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 定例司教総会  

 

■2013 年度定例司教総会 

日 時  2013年 6月 10日（月）14:00－6月 13日（木）12:00 

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 
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オブザーバー   4人 

総会事務局    8人 

 

報 告 

1. 第 19回日韓司教交流会について 

本年 11 月 12 日－14 日に日本で開催する第 19 回日韓司教交流会の概要について、日本側窓口の松浦悟

郎司教から報告が行われた。テーマは『地上の平和』（教皇ヨハネ二十三世回勅発布 50 周年を記念して）。

場所は金沢。 

2. 2014年 WYD in Japan(WYD-J)の開催中止について 

2012年度定例司教総会において、WYD－Jを 2014年 8月 29日－9月 1日に開催する決議を行ったが、2014

年 8月にアジアンユースデー（AYD）が韓国の大田教区で開催されることになったため、同時期に二つの

行事を準備することが困難なことから、WYD－Jの開催を見送り、AYDの準備に集中することが報告され

た。 

3. 第二バチカン公会議公文書改訂公式訳の若干の訳語の変更について 

『第二バチカン公会議公文書改訂公式訳』の発行に向けて、司教による校閲の最終段階となったが、新

たに若干の用語変更の必要性が出され、2013 年 5月と 6月の常任司教委員会において、用語変更と固有

名詞の表記方法について確定したことが報告された。 

4. 東日本大震災に対する対応評価について 

2013年 2 月の司教総会において、東日本大震災の復興支援について、これまでの活動を振り返り、さま

ざまな会議で出された評価の声をまとめて報告した。この司教総会で多く聞かれた意見は、「今後の震災

に向けて」今回の経験をどのように生かすかということであった。そこで、今回の震災対応で重要であ

ったと思われる諸事項の評価を文書にて 7 月中に提出してもらい、10月の特別臨時司教総会までにまと

め、今後また起こるであろう大災害への教会の対応についての提言を行うことが報告された。 

5. 福岡コレジオ開校について 

「カトリック長崎教会管区司祭志願院 福岡コレジオ」の開校に関しては、開校前の 2012年度臨時司教

総会において報告を行ったが、開校式を終えたことが報告され、あらためて召命促進のための祈りと協

力を要請した。 

6. 『日本二十六聖人長崎への道巡礼マップ』発行について 

2012年 2 月の臨時司教総会において、二十六聖人の歩いた道を巡礼道として確定し、巡礼者の地図を作

製することが承認された。このたび地図が完成し、日本二十六聖人列聖 151 年目にあたる 6月 8 日付で、

『日本二十六聖人長崎への道巡礼マップ』として発行したことが報告された。なお、この巡礼マップ頒

布に関しては、長崎巡礼センターが対応する。 

7. 『司牧の手引き』（婚姻編）作業の進ちょく状況について 

『司牧の手引き』編纂特別委員会から、『司牧の手引き』（婚姻編）作業の進ちょく状況について報告が

行われた。6 月の常任司教委員会の指摘に基づき、同『手引き』は法令集であることを確認し、改訂に

あたっては、2000年版の誤記などを修正するにとどめることとなった。 

8. 「財務部」の設置について 

2013年 5 月と 6 月の常任司教委員会に、財務委員会から、カトリック中央協議会の｢法人会計｣を独立さ

せ、「財務部」としたい提案が提出され、今後、監査的役割を担うことを明確にうたった「財務委員会規

約」の改訂、および「財務部内規」を常任司教委員会として承認し、6 月 6 日から「法人会計」を「財

務部」と変更したことが報告された。 

 

審 議 

1. 種々の機会と意向のためのミサの｢公式祈願｣改訂訳について 

典礼委員会で進めている『ミサ典礼書』改訂作業のうち、種々の機会と意向のためのミサの「公式祈願」

の改訂が終了したため、審議願いに基づき検討を行い、本司教総会での諸意見を加味して修正した種々
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の機会と意向のためのミサの｢公式祈願｣改訂訳を教皇庁典礼秘跡省へ提出することを承認した。 

2. 「新福音化委員会」の新設について 

教皇庁・新福音化推進評議会からの要請に基づき、日本カトリック司教協議会の一委員会として「新福

音化委員会」を新設することを承認した。なお、新委員会の具体的内容やメンバーに ついては、常任司

教委員会で検討する。 

3.  日本カトリック司教協議会各種委員会委員長・担当司教改選について 

日本カトリック司教協議会の次期（2013 年度定例司教総会終了時－2016年度定例司教総会終了時）各種

委員会委員長・担当司教等を以下のとおり確定した。 

 

常設委員会・部門 

  教会行政法制委員会     委 員 長・宮原良治 

財 務 委 員 会        委 員 長・野村純一 

終身助祭養成委員会     委 員 長・押川壽夫  

典 礼 委 員 会      委 員 長・梅村昌弘 

  学校教育委員会       委 員 長・池長 潤  

  司教・修道者合同委員会  担当司教・岡田武夫、髙見三明、池長 潤 

生涯養成部門      司教協議会会長預かり 

 諸 宗 教 部 門      責任司教・岡田武夫、担当司教・宮原良治、諏訪榮治郎 

 エキュメニズム部門    責任司教・野村純一、担当司教・岡田武夫、髙見三明        

 中国教会関係担当部門   担当司教・菊地 功 

 青少年司牧部門      責任司教・郡山健次郎、担当司教・浜口末男 

日韓司教交流会      担当司教・松浦悟郎（日本側窓口）、郡山健次郎、前田万葉  

  社会司教委員会         委 員 長・大塚喜直 、副委員長・谷 大二 

  カリタスジャパン         責任司教・菊地 功、担当司教・幸田和生 

 正義と平和協議会     担当司教・谷 大二 

  難民移住移動者委員会   委 員 長・松浦悟郎 

  部落差別人権委員会    委 員 長・平賀徹夫 

                       

常任司教委員会関連             

    常任司教委員会      委員長・岡田武夫 

委 員・髙見三明、大塚喜直、梅村昌弘、宮原良治、菊地 功、前田万葉   

（2012 年度臨時司教総会で選出・任期は 2013 年度定例司教総会開始時－

2016年度定例司教総会開始時） 

    中央協議会事務局担当     幸田和生 

（2012 年度臨時司教総会で選出・任期は 2013 年度定例司教総会開始時－

2016年度定例司教総会開始時） 

 

教団関連 

 「同宗連」（『同和問題』にとりくむ宗教教団連帯会議）                 教団代表・岡田武夫 

担当司教・平賀徹夫 

「部キ連」（部落問題に取り組むキリスト教連帯会議）              教団代表・岡田武夫 

担当司教・平賀徹夫 

 「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)  顧  問・岡田武夫 

共同代表・松浦悟郎 
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特別委員会関連 

列聖列福特別委員会               委員長・大塚喜直 

 

(以下の特別委員会は本司教総会にて改選はなし。任期は任務終了時まで) 

  用語検討特別委員会                     委員長・髙見三明 

 『司牧の手引き』編纂特別委員会            委員長・前田万葉  

  第２バチカン公会議文書公式訳改訂特別委員会   委員長・髙見三明 

 

新設委員会 

 新福音化委員会            委員長・諏訪榮治郎、担当司教・岡田武夫、浜口末男 

 

