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 常任司教委員会  

 

■1 月定例常任司教委員会 

日 時  2014年 1月 9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 
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報 告 

1. 臨時シノドス準備文書に対する回答について 

2014年 10月 5日－19 日に開催される第 3 回臨時シノドスの準備文書への回答締め切りが 1月末日のた 

め、各教区・修道会からの回答を基に、岡田大司教と髙見大司教が提出文書を作成し、本常任司教委員

会後の作業でほぼ完成することが報告された。 

2. 東日本大震災に関するカリタスジャパンの対応について  

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

された。12 月 27 日現在のカリタスジャパンへの募金は、824 百万円、国際カリタスからの募金が 947

百万円で計 1771百万円、援助金支出は、1312百万円となった。 

3. 中央協議会口座の東日本大震災復興義援金残高について 

12 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、38,136,686 円、残高は 35,364,007 円となった。 

 

審 議 

1. 新福音化委員会からの提案について 

①新福音化委員会から提出された意見集約方法に基づき、「信仰年」の一年間の取り組みを各教区へ問い

合わせることを承認した。なお、依頼内容は本常任司教委員会の諸意見を基に修正する。 

  ②教皇フランシスコ使徒的勧告「福音の喜び」の共通理解を深めるための時間を、2013年度臨時司教総

会中に設けることを承認した。 

2. 2013 年度臨時司教総会内容確認に関する件 

本年 2月 17日(月)－21日(金)に開催予定の臨時司教総会での取り扱い事項の内容確認を行った。なお、

確定は 2 月の常任司教委員会で行う。 

3. 東日本大震災 3周年にあたっての司教協議会主催のミサについて 

東日本大震災 3 周年にあたっての司教協議会主催のミサを、2014年 3 月 10日(月)18時から仙台教区司

教座聖堂カトリック元寺小路教会において行う。 

4. 教皇庁・移住移動者司牧評議会からの要請について 

教皇庁・移住移動者司牧評議会が 2014 年 11 月 17 日－21 日に開催する第 7 回難民司牧ケア国際会議へ

の援助要請については、日本カトリック難民移住移動者委員会から 5 千ユーロを寄付する。 

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 カリタスジャパン東日本大震災活動報告書 2014(仮題) 

     内 容 東日本大震災 3周年に配布する 1年間の救援・復興支援活動報告 

   ②書籍名 四旬節 2014(仮題) 

    内 容 四旬節キャンペーン冊子 

   ③書籍名 教皇フランシスコ講話集 1 

      内 容 教皇フランシスコ講話集のペトロ文庫による出版 

 

 

 新福音化委員会  

 

■2013 年度第 3 回会議 

日 時  2014年 1月 22日（水）14：00－16：00 

場 所  日本カトリック会館 会議室 4 

出席者  7人 
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審 議 

1. 使徒的勧告『福音の喜び』発刊にあたって 校閲作業の進め方 

教皇フランシスコが「信仰年」閉幕にあたって発表した使徒的勧告『Evangelii gaudium（福音の喜び、

仮訳）』については、当委員会の監訳で刊行することが確認されている。スペイン語原文からの下訳が提

出されたことを受けて、今会合で嘉松宏樹出版部長を交えて今後の作業の流れを確認した。同書のタイ

トルを『福音の喜び ―現代世界における福音の宣言―』と確定し、4 月中の刊行を見込んで準備を進

める。 

2. 2013 年度臨時司教総会中の勉強会について 

前回会合を受けて、1月の常任司教委員会に対して、司教団として使徒的勧告『福音の喜び』の共通

理解を深めるため、2013 年度臨時司教総会中の勉強会について提案し、実施の承認を得た。それを受

けて、今会合に当日の講師である山田經三師（イエズス会）を招き、解説内容について打ち合わせを

行った。 

3. 各教区の「信仰年」の取り組み報告アンケート（案）確定のための検討 

各教区より、昨年 11月 24日に閉年した「信仰年」についての評価、および信徒・教会としての信仰

に対する困難、新しい気づきや動きについて報告を受けるためのアンケート（案）について、1月の

常任司教委員会の修正意見を踏まえ、検討を行った。回答には、可能な限り教区の機関（司祭評議会、

宣教司牧評議会など）を通して、司祭、信徒からの声が反映されるよう依頼する。 

 

 

「司牧の手引き」編纂特別委員会  

 

■2013 年度第 6 回委員会 

日 時  2013年 12月 20日（金）13：00－19：00 

場 所  カトリック広島司教館 集会室(広島市) 

出席者  6人 

 

報 告 

1. 「信仰の特権」に関する教皇庁あての要望について  

特別シノドスに関連して、「信仰の特権」に関する要望が表明される見通しとなった。その後の経緯によ

っては『司牧に関する法規の手引き』の内容にも反映されることになる。 

2. 本日の作業スケジュールについて 

 

