提出することを承認した。 

2. 典礼用「詩編」改訂計画について 

現行の『教会の祈り』をラテン語規範版に基づいて改訂すること、ならびに週日のミサのための答唱

詩編を完備することなどへの要望に応えるため、典礼委員会が提出した、典礼用「詩編」の改訂と計

画書を承認した。 

3. 「ミサの賛歌（ミサ曲）」と「信条」の新しい旋律について 

典礼委員会から提案された、「ミサの賛歌（ミサ曲）」と「信条」の試作を、本司教総会での諸意見を

考慮に入れ、二種類とも採用する方向で準備することを承認した。 

4. 「信徒発見記念日」を祝日に格上げすることについて 

① 現在の「長崎の信徒発見記念日」の名称をラテン語原文（B.M.V. de Inventione Christianorum）

に基づいて「日本の信徒発見の聖母」（B.M.V. de Inventione Christianorum in Iaponia）に変

更することを承認した。 

② 3 月 17日の「長崎の信徒発見」の現行「任意の記念日」を日本固有の「祝日」に格上げすること

を教皇庁典礼秘跡省に申請することを承認した。 

③ 『教会の祈り』の 3月 17 日の「読書」の第二朗読として、プティジャン神父がジラール神父にあ

てた手紙を用いることを日本カトリック司教協議会として認可した。 

5. 「聖職者による子どもへの性虐待に対応するためのマニュアル」（案）について 

本司教総会の諸意見にもとづき修正を加えた「聖職者による子どもへの性虐待に対応するためのマニ

ュアル」を日本カトリック司教協議会として承認した。なお、公表の方法については、子どもと女性

の権利擁護のためのデスクで検討する。 

6. 「日本カトリック学校としての自己点検評価基準」改訂案について 

文科省から発表された「学校法人制度の改善方策に関する規定」に基づき、学校教育委員会で改訂を
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加えた「日本カトリック学校としての自己点検評価基準」が提出され、検討の結果、改訂案を承認し

た。 

7. 日本カトリック司教協議会・次期会長、副会長選出について 

日本カトリック司教協議会の次期（2013 年度定例司教総会開始時から 2016 年度定例司教総会開始時

まで）会長に東京教区・岡田武夫大司教を、同副会長に長崎教区・髙見三明大司教を選出した。 

8. カトリック中央協議会・次期事務局担当司教選出について 

カトリック中央協議会・次期(2013 年度定例司教総会開始時より 2016 年度定例司教総会開始時まで)

事務局担当司教に東京教区・幸田和生司教を選出した。 

9. 日本カトリック司教協議会・次期常任司教委員会委員選出について 

   日本カトリック司教協議会の次期（2013 年度定例司教総会開始時から 2016 年度定例司教総会開始時

まで）常任司教委員会(責任役員会)委員が以下のとおり選出された。 

   役職によるメンバー 岡田武夫会長（代表役員）、髙見三明副会長 

   選出委員      大塚喜直司教、梅村昌弘司教、宮原良治司教、菊地 功司教、前田万葉司教 

10.  2013 年度司教総会日程確定について 

2013年度司教総会会期を以下のとおり確定した｡ 

2013年度定例司教総会      2013年 6月 10日(月)－14日(金) 

2013年度臨時司教総会      2014年 2月 17日(月)－21日(金) 

2013年度特別臨時司教総会予備日 2013年 10月 4日(金) 

11.  2013 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 

2013年度(宗)カトリック中央協議会収支予算書案を、2013年度(宗)カトリック中央協議会収支予算書

として承認した｡ 

 

 

 常任司教委員会  

 

■2 月定例常任司教委員会   

日 時  2013年 2月 7日（木）10：00－15：00 

場 所  日本カトリック会館  会議室 2 

出席者  委  員  6人 

事務局 8人 

関連議題出席者  1人 

 

報 告 

1. 日本カトリック医療団体協議会からの提案について 

日本カトリック医療団体協議会からの提案である「高齢の司祭、修道士、修道女、信徒を支えるシス

テム構築」に関して、宮下事務局長が同協議会の人見会長と 2013 年 1月 18 日に面談した報告が行わ

れた。システム構築に関する資料を全司教に配布する。 

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。1月 31日現在のカリタスジャパンへの募金は、770百万円、国際カリタスからの募金が 895

百万円で計 1665百万円、援助金支出は、1068百万円となった。 

 3. 中央協議会口座の義援金残高について 

1 月 31 日現在、中央協議会の口座の東日本大震災関連の義援金残高報告が行われた。義援金総額は

73,350,693 円、支出合計は、26,810,067円、残高は 46,540,626円となった。 
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審 議 

1. 東日本大震災 2周年を迎えるにあたっての司教協議会会長談話について 

東日本大震災から 2 年を迎える 2013年 3月 11 日に向けて、本常任司教委員会での諸意見に基づき修

正を加えた司教協議会会長談話を準備が整い次第発表することを承認した。 

2. 『「日本二十六聖人長崎への道」巡礼マップ』発行について 

「日本二十六聖人長崎への道」ネットワークが準備した『「日本二十六聖人長崎への道」巡礼マップ』

を日本カトリック司教協議会として推奨することを承認した。なお、発行については出版審議会を経

た後、常任司教委員会で確定する。 

3. 2012年度臨時司教総会内容確定について   

本年 2月 18 日(月)－22日（金）に開催予定の臨時司教総会での報告事項および審議事項を確定した。

(詳細は総会報告参照) 

4. 2013年ＷＹＤ日本巡礼団運営費支援を目的とした募金について   

2013年ワールドユースデー（ＷＹＤ）リオデジャネイロ大会支援のための全国レベルの募金を承認し

た。 

5. 2013 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 2013 年度カトリック中央協議会収支予算書案を、2012 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。 

6. 会計部門の見直しについて 

カトリック中央協議会の法人会計部門の人事マネジメント（案）に基づき、法人会計を独立した部門

として位置づける体制で準備を進めていく方向性を承認した。  

 

 

 社会司教委員会  

 

■司教のための社会問題研修会 

日 時  2013年 1月 29日（火）－2月 1日（金） 

場 所  韓国・済州島 

出席者  13人 

 

プログラム 

1. 済州教区 姜 禹一司教による講話『東北アジアの平和と済州 4・3、済州海軍基地』 

2. 旧日本軍飛行場跡と地下壕見学 

3. 済州４・３平和記念館・虐殺場現場見学 

4. 江汀村ミサ（村民との交流） 

5. 分かち合い 

・姜 禹一司教（済州教区長）は、「今回の日本の司教たちの訪問は、とても力強く、励みになった。

神様の働きを感じた」と述べた。 

・高見三明大司教（社会司教委員長）は「今回の訪問の目的である済州島の歴史と現在の社会問題を

学ぶことだったが、予想以上に多くのことを学べた」と述べた。 

・参加者からは「東アジアにおける済州島と沖縄の共通点について学んだ」「人間の愚かしさ、罪深さ

についてあらためて気づかされた」「現地に赴く大切さをあらためて感じた」等の感想があった。 

毎年、すべての司教を対象にして企画している社会問題研修会だが、今回は初めて海外での現地学習を

行った。実際に現地に足を運び、4・3事件の遺族や旧日本軍の戦跡を調査研究している NGOからの詳し

い説明を受け、実り多い研修だった。 

今後、宗教者レベルで東アジアの平和構築のために済州と沖縄の運動をどのように結びつけていくかが
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課題となる。 

 

 