その他 

 子どもと女性の権利擁護のためのデスク     責任司教・松浦悟郎、担当司教・平賀徹夫 

 HIV/AIDSデスク                担当司教・菊地 功 

 

4. 2012 年度(宗)カトリック中央協議会収支決算書案について 

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

して承認した｡ 

 

 

 常任司教委員会  

 

■6 月定例常任司教委員会 

日 時  2013年 6月 6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    7人 

          事務局    8人 

 

報 告 

1. 主要国首脳会議（G8サミット）参加代表者への手紙について 

米国司教協議会（USCCB）の正義と平和協議会事務局長からの要請を受け、6月 17 日から開始される G8

サミットに参加する各国代表にあてて、G8サミット参加国の司教協議会会長名で、主にアフリカへの援

助と貧困、農業、貿易、資源問題の改善に関する書簡を送付することに同意し、内閣総理大臣あてに送

付した。 

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。5月 31 日現在のカリタスジャパンへの募金は、797 百万円、国際カリタスからの募金が 895 百

万円で計 1692百万円、援助金支出は、1,158 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 

5 月 31 日現在の中央協議会口座の東日本大震災関連・義援金残高報告が行われた。義援金総額は

73,500,693 円、支出合計は、31,851,448円、残高は 41,649,245円となった。 

 

審 議 

1. 2013 年度定例司教総会内容確定について  

本年 6月 10 日－14 日に開催予定の定例司教総会で取り扱う報告および審議事項を確定した。 
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(詳細は定例司教総会報告参照) 

2.  第二バチカン公会議公文書改訂公式訳用語確定について  

①第二バチカン公会議公文書改訂公式訳における「部分教会」の表記は現行のままとし、修正は行わな

い。 

②同特別委員会から再確認を求められた固有名詞表記と用語については、以下の方針を確認した。 

1)固有名詞表記については、2013年 5 月の常任司教委員会での決定どおり、一般的に使用されている

固有名詞などを基準とした 2009年度臨時司教総会で承認した一般ローマ暦表記の原則に合わせる。 

2)第二バチカン公会議公文書改訂公式訳において「おとめ」を「処女
お と め

」に変更する件については、聖

母マリアの表記に限定し、典礼の儀式書や典礼憲章においては従来どおり「おとめ」を使用する。 

3. 『司牧の手引き』（婚姻編）改訂について 

『司牧の手引き』（婚姻編）改訂版は法令集であることを確認し、現行版の誤記などを修正するにとどめ

る。なお、改訂版が整った段階で、常任司教委員会に諮る。また、『司牧の手引き』編纂特別委員会委員

長からの要望である、定例司教総会での同特別委員会での作業の進ちょく状況については、上記確認事

項も含めて報告することを了承する。 

4. 2014 年祈祷の使徒｢日本の教会の意向｣について  

本常任司教委員会での諸意見にもとづき修正を加えた 2014 年祈祷の使徒「日本の教会の意向」を正式

版として提出することを承認した。 

5. 財務部の設置について 

①「財務部」の設置および「財務部内規」を常任司教委員会（責任役員会）として承認した。これによ

り、2013 年 6 月 6日付で、財務部が設置された。なお、「財務部」の設置については、2013年度定例

司教総会の報告事項とする。 

② 新たに監査機能を含めた「財務委員会規約」の改訂を承認した。 

6. 長期修繕審議会からの提案について 

｢日本カトリック会館 長期修繕審議会｣から提出された､2013 年度日本カトリック会館修繕計画を承認

した｡ 

7. 2012 年度（宗）カトリック中央協議会収支決算書案について  

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決算書案を、2013 年度定例司教総会へ

常任司教委員会から提出する正式な同収支決算書案とすることを承認した。 

8. 中央協議会発行出版物の企画承認に関する件 

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。 

書籍名 パーチェム・イン・テリス－地上の平和 

訳  者  マイケル・シーゲル 

監修者 社会司教委員会 

内 容 教皇ヨハネ二十三世回勅『パーチェム・イン・テリス』発布 50周年にあたり、同書を改訳し、

ペトロ文庫より出版。 

 

 

 列聖列福特別委員会  

 

■2013 年度第 1 回列聖列福特別委員会 

日 時  2013年 6月 7日（金）11：00－15：00 

場 所  日本カトリック会館 会議室 3 

出席者  10人 
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報 告  

1. 各委員の活動報告  

(1)川邨委員（大阪教区） 

① 右近列福祈願ミサと講演会（2013年 2月 2日、城星学園(大阪市)）約 800 人の参加があった。 

②「列福運動推進委員会」を 8つの地区の代表で発足。下部組織として「右近クラブ事務局」を置き、

現在 60－70 人がメンバーとなり全国に広がっている。先ごろ「右近クラブ便り」第 1 号を発行し

た。 

③ 7 月 1 日(月)、サクラファミリア（大阪市）で、茨木市千堤寺のキリシタン墓地発掘調査に関す

る報告会を開催する。 

(2)久富委員（東京教区） 

溝部司教を講師に迎え、東京教区の豊多摩北宣教協力体主催の講演会を、2013 年 4 月 20 日に豊島教

会(東京教区)で行った。100 人余が参加した。 

(3)古巣委員 

右近の列福の意義を伝え列聖運動を盛り上げるため、主に九州各地の教会を巡って講演を行う予定。

現在決まっている日程は、大村（7月下旬）、佐世保 (9 月)、五島 (11月)。 

(4)筒井委員 

関口教会(東京教区)近くの永青文庫で、右近が離日直前に細川忠興に送った直筆の書簡などの展示会

が行われている。6月 23日まで。 

(5)前田委員 

イエスのカリタス修道女会が関係する宣教関係の催事など、折あるごとに、自身の作曲した右近の歌

「主こそ、わが光」を披露している。 

2. 事務局 

(1)決算報告 

(2)募金活動報告 

右近の列聖運動募金促進用に、ポスター2,000 枚、チラシ 80,000 枚を、全国の小教区・カトリック施

設に配布。1月 27 日付カトリック新聞への 3段の広告掲載を皮切りに合計 10回、広告を掲載した。そ

のうち有料の掲載は 1 回である。5月末現在の募金累計額は、900 万円を超した。 

 

審 議 

1. 高山右近の列聖申請関連 

(1)平林秘書は、5 月 16 日に Witwer 師（postulator(申請代理人)）、翌 17 日に、postulator の協力者

になった Castellon 師（イエズス会）とそれぞれローマで面会し、現在の進ちょく状況を確認した。

Witwer 師は右近の列聖申請書を 9月末から 10月初旬にかけて仕上げたいとの考えを示した。列聖省

長官が約束してくれているので、2015年の列福には支障ない見込みであるという。 

なお、同秘書はローマ滞在時、Witwer 師に提出済みの列聖申請書案の中に見つかった欠落部分や誤記

などを筒井委員の全面的な協力を得て補足訂正した。 

同秘書が、9月下旬から 10月初旬にかけてローマを再訪し、列聖審査の促進のために列聖省との交渉

に当たることが確認された。 

(2)列聖申請書の巻末に参考資料として掲載する右近関連の写真について、事務局案を検討した。その結

果、すでに古くなっている写真を新しいものに差し替えるため、各委員に手持ちがあれば、事務局に

送ることを申し合わせた。 

2. 冊子「神の選びの器」の刊行 

(1)古巣委員が作成した最終草案を委員持ち回りで審査し、4月末に委員長の了承を得た。その後古巣委

員は、内容とそれに連動する書名についての再検討を提案した。 

(2)出版の機会を列聖運動の活性化に役立てるために、出版記念講演会などを企画する。 
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3. 今期の総括 