審 議 

1. 『司牧に関する法規の手引き』本文確定作業 

前回までの作業内容のうち、委員から指摘のあった部分について本文の修正を行った。新たに、第二章

「堅信」の部および「カトリック教会以外で洗礼を受けたかたをカトリック教会に迎える式」の本文を

検討した。 

2. 次回定例会までの作業分担確認 

次回定例会までの作業分担を確認した。 

 

次回委員会 2014年 2月 25 日（火）13:00 －27 日（木）12:00 日本カトリック神学院 福岡キャンパス 
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 典礼委員会  

 

■『ミサ典礼書』改訂委員会 

日 時  2014年 1月 4日（土）15:30－ 5日（日）15:00 

場 所  聖心会 裾野修道院マリア修道院（静岡・裾野市） 

出席者  8人 

欠席者  1人 

 

審 議 

新『ミサ典礼書』の「司式者用手引き書」（案）について 

前回の指摘に基づいて修正した司式者用の「手引き書」（案）について検討した。次回会合では、今回の

指摘を受けてさらに修正を加えたものを引き続き確認する予定。 

 

次回会議 2014年 7月 28日（月）－30日（水） 

 

 

■定例会議 

日 時  2014年 1月 20日（月）13:30－ 17:30 

場 所  カトリック横浜司教館（神奈川・横浜市） 

出席者  10人 

欠席者  1人 

 

報 告 

1. 典礼秘跡省主催のシンポジウム（2014年 2月 18日－20日、イタリア・ローマ）の参加者について 

『典礼憲章』発布 50 周年を記念して、教皇庁典礼秘跡省が教皇庁立ラテラノ大学との共催で 2014 年 2

月 18 日－20 日にローマでシンポジウムを開催する。昨年 12月に開催された常任司教委員会に報告した

結果、当委員会の市瀬英昭委員の参加が了承された。 

2. 第 17回アジア典礼フォーラム参加報告 

2013年 10月 21 日－24 日に香港で開催された第 17回アジア典礼フォーラム参加報告を秘書が行った。

テーマは「Pastoral liturgy in Asia」。司教 4人、枢機卿 2 人を含む約 70人の参加があった。 

 

審 議 

1. 3月 17日「日本の信徒発見の聖母」の典礼式文について 

長崎教区が準備した、「日本の信徒発見の聖母」（昨年 10月 28日に教皇庁典礼秘跡省より日本固有の祝

日として承認）の公式祈願、聖書朗読箇所などの草案について検討を行った。出された修正意見を髙見

三明大司教に回答する。 

2. 「東日本大震災被災者のための祈りⅡ（案）」について 

東日本大震災復興支援担当・菊地 功司教より依頼のあった、現在の「東日本大震災被災者のための祈り」

に代わる祈りについて検討を行った。出された修正意見を菊地司教に回答する。 

3. 「聖体授与の臨時の奉仕者に関する手引き（第 2稿）」について 

前回会合で出された意見に基づき修正された掲記「手引き」について検討を行った。次回以降、引き続

き確認を行う。 

4. 教皇庁典礼秘跡省・文化評議会からの「公会議後 50 年の教会音楽」に関するアンケートについて 

2017年に「典礼音楽に関する指針（Musicam sacram）」が発布 50周年を迎えるのを前に、教皇庁典礼秘

跡省および文化評議会から掲記アンケートが届いた。秘書が回答を作成し送付する。 
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次回定例会議 2014年 3月 10 日（月）10：00－15：30 日本カトリック会館 

 

 

 カリタスジャパン  

 

■第 2 回援助審査会会議 

日 時  2013年 12月 12日（木）9：00－11：30 

場 所  日本カトリック会館  会議室 3 

出席者  6人 

 

審 議 

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

援助部会へ付託、1 件を保留、2 件を却下とした。 

 女川復興連絡協議会「マリンパル女川内地域社会貢献飲食施設建設（一部）」13,643,616円 

 

次回日程 2014年 2月 7日（金）13：00－16：00 日本カトリック会館 

 

 

■第 9 回なんみんフォーラム（FRJ）運営委員会会議 

日 時  2013年 12月 19 日（木）15：00－17：00 

場 所  カトリック東京国際センターCTIC 会議室（東京・品川区） 

出席者  カリタスジャパンより 1人 

 

報 告 

「第三国定住難民に関する提言」検討会（仮称）について 

 

審 議 

1. 助成金申請および来年度事業について 

2. ホームレス難民支援策について 

3. NGOコンサルテーション会議について 

 

 

■なんみんフォーラム(FRJ)臨時総会 

日 時  2013年 12月 19日（木）17： 00－17： 30 

場 所  カトリック東京国際センターCTIC 会議室（東京・品川区） 

出席者  カリタスジャパンより 1人 

 

審 議 

2011年度、2012年度決算の修正案を承認した。 

 