■司教秘書合同会議 

日 時  2013年 2月 22日（金）13：30－15：30 

場 所  日本カトリック会館 会議室 2 

出席者  11人 

 

報 告 

教皇庁・正義と平和評議会議長 タークソン枢機卿の平和旬間招待の件 

タークソン枢機卿より平和旬間行事参加受諾の連絡があった。 

 

審 議 

1. 社会問題研修会の振り返り 

2. 3 月 16日開催の出版記念シンポジウム『なぜ教会は社会問題にかかわるのか』の詳細 

司会 松浦悟郎司教 

13：00 受付開始 

13：30 開会 髙見三明大司教 

13：40 発題 菊地 功司教 

14：30 発題 平賀徹夫司教 

15：10 質疑応答  

16：30 閉会 髙見三明大司教 

3. パンフレット『平和憲法を守るために』製作について 

安倍政権は現在の憲法９条を変更しやすくするため憲法 96 条の改正をもくろんでいる。そのため憲法

96 条について多くの人々に知ってもらうことが必要との意見が出された。審議の結果、社会司教委員

会は同タイトルのパンフレットを 3 月中に発行することを決定した。 

4. 米国パックスクリスティ（Pax Christi USA）からの依頼について 

社会司教委員会委員長の髙見三明大司教に「米国の司教団の社会司教委員会が米国政府に対して憲法

9 条についての声明を出すよう手紙を出してほしい」との依頼が届いたので、その手はずを整えてい

る。正義と平和協議会では、安倍首相の訪米にあわせて、すでにメッセージをパックスクリスティに

送付している。 

5. 2013年平和旬間の会長談話草案作り 

6. 『地上の平和』改訳作業について 

5 月 7 日以降の出版部との編集会議は、髙見三明大司教と菊地 功司教が出席予定。 

 

 

「司牧の手引き」編纂特別委員会  

 

■『司牧の手引き』編纂特別委員会 

日 時  2013年 1月 23日（水）14：00－18：35 

場 所  日本カトリック神学院 福岡キャンパス（福岡市） 

出席者  5人 

 

報 告  

1. 1 月常任司教委員会報告 
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当委員会が臨時司教総会での審議を希望する議案を常任司教委員会に提出した。内容に関して、委員

会が提案している「判断のヒント」の掲載については、内的法廷と外的法廷を区別すること、また教

会法以外の「指針」等を反映させて、①対応に応用はなく決まっていること②判断基準に幅があり対

応にいくつかの可能性があること③対応したいがしてはならないこと、を区別するようにとのことで

あった。参照資料の紹介や教区の担当者に照会するよう案内することも求められた。また、各教会管

区の教会裁判所担当者や神学院での関連科目講師にも改訂案についての意見を求めるようにとの指示

があった。なお上記対応のため、臨時司教総会での審議は見送りとなった。 

2.  予算審査会報告 

当委員会予算の増額については委員会活動が活発化したものとして了承された。 

3. その他 

当委員会委員を東京教会管区から 1 名増員する方向で、司祭異動をふまえて対応する。 

 

審 議 

1. 2013年度定例会日程について 

2013年度定例会を以下の日程で予定する。 

①4月 10 日(水)14:00－17:00 (カトリック広島司教館) 

②6月 19 日(水)13:30－16:30 (日本カトリック神学院 福岡キャンパス) 

③9月 12 日(木)10:00－15:00 (日本カトリック会館) 

④10月 10日(木)14:00－17:00 (日本カトリック神学院 東京キャンパス) 

⑤12月 20日(金)14:00－19:00 (カトリック広島司教館) 

⑥2014年 2月 26日(水)13:30－16:30 (日本カトリック神学院 福岡キャンパス)。 

2. 『司牧の手引き・婚姻』作業分担と日程について 

2013年度定例司教総会（6月）で改訂版の承認を得られるよう以下の通り作業を進める。 

①各教会管区裁判所の担当者、該当科目の神学院の講師、また教会行政法制委員会担当の宮原司教

に現在の改訂案冊子の校閲に協力を願う。期限は 2月 25 日とする。 

②2月 27 日 定例会にて各校閲協力者の提言を『司牧の手引き・婚姻』改訂版に反映させる。また 

2 月 27日 司牧者によって対応が分かれている事案についてリスト化する。 

③4月 10 日 ②の作業に基づいて整理した全体を再度確認し、最終案を確定する。 

④5月 19 日 5 月常任司教委員会に定例司教総会での審議事項として議案提出する。 

⑤6月 19 日 常任司教委員会で議案提出が承認された場合、定例司教総会で『司牧の手引き・婚姻』 

6 月 19日 改訂版の内容承認を願う。 

3. 『司牧の手引き・ミサ』作業分担と日程について 

『司牧の手引き・ミサ』作業分担と日程は、6 月 19日(水)の委員会定例会で定例司教総会の報告を受

けて検討する。 

 

次回定例会 2013年 2月 27 日(水) 13:00－16:00 カトリック広島司教館 

 

 

 諸宗教部門  

 

■第 3 回会議 

日 時  2013年 2月 6日（水）18:00－20:00 

場 所  日本カトリック会館 会議室 4 

出席者  10人 

欠席者   1人 
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報 告 

1. 岡田武夫大司教、諸宗教対話評議会委員に就任 

昨年 10 月 27 日、教皇庁広報部より、当部門責任司教・岡田大司教の教皇庁諸宗教対話評議会委員

の任命が発表された。 

2. 『諸宗教対話の手引き』ポルトガル語版について 

7 月末に日伯司牧協会で発行した上記『手引き』のうち 1 千部を本部門で買い取り、希望者に実費頒

布（300円）を行っている。 

3. ｢宗教の使命 ―自死をめぐって―」2012 記録について 

9 月に行われたシンポジウムの記録を昨年度同様の冊子として発行予定（3月）。タイトルは「預けら

れたいのちを大切に 『宗教者の使命 ―自死をめぐって―』2012 シンポジウム記録」。無料頒布で、

送料のみ相手先負担とする。 

 

審 議 

2013年度の活動計画について 

標記議題について、具体的な検討を行った。予定されている事項は以下のとおり。  

①定例会議（年 4回予定） 

ああああ次回会議において、委員研修として「イスラム教入門」を予定 

②シンポジウム開催 

ああああ開催日 9月 16日（月・祝） 

開催地 大阪教区内を予定 

テーマ 次回会合にて確定 

 

次回会議 2013年 5月 8日(水)17：30－20：00 日本カトリック会館 

 

 

 カリタスジャパン  

 

■第 5 回啓発部会会議 

日 時  2013年 1月 15日（火）13：30−16：30 

場 所  日本カトリック会館 会議室 3 

出席者  12人 

 

報 告 

1. 事務局 

(1)東日本大震災活動 

・今年度末で撤退する NPO,NGO団体が出てきている。カトリック教会は地域に根差しており、カリ 

タスは今後も継続して被災地とともに活動を行っていく。 

・仙台教区では、平賀司教による新しい創造基本計画第 3期（2016年 3 月まで）がまとめられてい

る。とくに、被災地域における精神的ダメージへのケア、コミュニティ再生に向けての取り組み

に重点を置く。 

(2)カリタスジャパン委員会 

・2014年四旬節小冊子編集についての検討を行った。 

・カリタスジャパン秘書（援助担当）の成井師が本年 3 月末で退任する。 

2. セミナー進捗状況 

・大阪教会管区（2013年 3月 17 日（日）） 
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  講演者も整い、1月末よりポスター、案内チラシを教区内の教会等へ配布する。 