2010年から始まった委員の 3年任期が、今年 8月末に終了する。当期の総括を行い、来期からの課題に

ついて委員の意見を求めた。 

(1)今期の実績 

①列福申請書案を仕上げた。 

②公聴会を高槻(大阪府)で開き、右近の現在の「声望」に関する証言を得た。 

③「現代にひびく右近の霊性」を発行し、右近の霊性を特徴付ける 8 つの要点を提示した。 

④大阪教区と共同で右近に関するシンポジウムを 3回行った。 

⑤海外巡礼を 2 度行い、ローマおよびフィリピンとの交流を深めた。 

⑥募金活動を開始し、列福運動の周知を図った。 

(2)今後の課題 

2015年に列福式を開催するために、列聖の機運を全国に高める活動が必要である。特に関東以北、関

西以西への重点対策が急務であろう。 

①16教区を網羅するキャンペーンを行う。 

②小教区の司祭が右近とその列聖運動について当事者として教区民に説明できるよう、当委員会の委 

員が、司祭にプレゼンテーションを行う機会を持つ。 

③右近の霊性と生涯を紹介する、独自の内容をもつ外国語冊子の作成 

事務局が作成した文案を各委員が検討する。体裁は、B6 判 4 ページ、カラー、写真を多用して英語・

タガログ語・韓国語・ポルトガル語などのパンフレットを作る。 

④列福式に使用する肖像画の作成。これは時間を要する。そろそろ手配を始めたい。 

関連事項として、絵画や彫刻、音楽、戯曲・小説など右近に関連した芸術作品を広く募集してはどう

か。 

⑤ローマとマニラへの公式巡礼団派遣 

a.昨年、列福の早期実現を教皇に願うために、司教協議会会長が巡礼団とローマを訪れた。新教皇に

対しても、同様の巡礼団を派遣したい。 

b.右近終えんの地であるマニラと列聖運動の共同体制を作るため、Tagle枢機卿に対しても親善の巡

礼団を派遣できるとよい。 

  

次回委員会  2013年 11月 8日（金）11：00－16：00 カトリック京都教区事務所 

 

 

「司牧の手引き」編纂特別委員会  

 

■2013 年度第 2 回委員会 

日 時  2013年 5月 22日（水）13：30－5月 23日（木）12：30 

場 所  日本カトリック神学院 福岡キャンパス会議室（福岡市） 

出席者  5人 

 

報 告 

2013年 5 月常任司教委員会報告 

(1)『司牧の手引き・婚姻』改訂版（案）について 

6 月の常任司教委員会が内容を確認した上で、司教総会の審議議案とするか否かを判断することにな

った。 

(2)『司牧に関する法規の手引き』（新教会法準拠）制作について 

制作の可否については、司教総会ではなく常任司教委員会で審議することが確認された。審議の結果、



- 8 - 

 

「司牧の手引き」編纂特別委員会が担当し、発刊準備をすることになった。準備が整ったものについ

ては常任司教委員会に提出する。 

 

審 議 

1. 6 月常任司教委員会報告のための「事例集」について 

常任司教委員会に提出する資料として、NICE特別提案委員会資料、2012年実施の全国アンケート、2013

年 2月長崎教区司祭研修会資料などから事務局が抽出して一覧化した事例について、内容の集約を行っ

た。「外国籍信徒との結婚」、「二重挙式の問題」、「入籍済みまたはすでに同居しているカップル」、「主任

司祭の権限」など、カテケージスや司祭養成の中でも対応の必要な事案が見られた。 

2. 定例司教総会提出用『司牧の手引き・婚姻』改訂版（最終案）について 

司牧者が苦慮している事例について、具体的対応案を示すのではなく、原則に従ってどのように対応で

きるかを示唆する表記に整理する作業を行った。 

3. 『司牧に関する法規の手引き』（新教会法準拠）制作について 

次回定例会に延期された。 

4. その他 

次回委員会の日程を確認。 

 

次回委員会  2013年 6月 19 日(水)13:30－6月 20日(木)12:30 日本カトリック神学院 福岡キャンパス 

 

 

 学校教育委員会  

 

■第 134 回 学校教育委員会 

日 時  2013年 6月 17日（月）15：00－17：00 

場 所  幼きイエス会 ニコラ・バレ修道院（東京・千代田区） 

出席者  10人 

 

報 告 

 1. 「第 26回 校長・理事長・総長管区長の集い（集い）」について 

日 時 2013年 4月 28日(日)－ 29日(月・祝) 

場 所 都市センターホテル（東京・千代田区） 

テーマ 共に育つ －カトリック学校と教会の協働 － 

参加者 205 人（司教 3人を含む） 

 

初日は、瀬本正之師が「キリスト教の人間観」、宮原良治司教が「福岡教区の取り組み」について講演し

た後、提起された課題を分科会で話し合い、懇親会で終了した。 

2 日目は、カトリック学校とカトリック教会の協働に関する 3 件の事例報告があり、分科会と全体会で

テーマを深め、ミサをもって終了した。 

2. 事務局より「第 26回集い」の会計報告、ならびに 2012年度学校教育委員会決算報告について 

3. 「日本カトリック学校連合会の動き」について 

 

審 議 

1. 「第 26 回校長・理事長・総長管区長の集い（集い）」の振り返り 

今年度「集い」において話し合われた分科会報告のまとめと、参加者からのアンケートなどを参考とし

て振り返りを行い、次回「集い」を企画する上での参考とした。 
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 (1)分科会について 

 ・分科会を 6－7人に分けて行ったこともあり、人数も適当で概して満足度が高かった。 

 (2)講演・事例報告について 

 ・基調講演と事例報告がテーマに則して互いに関連し合っており、バランスが良かった。 

・「集い」で取り上げられる事柄が小中高中心となる傾向が強く、大学からの参加者にとっては距離感

がある。しかし一方で、地方で健闘する小中高の様子を知る貴重な場ともいえる。 

 ・事例報告が関東地方に偏っているので、地方の困難を抱えている学校を入れることが望ましい。 

 (3)全体会について 

 ・全体会の運営が難しい。シンポジウム形式にするなど、もう少し活発な討論ができるとよい。 

(4)その他 

 ・今回のテーマであったカトリック学校とカトリック教会の協働は、今後も大きな課題である。 

 ・学校側が教会に対して何ができるかを考え、実行する視点も重要である。 

   ・学校に対するチャプレン制度の導入など、これからは特に司教の理解と協力をお願いしたい。 

   ・私学としての生き残りと、カトリック学校としてのアイデンティティーの保持という課題に直面する。 

 (5)決定事項 

 ・分科会報告のまとめを参加者全員に郵送し報告する。 

  ・会場の候補を横浜・東京のエリアで探したが、希望・条件に合う会場が見つからず、来年も都市セン

ターホテルを会場として実施する。 

2. 「長崎・五島研修旅行」 

7 月中に最終案内と資料を参加者に発送する。 

3. 委員の交代について 

  数名の委員から交代の要望が出ており、秘書と委員 2名で新メンバーを検討し委員長に提案する。 

4. カナダのトロントカトリック教育委員会との提携について 

先方からの提案を検討したが、現時点ではまだ態勢が整っていないため、時期尚早と判断した。 

 