 

■第 3 回援助部会会議 

日 時  2014年 1月 16日（木）10： 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. バングラデシュ視察（11月28日－12月11日） 

カリタスバングラデシュと今後の支援の方向性について協議し、少数民族教育支援の現場を訪問した。 

2. 東日本大震災関連 

・米川ベースで活動の振り返りを実施（12月11日）。 

・カトリック東京ボランティアセンター(CTVC)と協力して、首都圏でのボランティア募集のための説明

会を計画中。 

・3月11日に向けて、東日本大震災三周年活動報告書の発行、海外カリタスの視察ツアーなどを準備中。 

 

審 議 

1. ミャンマーパートナー会議（2月13日－14日）への参加を承認。 

2. カリタスインドへの年間一括援助について、次期3年間（2014－2016年度）の契約書を承認。 

3. 2014－2018年度（5年間）の援助計画を検討。 

4. 海外出張時の注意事項について検討。 

5. 援助審査 6件（国内一般1、海外一般5）を審査し、以下の6件を承認。 

(1)セカンドハーベスト名古屋「外国人生活困窮者の相談受付と支援事業」600,000円 

(2)スリランカ「女性移住労働者支援」25,000 USドル 

(3)バングラデシュ「少数民族教育支援」100,000 USドル 

(4)ヨルダン「イラク難民・ヨルダン人支援」20,000 USドル 

(5)ヨルダン「女性移住労働者支援」10,000 USドル 

(6)カリタスアジア「気候変動対応持続的農業プログラム」15,826 USドル 

6. 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。 

スーダン「ダルフール国内避難民支援（EA24/13）」30,000 USドル 

 

次回日程 2014年 3月 20日（木）10：00－15：00 日本カトリック会館 

 

 

 正義と平和協議会  

 

■事務局会議 

日 時  2014年 1月 21日（火）12：00－14：30 

場 所  日本カトリック会館 会議室 5 

出席者  5人 

 

報 告 

1. 2014 年全国集会福岡大会の進捗状況 

基調講演、分科会、現地学習企画の確定 

2. 正義と平和講演録『奄美でカトリック排撃事件はなぜ起こったのか』の出版作業について 

 

審 議 

1. 2013 年度全国会議（2014 年 1月 31 日－2 月 2日）のスケジュールについて 

1 月 31日(金) 会場 幼きイエス会 ニコラ・バレ修道院 9階ホール 

18:00     講演会「貿易は平和のために：原発は輸出材ではありえない」 

講師 浜 矩子さん（エコノミスト 同志社大学大学院教授） 

芝山 豊さん（正義と平和協議会委員 清泉女学院大学教授） 
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2 月 1日(土) 会場 YMCA アジア青少年センター9階ホール 

    9:15－12:00  学習会 高田 健さん（許すな！憲法改悪・市民連絡会）  

   12:00－13:30  昼食、休憩 

   13:30－17:00  会議 沖縄からの報告ほか 

2 月 2日(日) 会場 YMCA アジア青少年センター9階ホール 

    9:00－11:00  会議 全国集会福岡大会準備状況の報告ほか 

11:00－12:00   派遣ミサ  

2. 2014 年度活動について 

・教皇フランシスコの使徒的勧告『福音の喜び』を学ぶ講演会 

・定期的な学習会 

・JP通信の内容を充実させる。 

 

 

■20 条の部会 

日 時  2013年 12月 9日（月）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  4人 

 

審 議 

1. 信教の自由と政教分離をめぐる状況を踏まえて、今後の活動方針を検討。 

2. 出版予定の講演録『奄美でカトリック排撃事件はなぜ起こったのか』に関係した記念催事について 

 

 

■NCC 靖国神社問題委員会 

日 時  2013年 12月 2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 

 

審 議 

1. 声明、要請文、抗議文の文案検討 

2. 委員メールリストの件 

3. 首相、閣僚が伊勢神宮を参拝した場合の抗議声明文を作成。 

 

 

■NCC 靖国神社問題委員会 

日 時  2014年 1月 6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 

 

報 告 

1. 日本キリスト教会館の建て替えについて 

2. 抗議声明文「伊勢神宮参拝に抗議する」の発送 

 

審 議 

1. 安倍首相の靖国神社参拝に関して、今後の活動を検討。 

2. 日本キリスト教会館の建て替えに伴い、4 月以降の会議会場を検討。 
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■さようなら原発 1000万人アクション実行委員会 

日 時  2014年 1月 20日（月）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 

さようなら原発 1000万人署名の現状報告 

2013年 12月 17 日現在で、8,368,783筆。 

 

審 議 

1. 3月 15日さようなら原発集会（会場：日比谷野外音楽堂）について 

時間割、登壇者、同日開催デモ行進など、詳細を検討。 

2. 3月 14日－15 日各地同時開催キャラバン行動のコースなどについて 

3. 広報（ホームページ改良、フェイスブック活用など）について 

4. 4 月以降の取り組み 

 