・長崎教会管区（2013年 7月 15 日（月・祝）予定） 

長崎教会管区の教区担当者の話し合いの結果、7月 15日に佐賀地区で実施することが決定した 

 

審 議 

1. 第 4 回啓発部会会議議事録を承認した 

2. 2013 年度事業内容 

・「自死」のセミナーについて 

東京教会管区の実施については、5 月または 6 月に、さいたま教区にて開催可能かどうかを教区

担当者ならびにカリタスさいたまに打診する。 

3. 以下の事柄について情報共有を行った。 

・国から特定疾患（難病認定）として認定されていない難病の人の支援について、生活支援の必要性

があるにも関わらず、罹患者も少なく、組織すらできず、理解が薄いのが現状。 

・私たちの働きは、マジョリティ(多数派)から切り捨てられ、無関心であるところの、非人権的、非

人間化されている事柄に目を向けていくことから始まる。今後も、マイノリティ(少数派)、声なき

声を聴き、関係各所と連携を深めながら進めていく必要がある。 

 

次回日程 

2012年度 第 6回啓発部会：2013年 3月 16 日（水）13：30 －16:30 

2013年度 第 1回啓発部会：2013年 5月 14 日（火）13：30 －16:30 

  第 2回啓発部会：2013年 7月 12 日（火）13：30 －16:30 

 

 

■第 5 回なんみんフォーラム（FRJ）運営委員会会議 

日 時  2013年 1月 28日（月）10：00−12：30 

場 所  なんみんフォーラム事務局（東京・中野区） 

出席者  難民移住移動者委員会より 1人、カリタスジャパンより 1人 

 

報 告 

1. NGOコンサルテーションについて 

2. 会費について 

3. 第三国定住に関する情報共有 

 

審 議 

1. 国連難民高等弁務官の来日について  

2. 2013年の活動について 

・各団体の計画 

・FRJ の活動計画（テーマと方向性） 

 

 

■教区担当者会議実行委員会会議 

日 時  2013年 2月 5日（火）13:00−15:00 

場 所  日本カトリック会館  会議室4 

出席者  5人 
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審 議 

2013年度 臨時全国教区担当者会議開催について 

 （1）日程確認 

日 程 2013年 4月 23 日(火)－ 24 日(水) 

    会 場 日本カトリック会館  マレラホール 

 （2）日程内容と議題 

   4月 23日(火)  

 13:00  集合  受付 資料配布 

 13:15 開会 オリエンテーション 開会の祈り 責任司教・担当司教あいさつ 

 13:30 議題 1 委員改選 

 15:15 議題 2 東日本大震災 教区担当者としての取り組み、情報交換 

 17:15  終了 

4 月 24日(水)  

 09:00 議題 3 東日本大震災 カリタスジャパンの取り組み 

議題 4 四旬節「愛の献金」キャンペーンについて 

  議題 5 事務局報告 

 12:30 会議終了 閉会の祈り 閉会あいさつ 

 

 

 正義と平和協議会  

 

■全国会議 

日 時  2013年 2月 8日（金）18：00−10日（日）12：00 

場 所  カトリック麹町教会 ヨセフホール(東京・千代田区)、日本カトリック会館 マレラホール 

出席者  会長、委員、教区担当者、修道会担当者 50人 

 

2 月 8 日（金）18：00－20：45 

講演会  

  場所  カトリック麹町教会 ヨセフホール（東京・千代田区） 

参加者 約80人 

テーマ 「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-」 

講師  谷 大二司教（正義と平和協議会会長）、郡山康子修道女（長崎純心聖母会）   

 

 谷司教は奄美大島でのカトリック迫害を資料に基づき歴史的に考察した。1891年の宣教開始以降、一時

は信徒数 4000人を越えた奄美大島の宣教は成功した。しかし 1921年のワシントン軍縮会議の決定に反

し陸軍は奄美大島を要塞にしようと計画、カトリック教会は迫害の対象となった。1925年の外国人宣教

師スパイ容疑事件をはじめ、1934年にカトリック学校である大島高等女学校の廃校、信徒の強制改宗へ

と迫害は激化した。1934 年から 13 年間、奄美は司祭不在の状況で陸軍は奄美からのカトリック撲滅を

狙っていた。迫害は全国に広まり 1932 年の上智大学生神社参拝拒否を理由に軍部から教会は圧力を受け、

教皇使節、司教団は神社参拝容認から戦争協力に向かった。現代、信教の自由が問題になる中、奄美の

迫害に学ぶことは多いと結んだ。また、奄美出身の郡山康子修道女は 1947年に再び司祭が来た時の喜び

の体験を語り、父親から聞いた話として、迫害する立場であった陸軍少佐が自分もつらいと話した出来

事を語った。 

 

2 月 9 日（土）場所 日本カトリック会館 マレラホール 

9：15－12：00 学習会と質疑応答 

          テーマ「第 2 次安倍政権のもとでの新しい改憲状況と私たちの課題」 

          講師  高田 健さん（許すな！憲法改悪・市民連絡会、九条の会事務局） 
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13：00－17：00 ・参加者自己紹介と活動報告 

・2013年度スタディツアー 

・午前中の学習会のわかち合い 

・その他 

 

2 月 10日（日） 

9：00－11：00 ・2013年度活動計画 

・2014年度全国大会について 

・その他 

11：00－12：00 派遣ミサ 

 

 

■NCC 女性委員会 

日 時  2013年 1月 16日（水）10：30－13：00  

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. 世界祈祷日関係の報告 

3. 各委員会からの報告 

 

審 議 

1. 日・韓・在日連帯交流会議に関して、早い時期に会場（仙台）を決定する。 

2. フォーラム「全ての暴力を克服する 10年を終えて」 

日時  2013年 2月 9 日（土） 10：30－16：00 

場所  日本福音ルーテル 東京教会（東京・新宿区） 

講師  山口里子さん 

テーマ 「女性の視点で聖書を読む マルタとマリア」 

当日の役割を確認した。 

 

 

■NCC 靖国神社問題委員会 

日 時  2013年 2月 4日（月）18：00－19：30  

場 所  日本キリスト教会館 バプテスト同盟会議室（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. 政教分離訴訟関係の報告 

3. 委員の交代の報告 

 

審 議 

1. 要請文、抗議文の検討 

2. 2013 年度委員会での学習会予定 

3. 『天皇の代替わり問題とキリスト教 Q＆A』の今後の増刷について検討した。 
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■NCC 平和・核問題委員会 

日 時  2013年 2月 19日（火）14：30－17：30  

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 

 

審 議 

1. 憲法と原子力発電に関する勉強会を計画する。講師、時期、テーマを検討した。 

2. 「つながろうフクシマ！ さようなら原発大行動」（3月 9日、東京・明治公園）に正義と平和協

議会の展示スペースを出すが、そこに協力することを検討した。 

 

 

■平和を実現するキリスト者ネット 

日 時  2013年 2月 7日（木）15：00－17：00 

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. 会計、賛同状況  

2. ニュースレター進捗状況 

3. 集会・行動の報告  

第109 回自衛隊海外派兵中止と脱原発を求める宗教者国会要請行動（平和をつくりだす宗教者ネットより） 

2013年 1月 24日（木）  参議院議員会館 B105会議室 

              署名提出 566筆 総数 93,001 筆 

                     首相官邸前祈念行動 

 