次回委員会  2013年 9月 18 日(水)16：00－18：00  幼きイエス会 ニコラ・バレ修道院(東京・千代田区) 

 

 

 カリタスジャパン  

 

■第 1 回カリタスジャパン委員会会議 

日 時  2013年 5月 21日（火） 10:30－ 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 

会報7月号参照 

2. 援助部会 

(1)カリタス香港60周年記念式典に参加した(5月16 日－18日)。 

(2)東日本大震災関連 

・6月に行われる全国復興支援担当者会議の準備が進んでいる。 

・東日本大震災復興支援ふれあいフェスタが行われ(5月11日、聖心インターナショナルスクール(東

京・渋谷区)）、被災地および首都圏で活動する団体とともにカリタスジャパンもブース出展した。 

(3)2012年度募金収入および援助実績の報告 
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3. 事務局 

・事務局会議（4月 23 日）および臨時全国教区担当者会議(4月 23 日－24日)報告 

・2 - 3月度の収支・募金報告 

 

審 議 

1. 海外会議・視察 

(1)国際カリタスファンドレイジングフォーラム（5月22日－26日、イタリア・ローマ） 

(2)カリタスモンゴルパートナー会議および視察（6月12日－18日） 

(3)カリタスアジア総会およびフォーラム（6月18日－23日、シンガポール） 

上記催事への参加を承認。 

2. カリタスアジア総会経費の一部支援（6,000 USドル）を決定。 

3. 2012年度決算を承認。 

4. 委員会および部会の運営見直しについて 

国内一般案件の一次審査を啓発部会で行う方向で次回委員会にて継続審議、決定すれば9月から実施。 

5. 2013年度年間予定を確認。 

6. 東日本大震災復興支援に関わる援助申請ガイドラインについて 

仙台教区サポートセンターとの協議後、全ベース会議にて周知する。 

7. 2014年四旬節小冊子は、趣意書と四旬節キャンペーンの報告を合わせた形のものにする。内容につい

ては次回検討。 

8. 援助審査 3件（東日本大震災 2、海外一般 1）を審査し、以下の 2件を承認、1 件を保留とした。 

(1)被災地障がい者センターかまいし「2013年度活動費と NPO 法人立ち上げ」7,000,000円 

(2)いわきサポートステーションもみの木「2013 年度活動費」6,192,340 円 

9. 国際カリタス緊急支援要請(Emergency Appeal/EA) 以下 1件の支援を決定。 

中国（四川）「雅安地震緊急支援（EA09/13）」10,000ユーロ 

 

次回日程  2013年 7月 16 日（火）11:00－16:00 

 

 

■第 2 回援助部会会議 

日 時  2013年 6月 10日（月）11：00－17：00 

場 所  日本カトリック会館 会議室 3 

出席者  8人 

 

報 告 

1. 2013 年度援助実績 

2. 東日本大震災対応 

・全国復興支援担当者会議(6 月)に向けての準備が進んでいる。出席者が減少している。 

・ボランティアが減ってきており、長期スタッフの獲得にも苦労している。 

・復興住宅への入居が始まるなど、被災者の立場によって格差が生じてきている。よりいっそう寄り添

う必要がある。 

3. 第 5 回アフリカ開発会議でブース出展を行った(5月 31 日－6月 3 日、神奈川・横浜市）。 

 

審 議 

1. アフリカ（ケニア・ウガンダ・ルワンダ）視察（7 月 24日－8月 9日予定）を次回委員会へ付託。各

国とも、事業視察と今後の協力について協議を行う。 

2. 海外案件（ネパール）の内容変更を承認。 
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3. 国内援助ガイドライン見直しについて、援助部会としての意見交換を行った。今後の国内援助戦略も

含め、検討チームを組織してガイドライン案まで作成し、その後各部会で検討、委員会に諮る。 

4. 東日本大震災 福島ファンド（福島支援）のガイドラインについて、現場の意見を集約して案を作成す

る。 

5. 一般援助審査 計 9件（東日本大震災 2、国内一般 1、海外 6）を審査し、以下の 2件を承認、2 件（東

日本大震災 1、国内一般 1）を次回委員会へ付託、5件を却下とした。 

(1)カトリック東京ボランティアセンター（CTVC）「福島県内外における被災・避難者への支援システム

構築・3年次（2013年度）」35,231,040円 

(2)インド「2013年度年間一括援助」58,368 USドル 

 

次回日程  2013年 8月 20 日（火）11:00 －16:00 

 

 

 正義と平和協議会  

 

■事務局会議 

日 時  2013年 6月 5日（水）11：00－13：00 

場 所  幼きイエス会 ニコラ・バレ修道院（東京・千代田区） 

出席者  6人 

 

報 告 

1. 改憲反対キャンペーンについて、各地の予定を報告 

(1) 講演会「いま、平和憲法が危ない」 

日時 6月 29日(土)13：00－16：30 

場所 愛徳幼稚園講堂（兵庫・神戸市） 

講師 谷 大二司教、井上耕史さん（弁護士） 

主催 愛徳カルメル修道会 

(2) 学習会「私たちの憲法と向き合ってみませんか！」 

日時 6月 30日(日)13：00－15：30   

場所 カトリック仁川教会（大阪教区） 

講師 村田浩治さん（弁護士） 

主催 カトリック大阪大司教区阪神仁川ブロック 

(3) 緊急講演会「信仰年を考える 憲法が変わったら」 

日時 7月 6 日(土)14：00－17：00     

場所 カトリック倉敷教会（広島教区） 

講師 松浦悟郎司教 

主催 岡山鳥取地区宣教司牧評議会 

(4) 緊急講演会「日本国憲法の価値を考える 今、平和と人権を守るために」 

日時 7月 6 日(土)14：00－16：00 

場所 カトリック浦和教会（さいたま教区） 

講師 三宅晶子さん（千葉大学） 

主催 カトリックさいたま教区正義と平和協議会 

(5) 講演会「改憲で私たちはどうなる？ 信仰の問題から考える」 

日時 7月 16日(火)18：30－20：30  

場所 カトリック北一条教会（札幌教区） 

講師 谷 大二司教 
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主催 カトリック札幌教区正義と平和委員会 

(6) 講演会「あなたは改憲に賛成ですか？」 

日時 7月 20日(土)13：00－15：00 

場所 カトリック相模原教会（横浜教区） 

講師 内藤雅義さん（弁護士） 

主催 カトリック相模原教会 

2. 事務局主催スタディツアー「沖縄体験学習」(6月 20 日－23 日)の準備状況報告と最終確認。 

3. 2014 年度全国集会福岡大会の準備状況報告 

 

審 議 

1. 次期委員について検討。また専門委員の分野の見直しを行った。 

2. 『奄美のカトリック迫害と上智大学生神社参拝拒否事件（仮題）』編集作業について 

3. 2013 年度全国会議、公開講演会について、テーマと講師を検討。 

 

 

■20 条の部会 

日 時  2013年 6月 5日（水）16：00−17：30 

場 所  幼きイエス会 ニコラ・バレ修道院（東京・千代田区） 

出席者  5人 

 