 

 部落差別人権委員会  

 

■事務局会議 

日 時  2014年 1月 17日（金）11：00－15：00 

場 所  日本カトリック会館 会議室 3 

出席者  7人 

 

報 告 

1. 2013 年度第 4回定例委員会(12月 13日) 

2. 「未来へ紡げ 療養所の思い～現状を知り、将来のあり方を考える市民集会～」（12月 19日、東京） 

3. 大阪教会管区部落差別人権活動センター 

4. その他 

・世界人権宣言 65 周年記念東京集会（12月 10日、東京） 

・部落解放同盟・群馬県連 荊冠旗開き（2014年 1月 16 日、群馬） 

 

審 議 

1. 2014 年春季合宿「狭山事件 50年 石川一雄さんに出会って」 

開催要項を基に日程、内容を確認した。大きな変更はなし。 

2. 今後の部落差別人権委員会について 

参加メンバーが感じていること、考えていることを話し合う時間を設けた。 

3. 2014 年度の主な活動予定 

a.全国会議 2014 

日程 7月 20日－21日 

会場 サクラファミリア（大阪市） 

講師 奥田 均さん 

b.シンポジウム 

日程 9月 6 日、9 月 27日のどちらか 

会場 大阪 
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テーマ 人権についての教会の考え、立場について 

講師 大塚司教に依頼する。司教の返事をもらってから他の講師に打診する。 

c.秋季合宿 

日程 11月 23日－24 日 

会場 神奈川県秦野市。23日は隣保館を予約。24 日のミサ、集まりは他の会場を探す。 

事前に下見を行う予定。 

講師 解放同盟・県連委員長など 

d.春季合宿 

日程 2015年 3月 14日－15 日を候補日とする。 

会場 大阪の貝塚、岸和田などを検討する。 

 

 

 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） 

 

■事務局会議 

日 時 2014年 1月 8日（水）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 

 

審 議 

1. 第 28回外キ協全国協議会と第 28 回全国集会の最終確認をした。 

 (1) 第 28 回外キ協全国協議会について 

日 時 2014年１月 23日(木)14:00－24日(金)21:00 

会 場 日本キリスト教会館 4 階・6 階（東京・新宿区） 

テーマ 今こそ少数者の自由と尊厳を 

参加者 各教派・団体の代表者１名、各地の外国人住民基本法の制定を求めるキリスト教連絡会(外

キ連)の代表者２名、韓国キリスト教協議会の代表者１名 

参加費 １万円（宿泊費は別途１万２千円） 

＜１月 23日＞ 

13：30      受付 開会 礼拝 オリエンテーション 

14：45－16：00  外キ連、教派・団体から「2013年活動」報告 

16：15－17：00  「外国人被災者支援活動」の報告 

17：00－18：00  「第５回青年の旅」の報告と提案 

18：00－19：00  夕食 

19：00－20：30   講演 鈴木江理子さん「改定入管法と自治体の住民政策」 

＜１月 24日＞ 

9：30－10：30   みことばに聞く 

10：45－12：00   ワークショップ「外国人住民基本法」 

12：00－13：30   昼食 

13：30－18：00   全体協議（1）「2014年度の取り組み」、「宣言文」検討 

           全体協議（2）「2014年度の組織・会計・日程」 

           閉会の祈り 

18：00－19：00   夕食 

19：00－20：30  公開講演 旗手 明さん「ヘイトスピーチと人種差別撤廃法」 
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(2) 2014 年第 28回全国集会について 

日 時 2014年１月 25日(土)10:00－13:00 

会 場 日本バプテスト同盟東京平和教会・早稲田奉仕園リバティホール（東京・新宿区） 

テーマ 「他民族の人びとと共に賛美し、共に祈り、共に喜ぼう！」 

主 催 外キ協・関東外キ連実行委員会 

2. 2014 年外キ協署名活動について 

呼びかけ文について検討。 

3. 「青年の旅」レユニオン計画について 

１月 12日－13日、「青年の旅」体験者が在日大韓川崎教会に集まり、振り返りと全国協議会への提案

事項を検討。 

4. 全国協議会に提案するために、新年度の事務局体制について、人員を含め検討。 

 

 

 HIV/AIDS デスク   

 

■第 5 回 HIV/AIDS デスク会議 

日 時  2014年 1月 10日（金）13：30－15：30 

場 所  日本カトリック会館 会議室3 

出席者  6人 

特別参加 1人 

 