審 議  

1. 第 110回自衛隊海外派兵中止と脱原発を求める宗教者の要請行動(2月22日)要請メンバーについて 

2. さようなら原発 1000万人アクション実行委員会の報告と 3月 9 日集会について 

3. ニュースレター編集について意見交換 

 

 

 部落差別人権委員会  

 

■事務局会議 

日 時  2013年 2月 8日（金）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取り組みについて 

（1）第 12回三者協議が 2013年 1月 30 日(水)に開催された。次回は 5月に行われる。 

（2）「拡大全国狭山活動者会議・狭山住民の会全国交流会」が 2013年 2 月 1日(金)に憲政記念館（東京・

千代田区）で開催、全国から 120人が参加した。 

（3）「狭山事件の再審を求める市民集会」が 2013年 5 月 23日(木)に日比谷公園野外音楽堂（東京・千

代田区）で開催される。集会の規模は 4000人。 
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2. 大阪教会管区部落差別人権活動センター 

（1）2月 9日(土)に現地学習会を湖南市（滋賀）で行う。 

（2）部落問題に取り組むキリスト教連帯会議(部キ連)が狭山現地学習会を 3 月 11 日(月)−12 日(火)に

開催する。 

（3）舳松（へのまつ）人権歴史館（大阪・堺市）見学を 4月 13 日(土)に行う。 

（4）「対話集会」を 7 月 14 日(日)−15(月・祝)に開催する。 

（5）狭山事件の再審を求める取り組みについて報告。 

（6）リバティ大阪について報告。 

3. 第 27回人権啓発研究集会・第 13 回和歌山人権啓発研究集会について 

太田 勝師より、1月 31 日(木)−2月 1日(金)に白浜町立総合体育館、紀南文化会館ほか（和歌山・白

浜町）で開催された研究集会について報告があった。特に、奥田 均さん（近畿大学教授）の発題「差

別意識のカラクリを考える」について詳細な説明があった。 

 

審 議 

1. 春季合宿について 

「福島に聴く〜3・11からの学びを広げて〜」をテーマに 2013年 2月 23日(土)−24日(日)、福島県

の南相馬市で春季合宿を開催する。会場はカトリック原町教会（仙台教区）。スケジュールと役割分担

について審議した。 

2.  夏季合宿について 

夏季合宿を 2013年 7月 27日(土)−28日(日)、武州鼻緒騒動をテーマに埼玉県で開催する。講師は藤

田源市さん（武州鼻緒騒動研究会、部落解放同盟埼玉県連合会）。合宿では昨年、財団法人埼玉人権・

同和センターが発行した冊子（『武州鼻緒騒動〜差別に立ち向かった人々〜』）を使用する。 

3. シンポジウム「福音と差別」について 

9 月 21日(土)に東京でシンポジウムを開催する。今年は狭山事件で石川一雄さんが逮捕されて 50年。

「狭山 50年と国家権力（仮称）」をテーマとして準備する。 

4. 全国会議について 

2013年 11月 3日(日)−4日(月)に京都で開催する。講演会の講師を、次回定例委員会で提案する。 

5. 2014年春季合宿について 

来春の合宿は、「狭山 50年 石川さんのあゆみ（仮称）」と題して 2014年 3 月 15 日(土)−16 日(日)

に徳島県で開催予定。 

6. 五十嵐弘志さんからの要望について 

求道者で元受刑者の五十嵐弘志さんは、刑務所など矯正施設にいる人たちの更正と社会復帰を手助け

するため、支援者らと共に民間非営利団体「マザーハウス」を立ち上げている。（カトリック新聞

2012.8.26号参照）。五十嵐さんよりマザーハウスの活動について説明したいとの要望があり、次回の

事務局会議で五十嵐さんの話を聞くことになった。 

7. 森元美代治さん（特定非営利活動法人 IDEAジャパン理事長）からの要望について 

IDEAはハンセン病の患者・回復者・支援者によって運営される国際ネットワーク型の NGO。森元さん

より、「4月 6日(土)に国立療養所多磨全生園(東京・東村山市)で、アンウェイ・ロー（IDEA 国際コー

ディネーター）の講演会と沢 知恵のコンサートを開催するので、部落差別人権委員会に後援をしてほ

しい」と要請があった。講演会とコンサートの目的はハンセン病への偏見・差別の解消ならびに「ハ

ンセン病療養所を世界遺産に」。審議の結果、後援団体となり 3万円の援助をする。 
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 日本キリスト教連合会（日キ連） 

 

■2012 年度第 4 回常任委員会 

日 時  2012年 12月 14日（金）15：00－17：50 

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 

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、白川委員は、10 月 16 日に開催された日本宗教連盟主催の「宗教と生命倫理シンポ

ジウム」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は、会計およびアンケートまとめの報告を行った。また、礼拝席上献金は、

日キ連の会計へ入れることを決めた。 

(1)会計報告 

・今回もホテルのサービスにより安くなっている。 

・事務局からの補助金 20万円はほぼ使用していない。 

(2)アンケートまとめ 

・回答 36人 

・今回開催時期が早かったが、おおむねこの時期の開催でよいとの結果となった。 

・開催場所について幾つか要望が挙がっているのは、それだけ関心のある内容だと思われる。 

・交流会の教会めぐりが好評であった。 

2. 2012 年度第 2回定例会について 

テーマおよび日程を以下の通りとする。講師には広瀬委員より連絡する。 

・日程  日時 2013年 2月 8日（金）13:30 

会場 ルーテル市ヶ谷センター 第 1会議室 

予備日 日時 2013年 2月 15 日（金）13:30 

会場 日本福音ルーテル東京教会（予定） 

・テーマ 「カルト最新情報」 

副題「狙われる日本の教会」 

・講師候補 趙 南洙牧師（日本同盟基督教団 招待キリスト教会） 

3. 日本宗教連盟の次期幹事について 

佐藤委員が、次期幹事は 2013年 4月からの任期となることや幹事会の頻度等を説明した。 

協議後、久保委員を推薦し、日本バプテスト連盟に確認・依頼することを決めた。 

4. 宗教法人審議委員推薦について 

佐藤委員は、第 1 回常任委員会において候補としていた安藤理恵子さんより辞退の連絡があったこと

を報告した。 



- 15 - 

協議後、下記の 4人を候補者として、宗教法人審議委員に推薦する。 

・櫻井圀郎さん（広瀬委員が継続について確認する。） 

・杉本玲子さん（佐藤委員が継続について確認する。） 

・矢木良雄さん 

・白川道生さん 

5. キリスト教会計基準検討委員会について 

・矢木委員は、重田委員、長岡委員、佐藤委員と作業を進め、来年 2月開催の常任委員会には答申を

提出する予定であることを報告した。作成中の会計基準の内容については、各教会において活用で

きるものとなっており、科目一覧や会計の用語の解説等を入れたことを説明した。また、会計基準

作成後は、日キ連ホームページ上にて公開する予定であり、会計ソフト制作会社と協力しソフトを

作成することが可能か検討していることを説明した。 

・会計基準作成による有効性と強制力について質問が挙がり、本基準は目安であり強制力はないもの

であることを確認した。 

 

次回日程 

2012年度第 5回常任委員会、第 2回定例会 

日時  2013年 2月 8 日（金）11:00 常任委員会 

日時  2013年 2月 8 日（金）13:30 定例会 

会場  ルーテル市ヶ谷センター 会議室（常任委員会）、第１会議室（定例会） 

予備日 2013年 2月 15日（金） 日本福音ルーテル東京教会（予定） 

 

 