審 議 

1. 2013 年度の活動計画、「20条の会」の会員のいない地域での講演会、シンポジウムを企画したい。 

2. 自民党憲法改正草案について検証する印刷物を検討。 

3. ニュースレター発行作業を進める。 

 

 

■NCC 靖国神社問題委員会 

日 時  2013年 6月 3日（月）18：00－20：00 

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 

 

学習会 

 「憲法改正問題、特に 20 条について」のテーマで行った。 

 

審 議 

1. 声明、要請文、抗議文の文案を検討。 

2. 2012 年度決算報告と 2013年度予算について 

 

 

■平和を実現するキリスト者ネット 

日 時  2013年 6月 4日（火）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. 集会・行動の報告 

  第 113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） 
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    2013年 5月 23日（木）  衆議院第一議員会館第 1会議室  

             署名提出 342 筆 総数 94,818筆 

             首相官邸前祈念行動 

3. 首相官邸でゴスペルを歌う会は、７月以降も継続する。 

4. さようなら原発 1000万人アクション（6月 2日、芝公園(東京・港区)）の報告 

 

審 議 

1. 第 114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（6月 26 日）のための要請メンバー

を検討。  

2. ニュースレターのリニューアルを検討。  

 

 

■さようなら原発 1000万人アクション実行委員会 

日 時  2013年 6月 6日（木）18：00－20：30 

場 所  真生会館（東京・新宿区） 

出席者  カトリックから 1人 

 

報 告 

1. 「6・2つながろうフクシマ！さようなら原発集会」の参加者は約 7,500 人であった。 

2. 署名について 

6 月 6 日現在で 8,270,690 筆。沢田研二コンサートツアー会場で署名活動を継続する。 

 

審 議 

1. 「9・1さようなら原発講演会 つながろうフクシマ！くりかえすな原発震災」について 

会場は日比谷公会堂（東京・千代田区） 

2. 今後の集会予定について 

9 月 14日（土）亀戸中央公園（東京・江東区） 

  9月 29日（日）首都圏反原発連合主催の集会（日比谷公会堂） 

 

 

 部落差別人権委員会  

 

■定例委員会 

日 時  2013年 5月 29日（水）11：00－16：00 

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. 第 9 回ハンセン病市民学会総会・交流集会 in熊本について 

ハンセン病市民学会主催の交流集会が、「いま、『いのち』の意味を問う〜ハンセン病回復者をとりまく

現状と将来へのメッセージ〜」をテーマに 2013年 5月 11 日(土)－12日(日)、熊本県立劇場（熊本市）

と国立療養所菊池恵楓園（熊本・合志市）で行われた。 

2. 狭山事件の真相を探る現地集会＆現地調査について 

狭山事件発生から 50 年目を迎えた 5 月 1 日(水)、部落解放同盟埼玉県連合会主催の「50 年前の 5 月 1
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日、狭山市で何があったのか？」現地集会と現地調査が、埼玉県狭山市で行われた。 

3. 狭山事件第 13 回三者協議について 

三者協議が 2013年 5月 8日(水)、東京高裁（東京・千代田区）で行われた。出席者は河合健司裁判長・

担当裁判官（東京高裁第４刑事部）、担当検察官（東京高等検察庁）、中山武敏主任弁護人・中北事務局

長をはじめ 10人（狭山弁護団）。 

4. 狭山事件の再審を求める市民の集いについて 

「狭山事件の再審を求める市民の会」主催の集いが 2013年 5月 13 日(月)、アルカディア市ヶ谷（東京・

千代田区）で行われた。落合恵子さん（作家）が「命の感受性そして論理性」と題して講演した。参加

者は約 100人。 

5. 狭山事件の再審を求めて「石川夫妻の幸せを願う宗教者の集い」について  

『同和問題』にとりくむ宗教教団連帯会議主催（新日本宗教団体連合会・全日本仏教界・日本キリスト

教協議会が協賛）の狭山事件の再審を求める集いが、2013 年 5 月 22 日(水)、築地本願寺（東京・中央

区）で行われた。参加者は約 300 人、カトリックからは平賀徹夫司教、谷 大二司教はじめ 30人が参加

した。 

6. 狭山事件の再審を求める市民集会について 

「狭山事件の再審を求める市民集会実行委員会」主催による市民集会が 2013年 5 月 23日(木)、日比谷

野外音楽堂（東京・千代田区）で開催された。全国から約 3000人が参加した。 

7. 部落問題に取り組むキリスト教連帯会議（部キ連）第 30回総会について 

8. 大阪教会管区部落差別人権活動センター（部活センター） 

（1）部活センターが「舳松
へのまつ

人権歴史館（大阪・堺市）・現地学習会」を 2013年 4月 13 日(土)に行った。 

（2）部活センター主催の「第 6回対話集会「忌避意識」それなんやねん」を、2013年 7月 14日(日)－15

日(月)に、カトリック大阪梅田教会（大阪教区）で行う。 

（3）「菊池事件の再審請求を求める署名」活動に取り組んでいる。 

9. 東京教区部落問題委員会 

東京教区では、「『同和問題』に取り組む宗教教団（宗教者）千葉県連帯会議」（千葉同宗連）に加盟して

いるが、新たに「『同和問題』にとりくむ宗教教団東京地区連帯会議」（東京同宗連）に加盟する。 

 

審 議 

1. 夏季合宿 

2013年 7月 27日(土)－28日(日)に埼玉県川越市で行う夏季合宿「武州鼻緒騒動〜解放を求めるたたか

い〜」について。 

2. シンポジウム「福音と差別」 

「狭山 50年と国家権力」をテーマに、2013年 9月 21 日(土)にニコラ・バレ修道院（東京・千代田区）

でシンポジウムを開催する。シンポジストは中山武敏弁護士、橋本瑠璃子修道女、本田哲郎師、司会は

平賀徹夫司教。狭山弁護団主任弁護人の中山武敏弁護士と 7月に打ち合わせを行う。 

3. 全国会議 

2013年 11月 3日(日)－4日(月)に京都市で行う。1日目の会場はザ・パレスサイドホテル（京都市）、2

日目は京都カトリック会館。全国会議で行う講演会の講師は、朝治 武さん（大阪人権博物館、『差別と

反逆〜平野小剣の生涯』著者）に依頼する。 

4. 2014 年春季合宿 

来春 3月に「狭山 50年 石川一雄さんを支えて（案）」と題する春季合宿を、徳島県徳島市で開催の予

定。講師の依頼は橋本瑠璃子修道女が行う。 

5. 2012 年度決算報告 

事務局より「2012年度収支計算書」に基づき 2012年度決算報告が行われ、承認された。 
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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） 

 

■2013 年全国運営委員会 

日 時 2013年 6月 27日（木）14：00－28日（金）13：00 

場 所 在日本韓国 YMCA（東京・千代田区） 

出席者  カトリックより 2人 

 

6 月 27日(木) 

全体協議(1) 

①「全国キャンペーン」各教派・団体、各地外キ連から報告と提案 

②「外国人被災者支援プロジェクト」報告と提案 

③「青年の旅」第 5回の準備状況の報告 

全体協議(2) 