報 告  

1. ポスター、ミニカード、小冊子の発送 

前回のデスク会議後から、送付を希望する学校に発送した。また、複数の小教区にミニカードを発送し

た。年末年始に帰省する若者と話すきっかけやツールとして利用するとのこと。 

2. 第 27回日本エイズ学会 

11月 20日－22 日、熊本県熊本市で開催された。青年中心の有志によって 21日の昼休みにメモリアルサ

ービスが行われ、平良委員はキャンドル・サービスを担当、約 100人が参加した。当デスク発行の小冊

子やミニカードを配布した。 

3. AIDS文化フォーラムin陸前高田（11月 23 日） 

日本基督教団大船渡教会がカトリックの展示ブースを担当してくれた。約 250人の参加者。HIV/AIDSに

関する偏見や差別がなくなったという感想が多かった。 

4. 「コミュニティアクション 2013」について 

「コミュニティアクション」は、世界エイズデー（12月 1日）を中心にしたコミュニティー主導の情報

共有型キャンペーンで、国内啓発のイベントなどを掲載している公式サイト。当デスクの啓発ポスター

とミニカードの画像が、11月から同サイトで紹介されている。 

5. 第 19回世界エイズデー記念礼拝 

12月 1日(日)、聖公会聖バルナバ教会(東京・新宿区)で開催。例年より多い約 40 人が参加。支援者の

立場から 2人がメッセージを述べ、宗教の垣根を越えての交流となった。 

6. 「きょうをささげる 祈りのしおり 2014」(祈祷の使徒作成)の訂正依頼 

『2014年 12 月』のページに「日本のカトリック教会ではカリタスジャパンが中心となって、病気への

理解と感染の防止に努めています」と記載されている。この部分について、発行元が 2014年 12 月のカ

トリック新聞に、当デスクは 2010年 9 月から社会福音化推進部の所属になったという訂正のお知らせを

出し、祈祷の使徒のホームページには表現を訂正したものを掲載することになった。 
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7. 日本カトリック医師会と日本カトリック看護協会の会報原稿について 

小林委員が書いたエイズについての原稿が掲載されている。 

 

審 議 

1. ホームページについて 

12 月にホームページを見て、レッドリボンのキーホルダーを注文した人がいた。定期的に更新する内容

はないが、啓発グッズの紹介やポスターなどの公募は掲載できるので、今後見やすいページ作りを進め

ていく。「コミュニティアクション 2013」にポスターとミニカードを載せてあるが、エイズ啓発関連の

外部ホームページに掲載してもらうことも続けていく。 

2. エコバッグの製作について 

勉強会の会場や当デスクへの問い合わせで、エコバッグを希望する人がいるので、製作に向けて具体的

に業者探しを開始する。 

3. ゆるキャラ募集とレッドリボン写真コンテストについて 

関東地方の学校から、12月 1日の世界AIDSデーのキャンペーン期間中に、生徒が応募できるものがない

かと問い合わせがあった。今、人気のある「ゆるキャラ」を 6 月 30日まで公募することにした。「写真

コンテスト」もデスクのキーホルダーを気に入った場所につけて画像を撮るという内容で、締め切りは

6 月 30日。 

4. HIV/AIDSデスクのサポーター制度について 

今まで開いた啓発イベントや、ポスター募集の広報活動などでかかわっている人々を当デスクのサポー

ターとして登録し、デスク会議で話し合った内容などをBCCで一斉送信したり、ファクス送信したりして、

協力体制を整えていく。 

 5. ホームページを使った広報活動について 

金山重之さんから「インターネットツールの特性と活用」について話を聞いた。 

 

次回日程   2014年3月 7日（金）13:30－15:30 

 

 

 中央協議会事務局  

 

■総務 

3 月会議予定 

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

6 日(木)            社会司教委員会 司教秘書合同会議                 〃 

7 日(金)            HIV/AIDSデスク会議                         〃 

12 日(水)            社会福祉法人ぶどうの木理事会・評議会                〃 

14 日(金)            正義と平和協議会定例会議                       〃 

15 日(土) －16 日(日)  日本カトリック障害者連絡協議会役員会              〃 

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

18 日(火)            カリタスジャパン啓発部会                     〃 

20 日(木)            カリタスジャパン援助部会                     〃  
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<会報 2014年 3月号 公文書> 

 

 首相の靖国神社参拝に抗議する声明  

 

 

内閣総理大臣 安倍 晋三殿 

Prot.SCJP 13-09 

2013年 12月 26 日 

 

日本カトリック正義と平和協議会 

会長 松浦 悟郎 

抗議声明 

 

 私たち日本カトリック正義と平和協議会は、かつて我が国がアジア諸国に対して犯した侵略戦争を悔い、平

和主義、国民主権、基本的人権の尊重の立場から、アジアに平和と平等の友愛の社会が確立することを願っ

て活動してきました。しかし、安倍晋三首相は本日、2013年 12月 26 日、私たちの思いを踏みにじるように

靖国神社への参拝を強行しました。 

 

 私たちは、以下の理由により、安倍首相に厳しく抗議をします。   

 