 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） 

 

■第 27 回全国協議会 

日 時  2013年１月 24日（木）－25日（金） 

場 所  日本基督教団 東北教区センター・エマオ（宮城・仙台市） 

主 催  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） 

出席者  カトリックから 3人 

主 題  東北の被災地から「多民族・多文化共生」を考える 

 

1 月 24日（木） 

9：00－16：00 被災地を訪ねる現場研修  

17：00     オリエンテーションと開会礼拝 

19：00     公開講座：「石巻市調査に見る外国人被災者の現在」 

郭 基煥さん（東北学院大学経済学部准教授） 

1 月 25日（金） 

聖書研究   中家 盾さん（日本キリスト教会人権委員会・栃木教会牧師） 

報告と討論  「外国人被災者支援の今後の課題」   

発題 1  前田圭子さん（日本 YMCA震災担当幹事） 

発題 2  許 伯基さん（外国人被災者支援プロジェクト・つくば教会牧師） 

ワークショップ「今、被災地から外国人住民基本法を読む」 

報告と討論  「青年の旅」 金 在源さん 小池 善さん 

全体協議（1）年間活動計画・予算       

全体協議（2）集会メッセージの検討      
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閉会礼拝   井形英絵（日本バプテスト連盟理事・南光台キリスト教牧師） 

 

 

■第 27 回全国集会「東北の被災地で多民族・多文化共生を祈る」 

日 時  2013年 1月 26日（土）10：00－12：00 

場 所  日本バプテスト連盟 仙台基督教会（宮城・仙台市） 

司 会  吉高 叶さん（日本バプテスト連盟牧師・日本キリスト教協議会副議長） 

出席者  カトリックから 6人 

 

第一部 礼拝 

・祈り 

 ・韓国基督教教会協議会からの連帯メッセージ             

・外国人被災者の証言 ①庄司マリーンさん（フィリピンコミュニティー ミヤギ） 

            ②楊 佩琦さん（外国人被災者支援センター） 

 ・聖書朗読 サムエル記上 3章 1－11節 

 ・メッセージ 松浦悟郎司教（日本カトリック難民移住移動者委員会委員長） 

「名を呼ぶ神に応えて」  

第二部 講演 11：10－12：00 

 ・李 善姫さん（東北大学法学研究科 GCOE フェロー）「東北の移住女性たち」 

・集会アピール朗読 

 

集会全体を通じて、外国人が被災した場合に、情報が日本語のみでいかに状況把握が困難であるかが分か

った。「高台に逃げろ」といわれても「タカダイ」が何を意味するかが分からなかったということが端的な

例である。 

 

 

■事務局会議 

日 時  2013年 2月 21日（木）18：00－20：30 

場 所  日本キリスト教会館(東京・新宿区) 

出席者  カトリックから1人 

 

報 告 

1. 「外国人住民基本法」の制定にむけて 

本日、2012年署名を提出した。例年に比して筆数が激減した。対策を考える必要がある。 

2. 全国キャンペーンの実施 

各地外キ連で 5 月−７月にかけて学習会、集会を実施していく。そのために事務局長が各地外キ連に直

接要請をする。 

諸団体、諸教派にも呼びかける。講師を事務局から派遣する。 

署名活動については、10名連記では多すぎる印象もあるので、5名連記の用紙も用意する。 

3. 「改定入管法」に対して 

現実に改定法によって問題が起きているので、その実例を訴えながら改定法の問題点を日本社会に広

く訴え、外国人にも注意を喚起する。 

『Q&A』日本語版を活用して出前学習会をこまめに実施する。 

2015年問題を争点化していく。改定法は施行後 3年をめどにして施行の状況を勘案し、必要であれば

検討して必要な措置を講ずるとあるので、実施から半年経って外国人が不利益を被っている事例を集

めて発信していく。 
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4. 外国人被災者プロジェクト 

外国人被災者との面談によって、裁判問題も出てきているので、その費用についての検討も必要にな

った。献金の呼びかけを行う。 

5. 「他民族・多文化共生キリスト者青年」現場研修プログラム 

日程は 8 月 1日(木)から 7日(水)になった。旅程は従来通り。 

6. その他 

3 月 14日(木)に共同代表者会議を行う。 

 

 

 HIV/AIDS デスク  

 

■第 6 回 HIV/AIDS デスク会議 

日 時  2013年 2月 13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 

 

報 告 

1. 小冊子の広報と追加注文 

 カトリック中央協議会のホームページへのお知らせと、「キリスト新聞」1月19日号に紹介記事が掲 

 載された。小教区や大学、高校、AIDS啓発団体などから申込みがあり、送付した。 

2. シンポジウム「HIV/エイズと職場」(2012年12月21日、東京・千代田区の総評会館) について 

 ぷれいす東京の代表、元HIV/AIDSデスク委員の生島 嗣氏が講演した。全国からの参加者が小グル ープ

に分かれ、職場などで取り組んでいる事例を紹介し合った。 

3. よこはま国際フォーラム2013(2月9日、JICA横浜)でのAIDS文化フォーラムの報告会について 

 「連携はなぜ必要か〜AIDS文化フォーラムin横浜の20年〜」というテーマで講演があり、高校生 

 などの若い年代が参加した。入口に配布コーナーを設け、デスク発行の小冊子『HIV/AIDSについ 

 て話したことがありますか』も並べたが、小さいサイズが良かったのか持っていく人が多かった。 

 

審 議 

1. 新委員の候補について 

 西山綾子委員は今回が最後となるので、毎回、会議に参加できるような医療関係者を探す。 

2. 神学院に講師を派遣する件について 

 日本カトリック神学院福岡キャンパスで講話する計画を先方と話し合ってきたが、10月初旬、講師と事

務局で行くことが決定した。 

3. 京都のエイズ・キャンドルパレードについて 

 HIV/AIDSへの偏見、差別の解消に取り組む市民団体「HIVとともに生きる会(プラネット)」が毎年 

 5月にパレードを実施している。昨年のパレードは第20回で、今年も5月18日(土)19:00からキャン 

 ドルを持って京都市内をパレードする。今回から当デスクも参加することになったので、近隣の教会な

どにも参加を呼び掛ける。 

4. 勉強会の企画について 

 まだ社会に残っているHIV/AIDSに対する偏見を取り除くには、知ること、話すことが必要で、生 

 島 嗣氏に講師を依頼して、今年の秋、週日の夜に勉強会を開催する予定。対象は教育関係者から 

 一般まで幅広く呼び掛ける。カトリックだけでなく、キリスト教の学校にも広報する。 
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次回日程  

2013年度第1回(第59回)デスク会議 2013年4月9日(火)13:00－15:00 

 

 

 中央協議会事務局  

 

■総務 

4 月会議予定 

4 日（木）       常任司教委員会           1      日本カトリック会館 

5 日（金）       学校教育委員会   幼きイエス会 ニコラ・バレ修道院(東京・千代田区) 

9 日（火）       HIV/AIDSデスク会議              1 日本カトリック会館 

19 日（金）       部落差別人権委員会                    〃  

123日（火）－24日（水） カリタスジャパン臨時教区担当者会議         1          〃                                             

128日（日）－29日（月） 第 26回校長・理事長・総長管区長の集い       都市センターホテル 

(東京・千代田区) 

 

 

 

 

<会報 2013年 4月号 公文書> 

 

「2013年四旬節」教皇メッセージ  

 

「愛を信じることが、愛を呼び覚ますのです」 

「わたしたちは、わたしたちに対する神の愛を知り、また信じています」（一ヨハネ 4・16） 

 