  ①2014年全国協議会＆全国集会についての提案 

②会計中間報告 

講演 

 「人種差別撤廃法の実現に向けて――国連人権機関、諸外国の実例から」 

講師 師岡康子さん（弁護士・研究者） 

国際人権規約に関しての説明と、日本政府の対応の問題点について話があった。 

 

6 月 28日(金) 

ワークショップ「いま外国人住民基本法を読み返す」 

「外国人住民基本法」制定に向けて、各地外キ連が提出した解説文案の検討を行った。 

全体協議(3) 

  ①今後の諸課題  「外国人被災者支援プロジェクト」「青年の旅」の今後について話し合った。 

  ②今後の日程   全国協議会は 2014 年 1 月 23 日(木)—24 日(金)、東京の早稲田奉仕園で行い、全国

集会は 25日(土)に平和教会(早稲田奉仕園)で行うことになった。 

 

 

 統一協会問題キリスト教連絡会  

 

■2013 年日韓教会連合異端似以非対策セミナー 

日 時  2013年 6月 20日（木）－21日（金） 

場 所  韓国教会 100周年記念館（韓国・ソウル市） 

現地主催 総会異端似以非対策委員会 委員長 チェ・ギハク牧師 

出席者  カトリックから 2人 

 

6 月 20日(木) 

午前中に合同結婚式を挙げた日本人妻から話を聞いた。 

午後は二つの講演があった。 

  韓国側からは、卓 志一教授（釜山神学大学）による「韓国におけるカルト問題、特に統一協会、新天地、

神様の教会について」の話を聞いた。カルト宗教の特徴、特に現在の幾つかのカルトは二代目教祖が女

性に移りつつあること、出会いとか光という言葉を使うこと、条件付き世の終わりを説き、期限付きで

はないことなどの話があった。カトリック教会の中にもこのグループに取り込まれている司祭、修道者
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がいるということも聞いた。 

  日本側からは、統一協会から脱会した元信者の体験談と、その脱出にかかわった家族の話があった。 

 

6 月 21日(金) 

現地学習として、韓国キリスト教広報社と CBS（Christian Broadcasting System）を訪問し、メディアを

通してカルト問題についての広報をしている様子を見学した。「新天地 OUT」という短いスキットをテレビ

で流し、CBS の評価が上がったということである。 

 

 

 HIV/AIDS デスク   

 

■第 2 回 HIV/AIDS デスク会議 

日 時  2013年 6月 14日（金）13：00－15：00 

場 所  日本カトリック会館 会議室3 

出席者  8人 

欠席者  2人 

 

報 告  

1. 京都AIDSキャンドルパレードについて 

21回目の今年のパレードは参加者が85人。若者の参加も多く、京都市役所から円山公園まで、通行人に

資料を手渡しながら進んだ。沿道の協力店舗は70店以上で、店頭の目立つ所にレッドリボンが貼られて

いて、街全体でAIDSについて考える機会になっていることがうかがわれた。 

2. 小冊子の発送状況 

京都教区内の小教区や横浜教区青少年委員会、横浜AIDS市民活動センターに発送した。 

キリスト教学校教育同盟のホームページでも紹介されている。 

3. ポスター募集要項について 

今まで応募してきた学校などに配布した。カトリック新聞とキリスト新聞にも連絡済み。首都圏の小教

区への発送準備を行う。 

4. AIDS文化フォーラムin横浜「宗教とAIDS」のパネリスト 

20回となるフォーラムで例年より準備が早まっている。8年目になる「宗教とAIDS」のキリスト教側のパ

ネリストとして、平良愛香デスク委員(日本基督教団牧師)に依頼がきて、同委員は承諾した。 

 

審 議 

1. 神学院での講義について 

6月21日に宮本秘書がデスクの小冊子などを使って講義を行う。 

2. 勉強会の実施内容について 

終了時間が午後8時半なので、準備と打ち合わせを兼ねて午後5時から会場を使用できるか確認する。講

師の生島 嗣氏と、テーマの詳細について事務局で打ち合わせをする。 

3. AIDSをかたった詐欺について 

慈善団体を装い、アフリカでHIV予防薬配布のためという名目でお金をだまし取ろうとする事件があり、

注意を喚起した。 

 

次回日程  2013年 9月 6日（金） 13:30－ 16:00  
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 中央協議会事務局  

 

■総務 

8 月会議予定 

18 日（木）          カリタスジャパン啓発部門公開勉強会                    日本カトリック会館 

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

23 日（金）       日本盲人社会福祉施設協議会点字出版部会                   〃 

 

 

 

 

<会報 2013年 8月号 公文書> 

 

 G8諸国首脳に宛てた各国司教協議会からの書簡  

 

日本 首相 安倍晋三 様 

イギリス連合王国 首相 デヴィッド キャメロン 様 

カナダ 首相 スティーブン ジョセフ ハーパー 様 

フランス共和国 大統領 フランソワ オランド 様 

ドイツ連邦共和国 首相 アンジェラ メルケル 様 

イタリア共和国 首相 エンリコ レッタ 様 

ロシア連邦 大統領 ウラジミール ウラジーミロヴィチ プーチン 様 

アメリカ合衆国 大統領 バラク オバマ様 

 

親愛なる G8 諸国首脳の皆様 

 わたしたちは G8諸国の司教協議会を代表して、皆様がイギリスで開催される G8 サミットにおいて貧しい

人々を守り、発展途上国を支援するよう求めます。 

 教皇フランシスコは就任ミサ説教の中で、「手を広げて神の民全体、とくに貧しい人、弱者、小さい人を守

り、愛と柔和さをもって全人類を受け入れる」と確約しました。G8諸国も国際社会のリーダーとして同じ行

動をとることができます。 

 G8首脳会議に先立ち、皆様が農業と食物に注目したことは、時宜にかなっています。食糧の生産と分配に

おいて躍進を遂げている世界において、あまりにも多くの神の子どもたちが今でも空腹のまま床についたり、

栄養失調のために苦しんだりしています。それは、健康と教育に生涯にわたって影響を与える悲劇です。と

りわけ、アフリカ諸国に対する地域農業発展のための支援を強化する必要があります。 

 G８サミットが脱税、貿易、透明性に注目していることも、時宜を得ています。『カトリック教会のカテキ

ズム』は「権威に対する服従ならびに共通善への共同責任には納税という義務が伴ってきます」（2240）と教

えています。共通善には、貧しい人々や脆弱な社会の福利も含まれます。共通善のために適切に分配された

税金を払うことは、市民の道徳的責任なのです。国家もまた同様に、「公的資源の管理と分配における正確さ

と誠実さ」をもって、「合理的で公正な税の割り当て」（『教会の社会教説綱要』355）を行う義務を有します。 

 貿易と貿易規定は、人間家族全体の普遍的な共通善と、もっとも脆弱な国々が特に必要としているものの

ために役立たなければなりません。農業の発展を支援する一方で、貧しい国の農業経済を害する不当な農業

貿易政策を実施するのは非生産的な行いです。 

 G８サミットが透明性を強調していることも極めて重要です。人間の尊厳を保つためには、真理と民主主義
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と透明性が必要です。より多くの良質な情報が提供されれば、宗教団体などの市民社会は、自国の政府に説