 靖国神社は、戦前、戦中と天皇制軍国主義の精神的支柱としての役割を果たして来ました。ゆえに首相が

靖国神社に参拝するということは、国家が 60年前の戦争を美化し、肯定することを意味し、日中戦争、アジ

ア・太平洋戦争で亡くなられた二千万人を越す人々と、今も心身ともに被害の苦しみから解放されない人々

の心を踏みにじるものです。またそれは、憲法 20条に定められた「政教分離」の原則に違反する行為であり、

かつ、国民に国家のために犠牲になることを強いる道を開く行為に他なりません。 

 特に今回の安倍首相の靖国神社参拝は、戦後なかったほど緊張の高まるこんにちの東アジア情勢に、更に

一層の緊張をもたらすものです。本来、国家間の緊張状態は外交努力によってのみ解決されるべきです。し

かし安倍首相は、外交努力を放棄し、武力行使も辞さないと宣言するかのごとく、近隣諸国を威嚇しました。

安倍首相は、東アジアのみならず全世界の人びとに日本に対する不信感を抱かせました。これまで和解と平

和を願って努力してきた人々の思いを踏みにじり、今日まで私たちが築き上げてきたアジアの人々との友情

と信頼を著しく傷つけました。 

  

 以上によって、私たちは今回の安倍晋三首相による靖国参拝を決して容認することはできません。 

 私たち日本カトリック正義と平和協議会は、本日 2013 年 12月 26 日の安倍晋三首相の靖国神社参拝に厳し

く抗議します。 
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 反貧困キャンペーン開始のための教皇メッセージ  

 

 

「わたしたちは一つの家族、すべての人に食糧を」キャンペーン開始にあたっての 

教皇フランシスコのメッセージ 

 

親愛なる兄弟姉妹の皆さん 

 

今日、わたしは国際カリタスが世界中の飢餓に対するキャンペーンを開始することを喜びのうち宣言する

とともに、わたしがその活動に全面的に協力することをお伝えします。国際カリタスは、164 の加盟団体と

ともに世界の 200の国と地域で活動しています。その働きは、教会の使命の中心に、また飢餓という忌まわ

しい現実のために苦しんでいる人々に対する教会の配慮の中心に位置づけられます。主は「お前たちは、わ

たしが飢えていたときに食べさせた」といって、これらの人々がご自分であることを示されたのです。 

使徒たちがイエスに、彼のことばを聞くために集まった群衆が空腹であることを伝えたとき、イエスは食

べ物を探しに出かけるよう使徒たちを促しました。使徒たちは貧しかったので、5 つのパンと 2匹の魚しか

得ることができませんでした。しかし、神の恵みによって、彼らは大群衆を満腹させ、残ったものを集め、

むだを避けることさえできました。 

およそ十億人もの人々が今も飢餓に苦しんでいます。この世界規模の忌まわしい現実を前にして、わたし

たちは目をそらし、それが存在しないかのように装うことはできません。地球上には、すべての人を養うの

に十分な食糧があります。意志さえあれば、わたしたちのものは尽きることがなく、むしろ、豊富にあり、

むだになることもありません。パンと魚を増やす話が教えているのは、まさにこのことなのです。 

親愛なる兄弟姉妹の皆さん、ですから、十分な食糧を得る権利という、神がすべての人に与えた権利がな

いがしろにされているという危機に心を向けてください。キリストの愛のうちに、わたしたちは基本的ニー

ズを満たすのもままならない人々と自分のものを分かち合います。それと同時に、貧しい人々と真の協力関

係を推し進め、双方の働きの実りによって、貧しい人々が尊厳ある生活を送れるようにします。 

わたしは、一つの人類家族である世界のすべての組織、教会、各個人に呼びかけます。声もなく飢餓に苦

しんでいるすべての人が声を上げられるようにしてください。そうすれば、その声は世界を揺るがす叫びと

なるでしょう。 

このキャンペーンはまた、わたしたちは食べるものを選ぶ際に、利用可能な資源をしばしば浪費し、十分

に生かせずにいるという意識を高めるようすべての人に呼びかけています。それはまた、わたしたちの日々

の行いは、飢餓に苦しむ人々の生活に直接影響を与えるものではないという考えを捨てるよう促すものでも

あります。 

このすばらしいキャンペーンのもとに、カリタスは一つの人類家族として、すべての人に確かに食糧を行

き渡らせるために活動しています。わたしはこのカリタスを支援するよう心から皆さんにお願いします。 

だれも二度と飢えで死ぬことのない世界を思い描く恵みをお与えくださるよう主に祈りましょう。その恵

みを願い求めつつ、わたしは皆さんに祝福を送ります。 

 

2013年 12月 9日 

教皇フランシスコ 
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「信仰年」を終えて新しい年を迎えるにあたり 会長談話  

 

 