親愛なる兄弟姉妹の皆様 

 信仰年における四旬節は、信仰と愛の関係について深く考える貴重な機会をわたしたちに与えてくれま

す。それは、イエス・キリストの父なる神を信じることと、聖霊の実りであり、神と他者に献身する道へ

とわたしたちを導く愛との関係です。 

 

１ 神の愛への応答としての信仰 

 わたしは、最初の回勅『神は愛』において、信仰と愛という対神徳の間の強い結びつきについていくつ

かの考えを示しました。初めに、根本となる聖ヨハネのことば、「わたしたちは、わたしたちに対する神の

愛を知り、また信じています」（一ヨハネ 4・16）を引用し、次のように述べました。「人をキリスト信者

とするのは、倫理的な選択や高邁な思想ではなく、ある出来事との出会い、ある人格との出会いです。こ

の出会いが、人生に新しい展望と決定的な方向づけを与えるからです。……神がまずわたしたちを愛しま

した（一ヨハネ 4・10参照）。ですから、今や愛はもはや単なる『おきて』ではありません。神は、愛のた

まものをもってわたしたちを迎えてくださいました。愛とは、この愛のたまものにこたえることなのです」

（『神は愛』1）。このように、信仰とは、イエス・キリストにおいて完全に表されている神の無償で「熱烈
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な」愛の啓示に、わたしたちが全身全霊で人格的に結びつくことです。愛である神との出会いは、心だけ

でなく知性にも訴えます。「生きている神を認めることも、愛に向かう一つの道です。そして、自分の意志

で神のみ旨に対して『然り』ということによって、わたしたちの知性と意志と感情は、完全なしかたでの

愛のわざへとまとまります。もちろん、この過程はたえず進歩します。愛は『完成』することも、完全な

ものとなることもありません」（同 17）。したがって、すべてのキリスト者、とりわけ「奉仕活動に従事す

る人」には、信仰が必要です。なぜなら、「彼らはキリストの内に神との出会いへと導かれなければなりま

せん。この神との出会いによって、愛が呼び覚まされ、心を人に開くことができるようになるからです。

こうして、彼らにとって隣人愛はもはや外から強制されたおきてのようなものではなくなり、信仰がもた

らす結果となります。信仰は愛によって実践されるからです」（同 31a）。キリスト者とは、キリストの愛

によって捕らえられ、その愛に動かされる人です。「キリストの愛がわたしたちを駆り立てているからです」

（二コリント 5・14）。キリスト者は、隣人愛の実践を心の底から受け入れます（同 33 参照）。この姿勢は、

主に愛され、ゆるされ、仕えられてさえいるという自覚からおもに生じます。主は使徒たちの足を洗うた

めに身をかがめ、人間を神の愛へと引き寄せるために十字架上でご自身をささげたのです。 

 「信仰は、神がわたしたちのために御子を与えてくださったことを教えます。神は愛です。……信仰は、

十字架上で刺し貫かれたイエスのみ心の内に示された神の愛を認めます。こうして信仰は愛を生み出しま

す。愛は光です。そして、最終的に、愛こそが唯一の光です。この光は、闇の世をつねに照らします。そ

して、わたしたちが生き、働き続けるために必要な勇気を与えます」（同 39）。これらすべてのことは、「信

仰に根ざし、信仰によって形づくられる愛」（同 7）こそが、キリスト者のはっきりとしたしるしであるこ

とを、わたしたちが理解するのを助けます。 

 

２ 信仰生活としての愛のわざ 

 キリスト者の生活のすべては、神の愛への応答です。第一の応答は、信仰にほかなりません。それは、

わたしたちに先立って働きかける比類のない神の呼びかけを、感嘆と感謝のうちに受け入れることです。

そして、「はい」と言って信仰を受け入れることは、主との輝かしい友情の物語が始まる表れです。その友

情は、わたしたちの全生涯を満たし、究極の意味を与えます。しかし、神は、ご自分の無償の愛をわたし

たちが受け入れるだけでは満足されません。神はわたしたちを愛するだけでなく、わたしたちをご自身に

引き寄せ、聖パウロとともに「生きているのは、もはやわたしではありません。キリストがわたしの内に

生きておられるのです」（ガラテヤ 2・20 参照）と言えるように、根底から変えようとしておられます。 

 神の愛を受け入れるとき、わたしたちは神ご自身の愛のわざにあずかり、神に似た者となります。神の

愛に自らを開くとき、わたしたちは自分の中に生きる神を認め、神とともに、神において、神のように愛

せるよう神に導かれるがままに任せます。そのとき初めて、わたしたちの信仰は真に「愛の実践を伴う」

（ガラテヤ 5・6）ものとなり、わたしたちの内に神がとどまってくださいます（一ヨハネ 4・12 参照）。 

 信仰とは、真理を知り、それに忠実であることです（一テモテ 2・4 参照）。愛のわざは、真理のうちに

「歩むこと」です（エフェソ 4・15 参照）。信仰を通して、わたしたちは主と友情を結び、その友情は愛の

わざを通して生かされ、はぐくまれます（ヨハネ 15・14 以下参照）。わたしたちは、信仰によって師であ

り主であるかたのおきてを受け入れます。愛のわざはそれを実践する喜びをわたしたちに与えます（ヨハ

ネ 13・13−17参照）。信仰のうちに、わたしたちは神の子となる資格を与えられます（ヨハネ 1・12以下参

照）。わたしたちは、愛のわざを通して、聖霊の実を結びながら（ガラテヤ 5・22 参照）、神との親子のき

ずなを現実に保ち続けます。信仰は、優しく寛大な神がわたしたちにゆだねたたまものに気づかせてくれ

ます。そして、愛のわざがそのたまものに豊かな実りをもたらすのです（マタイ 25・14−30参照）。 

 

3 信仰と愛の固い結びつき 

 このように、信仰と愛を分かつことができないのは明らかです。ましてや、それらを敵対させることな

ど決してできません。これら二つの対神徳は固く結ばれており、それらを対比したり、「対立」させたりす

るのは誤りです。また、信仰が優先されるべき、ゆるぎないものであることを強調するあまり、具体的な

愛のわざを評価せず、ほとんど軽蔑し、人道主義のようなものとしてしまうのはあまりにも偏った考え方
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です。一方、愛と愛のわざの卓越性を強調するあまり、そのわざが信仰に取って代われるかのように考え