明責任を追求することができます。また、貧困を削減し、社会全体の健全性を向上させるために、資源が役

立っているかどうかを確かめることができます。 

 教皇フランシスコは、復活祭メッセージの中で「全世界の平和を祈ります。世界は天然資源の不正な搾取

によって苦しめられているからです」と悲嘆のうちに述べました。天然資源に富んだ多くの国の人々が、「資

源の呪い」とも呼ばれる矛盾の犠牲となっているのは悲しいことです。真の透明性と参加が実現すれば、資

源の呪いは祝福に変わることができます。 

 わたしたちの教皇フランシスコは言葉としぐさによって、「とくに貧しい人、弱者、小さい人」を守るた

めに行動することを、わたしたちすべてに思い出させてくれます。 

 皆様は、まず、既定の政策が貧しい人や脆弱な人にどのように影響を与えているかを問いただすことによ

って、すべての人の共通善の追求が確かに実現されるよう助けることができます。一つの人間家族として、

わたしたちはもっとも弱いメンバーとまったく同じ健全性を共有しているのです。 

 皆様の会議が協力の精神に満たされますように。そうすれば、皆様は、すべての人の共通善のために、栄

養状態の改善、貧困と飢餓の削減、公正な税制と貿易と透明性のある政策の促進に向けて踏み出すことがで

きるでしょう。 

 

       2013 年 6 月 3 日 

  

イングランド・ウェールズカトリック司教協議会会長  

ウェストミンスター教区大司教 ビンセント ニコルス 

アイルランド司教協議会会長 

アルマ・プリメイト教区大司教 ショーン ブラッディー枢機卿 

スコットランドカトリック司教協議会会長  

グラスゴー教区大司教  フィリップ タータグリア 

カナダ司教協議会会長 

エドモンド教区大司教 リチャード スミス大司教 

フランス司教協議会会長 

パリ教区大司教 アンドレ ヴァン トロア枢機卿 

ドイツ司教協議会会長 

フライブルク教区大司教 ロベルト ツォリチュ 

イタリア司教協議会会長 

ジェノヴァ教区大司教 アンジェロ バニャスコ枢機卿 

日本カトリック司教協議会会長 

大阪教区大司教 池長潤 

ロシアカトリック司教協議会 

モスクワ教区大司教 パオロ ペッチ 

アメリカ合衆国カトリック司教協議会会長 

ニューヨーク教区大司教 ティモシー ドーラン枢機卿 

欧州共同体司教協議会会長 

ミュンヘン フライジング大司教区 ラインハルト マルクス枢機卿 
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 G8諸国首脳に宛てた各国司教協議会からの書簡 英語版  

 

 

Letter from National Conferences of Catholic Bishops 

to the Leaders of the G8 Nations 

June 3, 2013 

 

 

Hon. David Cameron Hon. Enrico Letta  

Prime Minister, United Kingdom                                           
 

Hon. Stephen Joseph Harper 

Prime Minister, Canada 
 

Hon. François Hollande                                           

President, French Republic 
 

Hon. Angela Merkel 

Chancellor, Federal Republic of Germany 

 

President of the Council of Ministers, 

Repubblica Italiana (Italian Republic) 
 

Hon. Shinzō Abe 

Prime Minister, Japan                                           
 

Hon. Vladimir Vladimirovich Putin 

President, Russian Federation 
 

Hon. Barack Obama                                          

President, United States of America

 

Dear Leaders of the Group of 8 Nations: 

On behalf of the Catholic bishops’ conferences in the G8 nations, we urge you to protect 

poor persons and assist developing countries at the upcoming G8 Summit in the United 

Kingdom. 

Pope Francis, in his inaugural homily, committed himself to “open his arms to protect 

all of God’s people and embrace with tender affection the whole of humanity, 

especially the poorest, the weakest, the least important….”  The G8 nations, as leaders 

in the world community, should do no less. 

Your focus on agriculture and nutrition ahead of the G8 Meeting is timely.  In a world 

that has made great strides in improving food production and distribution, far too many 

of God’s children still go to bed hungry or suffer from a lack of nutrition, a tragedy that 

has lifelong consequences for health and educational achievement.  In particular, there 

is a need to strengthen assistance to African countries in order to improve local  

agriculture. 
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The G8’s attention to tax evasion, trade and transparency is equally timely.  The 

Catechism of the Catholic Church teaches:  “Submission to authority and 

co-responsibility for the common good make it morally obligatory to pay taxes…”  (No. 

2240).  It is a moral obligation for citizens to pay their fair share of taxes for the 

common good, including the good of poor and vulnerable communities, just as states 

also have an obligation to provide “a reasonable and fair application of taxes” with 

“precision and integrity in administering and distributing public resources” 

(Compendium of the Social Doctrine of the Church, No. 355). 

Trade and trade rules must serve the universal common good of the whole human 

family and the special needs of the most vulnerable nations.  It is counterproductive to 

provide agricultural development assistance on the one hand and then to use unfair 

agricultural trade policies that harm the agricultural economics of poorer nations on the 

other. 

The G8’s emphasis on transparency is critical.  Human dignity demands truth, and 

democracy requires transparency.  With more and better information, civil societies, 

including faith-based organizations, can hold their governments accountable and help 

insure that resources reduce poverty and improve the health of the whole society. 

In his Easter message, Pope Francis lamented:  “Peace to the whole world, torn apart 

… by the iniquitous exploitation of natural resources!”  Sadly, the peoples of many 

nations that are blessed with an abundance of natural resources find themselves 

victims of a paradox that some refer to as the “resource curse.”  Genuine transparency 

and participation can change the “resource curse” into a blessing. 

In word and gesture, our Holy Father, Pope Francis, reminds all of us to act in ways 

that protect “the poorest, the weakest, the least important.” 

By asking first how a given policy will affect the poor and the vulnerable, you can help 

assure that the common good of all is served. As a human family we are only as healthy 

as our weakest members. 

We pray that your meeting will be blessed by a spirit of collaboration that enables you to 

take steps to improve nutrition, reduce hunger and poverty, and strengthen just tax, 

trade and transparency policies for the common good of all. 
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Sincerely yours, 

 

Most Rev. Vincent Nichols 

Archbishop of Westminster 

President, Catholic Bishops’ Conference 

of England and Wales 
 

Seán Cardinal Brady 

Archbishop of Armagh and Primate of All 

Ireland 

President, Irish Catholic Bishops’ 

Conference 
 

Most Rev. Philip Tartaglia 

Archbishop of Glasgow 

President, Catholic Bishops’ Conference 

of Scotland 
 

Most Rev. Richard Smith 

Archbishop of Edmonton 

President, Canadian Conference of 

Catholic Bishops 
 

André Cardinal Vingt-Trois 

Archbishop of Paris 

President of the Bishops’ Conference of 

France 

(Conférence des Évêques de France) 
 

Most Rev. Robert Zollitsch 

Archbishop of Freiburg 
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Most Rev. Leo Jun Ikenaga, S.J. 
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Most Rev. Paolo Pezzi, FSCB 
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President, Conference of Catholic 

Bishops of the Russian Federation 
 

Timothy Cardinal Dolan 

Archbishop of New York 

President, United States Conference 

of Catholic Bishops 
 

Reinhard Cardinal Marx 

Archbishop of Munich and Freising 

President, Commission of the Bishops’ 

Conferences of the European Community 
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 2013年平和旬間 日本カトリック司教協議会会長談話  