日本カトリック司教協議会 会長談話 

「信仰年」を終えて新しい年を迎えるにあたり 

 

「信仰年」を終えて新しい年を迎えるにあたり、日本カトリック司教協議会より全国の皆さんに挨拶を送

ります。 

教皇ベネディクト十六世の定めた「信仰年」は 2013年 11 月 24日をもって終了いたしました。 (注 1) 

その「信仰年」の間には、ベネディクト十六世が教皇を辞任され，新たにホルヘ・マリオ・ベルゴリオ枢

機卿が教皇フランシスコとなられました。そして、「信仰年」を閉じるにあたり、教皇フランシスコは 2012

年の世界代表司教会議の提言を受けてまとめた使徒的勧告『福音の喜び』(注 2)を発表し、全世界の信者に

力強い励ましと明るい希望を伝えています。わたしは皆さんに是非、この「現代世界における福音の宣言」

についての教え『福音の喜び』を分かち合っていただきたいと切望しております。 

教皇フランシスコはこの勧告の中で、世界が直面している諸問題に言及しています。教皇は、多くの人々

が苦しみ悲しんでいることをよくご存知です。それでもその現実の中で「福音の喜び」を生きるよう、わた

したちに呼びかけ、わたしたちを励ましています。 

「福音の喜び」は、福音を信じる喜びです。神の慈しみを信じ、主イエスと出会い、主イエスと共に歩む

という喜びであります。教皇は、わたしたちが、暗い顔をして毎日が四旬節であるような信者ではなく、復

活の喜びを生きる信者であってほしい、と言われました。 

「信仰年」にあたり、わたしたちは自分の信仰を確かめ、深め、伝えようと務めました。どのような言葉

で、どのような態度で、どのような行動をもって、人々に福音の喜びを伝えることが出来るでしょうか。こ

れこそ 2014 年を迎えた日本のカトリック教会の大きな課題であります。 

信仰年は終わりました。しかし信仰の旅は続きます。あらためて司教協議会より「信仰年の振り返りのお

願い」の手紙を送りますので何卒よろしくご協力ください。 

｢主の洗礼｣の祝日に、わたしたちも天の父の声を聞きました。 

「これは私の愛する子、わたしの心に適う者。」(マタイ 3･17) 

イエスは「道、真理，命｣(ヨハネ 14･6 参照)であり、｢信仰の創始者また完成者｣(ヘブライ 12･2)でありま

す。わたしたちがそれぞれ、日々、主イエスとのより深い出会いの中で、現代の種々の悪の問題と取り組み

ながら、｢福音の喜び｣をもって人生の旅を続けることが出来ますように、聖霊の導きを願って祈りましょう。 

 

2014年 1月 12日、主の洗礼 

日本カトリック司教協議会 会長 ペトロ 岡田武夫 

 

 

注 1「信仰年」を迎えるに際して司教協議会は皆さんに二つの文書を送りました。 

(1) 日本カトリック司教団『「信仰年」メッセージ―信仰の恵みを見つめ直す旅に招かれて―』 

2012年 10月 11 日 

(2)「信仰年」を迎えるにあたっての日本の教会の課題 

注 2 教皇フランシスコの使徒的勧告『福音の喜び』 2013年 11月 24日 

英語のタイトルは、Apostolic Exhortation EVANGELII GAUDIUM of the Holy Father Francis to the Bishops, 

Clergy, Consecrated Persons and the Lay Faithful on the Proclamation of the Gospel in Today’s World 

目下カトリック中央協議会で急ぎ邦訳を準備中です。 



- 15 - 

 

 

 

「第 22回世界病者の日」教皇メッセージ  

 

 

第 22 回「世界病者の日」教皇メッセージ 

（2014年 2月 11日） 

信仰と愛 「わたしたちも兄弟のためにいのちを捨てるべきです」（一ヨハネ 3・16） 

 

親愛なる兄弟姉妹の皆様 

 

1. 第 22回世界病者の日にあたり、わたしは病気で苦しんでいる人々と、彼らを助け、気づかう人々にとり

わけ目を向けます。今年のテーマは、「信仰と愛 『わたしたちも兄弟のためにいのちを捨てるべきです』（一

ヨハネ 3・16）」です。教会は、病者の皆様の中に、苦しんでいるキリストの姿をとりわけ見いだします。そ

うです。わたしたちの苦しみのかたわらには、そしてまさにそのただ中には、苦しんでいるキリストがおら

れます。キリストはわたしたちとともに苦しみという重荷を背負い、その意味を明らかにしてくださいます。

神の子は十字架につけられたとき、苦しみに伴う孤独を打ち破り、その闇を照らしました。それゆえに、わ

たしたちは、自分たちのために行われた神の愛の神秘に向き合うことができます。その神秘はわたしたちに

希望と勇気をもたらします。希望。神の愛のご計画の中では、苦しみの夜も復活の光に屈するから希望がも

たらされるのです。そして勇気。勇気があるからこそ、わたしたちはあらゆる苦境にもキリストとともに、

キリストと一つになって向き合うことができます。 

 