るのも、同様に有益ではありません。健全な霊的生活を営むためには、信仰主義も道徳的行動主義も避け

る必要があります。 

 キリスト者の生活とは、神に会うためにひたすら山を登り、神ご自身の愛のうちに兄弟姉妹に奉仕する

ために、神から注がれた愛と力を携えて山を下ることです。福音を告げ知らせ、人々の信仰を呼び覚まし

たいという使徒たちの情熱が、貧しい人に奉仕したいという愛に満ちた思いと、いかに密接につながって

いたかが聖書には記されています（使徒言行録 6・1−4 参照）。教会において、観想と活動は福音書に登場

するマリアとマルタにいわば象徴されますが、それらは共存し補い合わなければなりません（ルカ 10・38

−42 参照）。神との関係がつねに優先されるべきです。あらゆる真の分かち合いは、福音の精神のうちに、

信仰に根ざしていなければなりません（一般謁見演説、2012 年 4 月 25 日参照）。わたしたちは実際、「愛

のわざ」ということばを、連帯や人道支援だけに限定しがちです。しかし、もっとも重要な愛のわざは、

「みことばの奉仕」である福音宣教であることを忘れずにいることが大切です。みことばのパンを裂き、

福音を分かち合い、神との関係へと導くことほど、隣人にとって有益で、それゆえに愛に満ちた行いはあ

りません。福音宣教は、もっとも高度で完全な成長を人間にもたらします。神のしもべ教皇パウロ六世が

その回勅『ポプロールム・プログレシオ』に記したように、キリストを告げ知らせることが、発展への第

一の主要な要素です（16 参照）。神の愛の根源的な真理を実践し、告げ知らせることこそが、この愛を受

けられるようわたしたちのいのちを開け放ち、人類、そしてあらゆる人の全人的発展を可能にするのです

（回勅『真理に根ざした愛』8参照）。 

 すべてのものは、その本質において、愛である神から生じ、愛である神に向かいます。神の無償の愛は、

福音の告知を通してわたしたちに知らされます。信仰をもってそれを受け入れるとき、わたしたちは初め

て、かけがえのない神との触れ合いを経験し、「愛そのものである神に心を奪われます」。そして、この愛

のうちに生活し、愛のうちに成長し、喜んでそれを他の人に伝えるのです。 

 信仰と愛のわざの関係については、エフェソの信徒への手紙の中に、両者のつながりがもっとも良く説

明されていると思われる箇所があります。「事実、あなたがたは、恵みにより、信仰によって救われました。

このことは、自らの力によるのではなく、神のたまものです。行いによるのではありません。それは、だ

れも誇ることがないためなのです。なぜなら、わたしたちは神に造られたものであり、しかも神が前もっ

て準備してくださったよいわざのために、キリスト・イエスにおいて造られたからです。わたしたちは、

そのよいわざを行って歩むのです」（2・8—10）。ここで明らかにされているように、あらゆる救いの働きか

けは、神から、神の恵みから、そして信仰のうちに受けた神のゆるしからもたらされます。この働きかけ

は、わたしたちの自由や責任を決して制限することなく、それらを現実に真正なものとし、愛のわざへと

向かわせます。それらは、そもそも人間の努力の結果として誇るものではなく、信仰から生まれ、神から

豊かに与えられる恵みから流れ出るものです。行いを伴わない信仰は、実らない樹木のようなものです。

これら二つの対神徳を切り離すことはできません。四旬節は、キリスト者の生活の伝統的なわざを通して、

わたしたちがみことばに注意深く懸命に耳を傾け、秘跡を受けることにより、信仰を深めるよう招いてい

ます。四旬節はまた、とりわけ断食、ゆるしの秘跡、施しという特定のわざを通して、わたしたちが愛の

わざのうちに、神と隣人への愛のうちに成長するよう呼びかけているのです。 

 

４ 信仰から始まる卓越した愛 

 信仰と愛は、あらゆる神のたまものと同じように、唯一、聖霊の働きをその源とします（一コリント 13

章参照）。この聖霊が、わたしたちの中で「アッバ、父よ」（ガラテヤ 4・6）と叫び、わたしたちに「イエ

スは主である」（一コリント 12・３）、「マラナ・タ（主よ、来てください）」（一コリント 16・22、黙示録

22・20）と言わせるのです。 

  信仰はたまものであり、また応答でもあります。その信仰ゆえに、わたしたちはキリストの真理を知る

ことができます。キリストは、人となられ、十字架にかけられた愛である神です。キリストは、御父のみ

旨と隣人に対する神の限りない慈しみに全面的かつ徹底的に従ったのです。悪と死に打ち勝つことができ

るのはこの愛だけであるという確信を、信仰は心と精神に刻み込みます。信仰は、キリストの愛の勝利の
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実現を確信しながら、希望の徳をもって未来に目を向けるようわたしたちを招きます。一方、愛のわざは、

キリストのうちに表わされる神の愛にわたしたちを導くと同時に、御父と兄弟姉妹に無条件でご自分を完

全にささげたイエスとわたしたちを人格的、実存的に結びつけます。聖霊は、わたしたちの心をイエスの

愛で満たすことによって、イエスが御子としての神に、また兄弟としてすべての人に献身したことに、わ

たしたちをあずからせてくれるのです（ローマ 5・5参照）。 

 これら二つの徳の関係は、洗礼と聖体という教会の根本にある二つの秘跡の関係と似ています。洗礼（信

仰の秘跡）は聖体（愛の秘跡）に先だって授けられますが、キリスト者の旅の頂点である聖体に向けて秩

序づけられます。同じように、愛のわざを行うためには、まず信仰が必要ですが、信仰は愛のわざがその

頂点にあって初めて真正なものとなります。すべては信仰を謙虚に受け入れること（「神から愛されている

自分に気づくこと」）から始まり、愛の真理（「神と隣人を愛するすべを知ること」）に至らなければなりま

せん。愛はすべての徳の充満として、永遠に残ります（一コリント 13・13参照）。 

 親愛なる兄弟姉妹の皆様。この四旬節にあたり、わたしたちは十字架と復活を記念するために備えます。

神の愛は、これらの出来事において世をあがない、その光で歴史を照らしました。わたしは、皆様がイエ

ス・キリストへの信仰を再び燃え立たせながらこの大切なときを過ごすことによって、御父、そして生涯

で出会うすべての兄弟姉妹への愛の働きにキリストとともに参加するよう望みます。こうした思いを込め

て、わたしは皆様一人ひとりとすべての共同体のために神に祈りをささげ、主の祝福を願い求めます。 

 

バチカンにて 

2012年 10月 15 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) 

 

 

 

 教皇職辞任に関する会長談話  

                                                           2013 年 2月 13 日 

 

第 265代教皇ベネディクト十六世の教皇職辞任発表を受けて 

 

日本カトリック司教協議会会長  

  大阪大司教 レオ 池長 潤  

 

  ２月１１日（月）、ベネディクト十六世教皇の突然の辞任発表をニュースで知り、大変驚いています。教

皇は、神に召されるまではその職を辞することはないと思われていたからです。 

  教皇は、「多くの急激な変化を伴い、信仰生活にとって深刻な意味をもつ問題に揺るがされている現代世

界にあって、聖ペトロの船を統治し、福音を告げ知らせるには、肉体と精神の力がともに必要です。この

力が最近の数か月に衰え、わたしにゆだねられた奉仕職を適切に果たすことができないと自覚するまでに

なりました。」と辞任の理由を述べられました。 

  まだ教皇職を続けていただきたいという思いもありましたが、辞任の理由をうかがい、イエス・キリス

トから託されている重大な使命に対する教皇の誠実、謙遜で勇気ある決断として、受け入れることができ

ました。また、その決断をなさった教皇に尊敬の念をいっそう強くいたしました。 
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八年間の在位中に、教皇は、世界中の人々が神からいただいたいのちを大切にし、平和に暮らすことが

出来るように祈り、活動されました。また、カトリック教会が直面している困難を受けとめ、課題を克服

するためにたいへん力を尽くしてこられました。 

わたしたち日本の司教団は今日までにいただいた教皇のご指導とご慈愛に心から感謝しています。特に、

二年前の東日本大震災に際しての教皇の連帯と励ましの言葉に多くの人が勇気づけられたことを忘れるこ

とが出来ません。教会にベネディクト十六世という素晴らしいカトリック教会の最高の牧者を与えてくだ

さった神に感謝し、神の特別の祝福が与えられますように祈ります。 

なお、まもなく新しい教皇の選出が行われます。教皇選挙であるコンクラーベの上に聖霊が豊かにくだ

り、困難な課題の多い現代世界に、愛と希望と平和の福音を告げ知らせる教会の使命を、賢明かつ勇敢に

遂行する指導者が与えられますよう、祈ってやみません。 

 