 

 

2013年 平和旬間  

日本カトリック司教協議会会長談話 

 

平和旬間を迎えるにあたり 

 

平和と正義を祈り願うわたしたちは、今年、ヨハネ二十三世教皇（在位：1958〜1963年）が教会とすべて

の善意の人々に宛てた回勅『パーチェム・イン・テリス―地上の平和』（1963 年 4 月 11 日）発布 50 年目を

迎えています。この回勅が出された背景には、「ベルリンの壁」(1961 年)によって示されたドイツ国民の分

断、米ソの冷戦、そして対立構造のシンボルともなり、あわや米ソの核戦争が一触即発の状況となった「キ

ューバ危機」(1962 年)という出来事がありました。 

この回勅では、人と国家の関係を基礎づける人間の義務と権利、国家の権威、共通善が説かれ、また国家

間の問題として、真理、正義、連帯、難民、軍備縮小、経済発展などの緊急課題が語られています。 

また冒頭に「真理、正義、愛、ならびに自由におけるすべての民の平和について・・」とあるように、そ

の根底に流れているのは、平和の基盤はあくまで人間の尊厳と人権の擁護にあるという理念です。そして、

この理念にそって人間が人間として生きられる社会に向かって発展するとき、平和の実現は可能だと訴えて

いるのです。 

この真理は 50年経った今の社会にも強いメッセージを投げかけています。現在、社会司教委員会では今年

の平和旬間に利用できるように改訳作業を進めています。是非、平和の基盤となるメッセージを受けとめ、

実りある信仰年の平和旬間を過ごしていただきたいと思います。 

 

おりしも国内では、改憲への動きが急となっています。これは、憲法改正要件を現行の両議院の 3 分の 2

以上の議員の賛成から過半数に緩和しようとする企てです。憲法改正のハードルを下げることによって憲法

9 条などの改訂を容易にしようという意図がこめられており、今は非常に憂うべき事態にあります。9条は日

本が世界に誇る宝であり、またイエス・キリストの愛の教えを最もよく表している条文であります。9 条が

存在するので日本は敗戦後一度も戦争で人を殺したことはなく、また殺されずにすんだのです。9 条を護り

生かすことはわたしたちの大切な責務です。 

 

去る 4月 28 日、政府はサンフランシスコ条約締結の記念日に「主権回復の日」の式典を開催しました。こ

の日は沖縄や奄美の人々にとっては本土から切り捨てられたと感じた日であるということを忘れてはいけま

せん。沖縄は奄美、小笠原とともに講和条約発効後も米軍の統治下に置かれました。特に沖縄では土地は接

収されて基地は拡大され、沖縄ではこの日を「屈辱の日」と呼んでいるのです。それにもまして、「日米地

位協定」という不平等協定によって、いまだ日本の主権は回復していないことも忘れてはならないでしょう。 

わたしは、沖縄戦終結の日とされている 6月 23日（沖縄慰霊の日）にこの平和旬間の談話を発表します。

沖縄の人々の想いに連帯することこそが重要なことであると考えるからです。沖縄の住民は本土による構造

的差別と無関心そして米軍基地による様々な被害に今なお苦しんでいます。また、日米両政府は沖縄県民の

声を無視して辺野古新基地建設を進めようとしています。 
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 わたしたちは信者として、また市民として自分の信じる平和への道を政治に反映させなければなりません。 

 今年の平和旬間に先立つ国政選挙はそのための貴重な機会です。わたしたちは教会の教えを学び、よく祈

り、良心に従って国民の権利と義務を遂行しましょう。 

 皆さんの上に聖霊の導きを祈ります。 

 

                           2013年 6月 23日 

                               日本カトリック司教協議会 

                                       会長 岡田武夫 
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On the Occasion of Ten Days for Peace 2013 

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

 

Toward the Ten Days for Peace 

 

 Aspiring for peace and justice, we commemorate this year the 50th anniversary of the encyclical 

Pacem in Terris, which Pope John XXIII (Papal term: 1958~1963) addressed to the Church and all men 

of good will on April 11, 1963. The background of this encyclical was the division of the German nation 

symbolized by the Berlin Wall (1961), the US-Soviet cold war and Cuban Missile Crisis (1962) that 

brought the US and the Soviet Union to the brink of nuclear war and became the symbol of their 

antagonistic relationship.  

 This encyclical offers teachings about human rights and duties, the state’s authority and 

the common good. In addition, critical international issues such as truth, justice, solidarity, 

refugees, disarmament and economic development are also covered.  

 The encyclical’s subtitle, “On establishing universal peace in truth, justice, charity and 

liberty,” expresses the fundamental idea that the basis of peace is precisely the protection of human 

dignity and rights. It emphasizes that peace can only be realized when human development is based 

on building a society where people can live their lives in a humane manner. 

 This truth conveys a strong message to modern society even 50 years later. The Episcopal 

Commission for Social Issues is now preparing a revised Japanese translation of the encyclical so 

that it can be used during the Ten Days for Peace this year. I sincerely hope that you will receive 

its message, which constitutes a basis for peace, and spend a fruitful Ten Days for Peace in the Year 

of Faith.  

 Recently, a movement to change the Japanese Constitution has gained momentum. It aims at 

easing the requirement for amending the Constitution from two thirds of the seats in the both Diets 

to a majority, with the intention of making it easier to revise articles, especially Article 9, by 

lowering the barriers for changing the Constitution. Article 9 is a world treasure of which Japan 

is proud. It reflects Jesus Christ’s teaching of love most abundantly. Because of Article 9, Japan 
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has never killed anyone in war, and no Japanese people have been killed in war. It is our crucial 

responsibility to protect and make the most of Article 9. 

 On April 28, 2013, the anniversary of the conclusion of the San Francisco Peace Treaty, the 

Japanese government held a ceremony to commemorate the day that Japan recovered its sovereignty. 

However, we must not forget that for people in Okinawa and the Amami Islands this day reminds them 

of how they were cut off from the mainland. Even after the Peace Treaty came into effect, Okinawa, 

Amami Islands and Ogasawara Islands were placed under US military rule. Especially in Okinawa, land 

was taken over and military bases were expanded so that local people have called this day “the day 

of humiliation.” Moreover, we must not forget that due to the one-sided Japan Status of Forces Agreement, 

Japan has not yet fully recovered its sovereignty.  

 On June 23 (the day to console those who died in the Battle of Okinawa), the anniversary 

of the end of the war in Okinawa, I announce these comments toward the Ten Days for Peace, because 

I believe solidarity with the people of Okinawa is extremely important. People in Okinawa still suffer 

from institutionalized discrimination and indifference by people on the mainland as well as various 

damages inflicted by US bases. In addition, both the US and Japanese governments are willing to 

construct a new base in Henoko, overriding the voices of the people of Okinawa Prefecture.  

As believers and citizens we must reflect in politics our beliefs about the way to peace. 

The national election prior to the Ten Days for Peace will be an ideal opportunity to that end. Let 

us learn the teaching of the Church, pray regularly and exercise our rights and duties as citizens 

according to our conscience.  

I pray that you will be blessed with the guidance of the Holy Spirit. 

 

 

June 23, 2013 

 

Peter Takeo Okada, Archbishop of Tokyo 

President of the Catholic Bishops’ Conference of Japan  
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