2. 人となられた神の子は、人類から病や苦しみを取り除くのではなく、ご自分でそれらを引き受けること

によって、それらを変え、新しい意味をお与えになりました。病や苦しみに新しい意味が与えられたのは、

それらがもはや最後のことばではなく、新しく豊かないのちを意味するものとなるからです。それらが変え

られたのは、キリストとの一致のうちに、もはや否定的ではなく、肯定的になる必要があったからです。イ

エスは道であり、彼の霊によってわたしたちはイエスに従うことができます。御父が愛のうちに御子をわた

したちにお与えになったのとまさに同じように、御子は同じ愛のうちに御自分をわたしたちにお与えになり

ました。ですから、わたしたちも、神がわたしたちを愛してくださったように、人を愛し、互いのために自

らのいのちをささげることができるのです。神を信じることは善となり、十字架につけられたキリストを信

じることは、余すところなく愛する力、敵さえも愛する力となります。キリストを真に信じることのあかし

とは、自らをささげ、隣人、中でも愛されていない人、苦しむ人、片隅に追いやられた人を広く愛すること

なのです。 

 

3. 洗礼と堅信の秘跡によって、わたしたちは、すべての苦しむ人のよいサマリア人であるキリストと一つ

になるよう促されます。「そのことによって、わたしたちは愛を知りました。だから、わたしたちも兄弟のた

めにいのちを捨てるべきです」（一ヨハネ 3・16）。いたわりを必要としている人々に愛をもって優しく接す

るとき、わたしたちは希望と神のほほえみを世界の果てまで届けます。わたしたちの行いが相手に惜しみな

く尽くすものであるとき、わたしたちはキリストのみ心に近づき、その温かさに触れ、み国の到来に貢献す

るのです。 

 

4.  わたしたちが優しい愛、敬虔で細やかな愛のうちに成長するために黙想することができる確かなキリス

ト者の模範がおられます。それは、イエスの母であり、わたしたちの母でもあるマリアです。マリアはつね

に神の声に耳を傾け、ご自分の子らの必要や問題に目を留めています。マリアは、その胎内で人となられた
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神のいつくしみに駆り立てられ、自らを顧みず、親類のエリサベトに会って手助けをするために急いでガリ

ラヤからユダヤに向かいました。カナの婚礼では、ぶどう酒が足りなくなったのを見て、御子を執り成しま

した。マリアは年老いたシメオンのことばを心に刻み、その人生の旅路において、力を落とすことなくイエ

スの十字架のもとに立ちました。シメオンは、マリアの魂が剣で刺し貫かれることを予言したのです。マリ

アは道を知っています。それゆえに、マリアはすべての病者と苦しむ人の母です。マリアがわたしたちを助

け、支え、決して見捨てないことを確信しつつ、わたしたちは信頼と子としての信心をもって、マリアに向

き合うことができます。マリアは、十字架につけられ復活したキリストの母です。マリアはわたしたちの十

字架のかたわらに立ち、復活といのちの充満に向かうわたしたちの旅路に寄り添ってくださいます。 

 

5. マリアとともに十字架のもとに立った使徒聖ヨハネは、わたしたちを信仰と愛の源へと、「愛である」神

（一ヨハネ 4・8、16）の心へと導きます。ヨハネは、兄弟姉妹を愛さないなら、神を愛することはできない

ことをわたしたちに思い起こさせます。マリアとともに十字架のもとに立つ人は、イエスが愛したように愛

することを学びます。十字架は「神がわたしたちを真に愛しておられることの確かなあかしです。愛はあま

りに大きいので、わたしたちの罪の中に入って罪をゆるし、わたしたちの苦しみの中に入って苦しみに耐え

る力を与えます。愛は死を打ち破り、わたしたちを救うために死の中に入るのです。……キリストの十字架

はまた、キリストの愛に圧倒されるがままに任せるようわたしたちを招きます。そして、いつくしみと優し

さをもって、ほかの人々、とりわけ苦しんでいる人、助けを求めている人を見つめるようつねに教えている

のです」（「若者とともに歩む十字架の道行」リオデジャネイロ、2013年 7月 26日）。 

 

 わたしは、この第 22回世界病者の日をマリアの取り次ぎにゆだねます。そして、マリアに願い求めます。

イエス・キリストとの交わりのうちに病者が苦しみに耐えるのを助け、彼らを介護するすべての人を支えて

くださいますように。すべての病者、医療従事者、そして彼らを助けるボランティアの皆様に、わたしは心

から使徒的祝福を送ります。 

 

バチカンにて 

2013年 12月 6日 

教皇フランシスコ 
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