 

 

 

「再び 3月 11日を迎えるにあたって」会長談話  

 

                                         2013年 2月 22 日 

再び 3 月 11日を迎えるにあたって 

                                                   日本カトリック司教協議会会長 

                                                     大阪大司教 レオ 池長 潤  

 

 東日本大震災から丸 2年を迎えようとしています。現在もなお、被災地の方々が平安や希望を取り戻さ

れたとか、復興の目処が立ったとかとは、とてもいえない状態が続いています。そこで、日本のカトリッ

ク教会全体に対して、司教協議会会長としてできるかぎりありのままの現状をお伝えし、わたしたちに何

ができるかを皆さまとともに考えたいと思います。 

 被災地の方々にとって、今、一番の悩み、苦しみ、悲しみ、不安の原因は、ひとことで言うなら、復興

の予測がまったくたっていないということにあります。安定して過ごせる住居、放射能汚染除去、産業の

回復や就業・就職といった、復興に欠かせない被災地の問題の解決を、あまりにも見通せないことが大き

な壁になっています。 

住居に関しては、当初は避難所生活でしたが、今は仮設住宅での暮らしとなり、これからは災害復興住

宅へと移られることになります。ただし、それがいつになるのかの見通しは立っていません。そのため、

経済力・体力・気力のあるかたは仮設を出て行き、「弱い」かたたちが取り残されてゆく傾向が現われてい

ます。残されるかたがたにとっては、新たな精神的苦痛を負うことになり、将来への不安から、自ら命を

絶つことに傾く方が増えることへの懸念もあります。 

 放射能汚染に苦しむ福島県では、安心して故郷に帰れるのは 5年以上先になるといわれていますが、実

際にはもっと先になるのではないかと思われます。現在、福島からの避難者は 16万人に及ぶとみられてい

ます。汚染が除去されないなら、どうして故郷に戻れるでしょうか。さらにこれからも原発が存在する限

り、愛する故郷を奪う放射能汚染は繰り返される恐れもあります。人間の知恵は完全ではないのです。 

 就業・就職に関しては、将来も保証される安定した雇用先が得られないことから、若い人々の流出が増

えています。その背景には、沿岸部に多い第一次産業の立て直しが難しいことがあります。なぜ難しいの

か、どうすれば立て直せるのかは解決していかなければならない課題として残されています。 

 カトリック教会は、被災地に暮らすかたの心に寄り添うこと、また地域の交わりを形成する支援に力を
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注ぐことに努めています。 

被災地での支援や全国の修道院での祈りの形で今も続けられているシスターズ・リレー、日本のすべて

の教会管区が被災地に思いを寄せているしるしであるボランティアベース、教会の交わりを通じて全国か

ら派遣されたスタッフやボランティア。これまでさまざまな形でかかわってこられた皆さまに、心からの

感謝と敬意を表します。教会のはたらきが、被災されたかたがたの心をつなぎ、寄り添うお手伝いとなれ

ば有難いことです。 

ボランティアベースは教会が地域に寄り添うための、いわば「基地※」です。かつて避難所生活から仮

設住宅へ移行する時にあったように、今また、仮設住宅から災害復興住宅への過渡期にも、これまでお互

いに知り合い、なじみになった人々がまた離れ離れになることが懸念されています。地域の交わりを形成

する支援が必要なのは、心の交流の寸断による新たな苦しみを和らげることが復興のためにとても大切な

要素になるからです。この支援に教会のボランティアベースを活用していただくことを切に望んでいます。 

 寄り添わなければ傷も痛みもわからないでしょう。耳を傾けなければ聞こえない声があるでしょう。人

間として謙虚で真摯な姿勢を備えていないと、本当の意味で寄り添うこともコミュニティづくりに貢献す

ることもできないでしょう。お一人おひとりの現実に寄り添わせていただくこと、それは支援の一つの形

です。けれどもむしろ、支援にあたる側が与えられるものも多いのです。 

 これからも、物心両面からの支援を続けながら、心を寄せ続けてくださる全国の皆さま、世界のかたが

たとともに祈りましょう。祈りには力があります。祈りは決して忘れないことのしるしです。 

 

あわれみ深い神さま、 

あなたはどんな時にもわたしたちから離れることなく、 

喜びや悲しみを共にしてくださいます。 

今回の大震災によって苦しむ人々のために 

あなたの助けと励ましを与えてください。 

わたしたちもその人たちのために犠牲をささげ、祈り続けます。 

そして、一日も早く、安心して暮らせる日が来ますように。 

また、この震災で亡くなられたすべての人々が 

あなたのもとで安らかに憩うことができますように。 

主キリストによって。アーメン。 

母であるマリアさま、どうかわたしたちのためにお祈りください。 アーメン。 

 

※仙台教区サポートセンターを中心として、 以下の 10 のベースなどで支援活動を行っています。 

                               ・宮古ベース 

                                     ・大槌ベース 

                                     ・釜石ベース 

                                     ・被災地障がい者支援センターかまいし 

                                     ・大船渡ベース 

                                     ・米川ベース  

                                     ・石巻ベース 

                                     ・原町ベース 

                                     ・いわきサポートステーション「もみの木」 

・福島デスク 
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 教皇職辞任に関する会長談話 英語版  

 

 

On the Announcement of the Resignation of the 265th Pope, Benedict XVI  

 

February 13, 2013 

 

 Upon hearing the sudden news on February 11 that Pope Benedict XVI will resign from the 

papacy, I was deeply shocked because it has been thought that popes do not resign, but rather die 

in office.  

 Pope Benedict XVI stated the reason for his resignation as follows: “in today’s world, 

subject to so many rapid changes and shaken by questions of deep relevance for the life of faith, 

in order to govern the barque of Saint Peter and proclaim the Gospel, both strength of mind and 

body are necessary, strength which in the last few months, has deteriorated in me to the extent 

that I have had to recognize my incapacity to adequately fulfill the ministry entrusted to me.” 

 Although I would wish that he could have continued his ministry, after hearing his reason 

for the resignation, I have accepted it as a faithful, humble and courageous decision that the Pope 

has made on behalf of the significant ministry entrusted to him. It has even deepened my respect 

for the Pope.  

 During his eight-year papacy, Pope Benedict has prayed and worked so that people in the 

world can respect their God-given life and live in peace. He has eagerly committed himself to 

recognize the difficulties that the Catholic Church is facing, and to overcome the challenges.  

 We, the bishops of Japan, are profoundly grateful for his guidance and the compassion he 

has given to Japan. We especially will never forget that two years ago after the Great East Japan 

Earthquake, his solidarity and comforting words encouraged numerous people. We thank God for sending 

us the splendid Supreme Pontiff Benedict XVI and pray to God that special blessings will be bestowed 

upon him.  

 In addition, a new pope will be elected soon. We pray that the Holy Spirit will come 

abundantly upon the Conclave convened to elect a new pope, and that we will be given a leader who 

will carry out the Church’ s mission to proclaim the Gospel of love, hope and peace prudently and 

with courage in this modern world filled with difficult challenges. 

 

Leo Jun Ikenaga S.J., Archbishop of Osaka 

President of the Catholic Bishops’ Conference of Japan 
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