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 常任司教委員会  

 

■7 月定例常任司教委員会 

日 時  2014年 7月 3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  7人 
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報 告 

1. 2015 年祈祷の使徒｢日本の教会の意向｣提出について 

6月の常任司教委員会の諸意見に基づいて修正した 2015年祈祷の使徒｢日本の教会の意向｣を祈祷の使徒

担当者へ送付した。 

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。6 月 30 日現在のカリタスジャパンへの募金は、843 百万円、国際カリタスからの募金が 1123

百万円で計 1966百万円、援助金支出は、1494百万円となった。 

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 

6 月 30 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、44,815,946 円、残高は 28,684,747 円となった。 

 

審 議 

1. 集団的自衛権行使容認に対する反対声明について 

7 月 1 日に閣議決定された集団的自衛権行使容認に対する反対声明を常任司教委員会として安倍晋三内

閣総理大臣に送付することを決定し、声明文を確定した。 

2. 教皇フランシスコ訪日再要請について 

本常任司教委員会に提出された教皇フランシスコ訪日再要請文の内容を承認し、教皇に直接面会して、

訪日を依頼する。 

3. 高山右近没後 400 年記念行事について 

列聖推進委員会から提出された高山右近没後 400年記念行事に関する諸事項を承認した。具体的には、

2015年の右近の命日を挟んだ日に「ユスト高山右近殉教 400年記念ミサ」を行う。 

4. 2014 年度特別臨時司教総会について 

2014年度特別臨時司教総会を 2014年 10月 2日(木)に開催することを決定した。なお、午前中は司教の

みの会議とし、審議事項は午後のプログラムで行う。 

5. 第 8 回世界家庭会議について 

フィラデルフィア大司教から通知された 2015年 9月 22日－27日にフィラデルフィアで開催する第 8回

家庭世界会議（ テーマ “Love is our mission - the family alive” ）については、全司教に案内

を送付し、開催を通知する。 

6. 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。 

   書籍名 第二バチカン公会議 エキュメニズムに関する教令 

   内 容 『第二バチカン公会議公文書 改訂公式訳』より「エキュメニズムに関する教令」の本文、注、

解説を抽出し出版。 

 

 

 社会司教委員会  

 

■第 74 回司教秘書合同会議 

日 時  2014年 3月 6日（木）13：30－16：30 

場 所  日本カトリック会館 会議室 2 

出席者  11人 
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報 告 

1. 正義と平和協議会会長に勝谷太治司教が就任した。 

2. 2013 年度社会問題研修会沖縄現地学習についての振り返りを行った。 

3. 『第二バチカン公会議 現代世界憲章』の出版について 

司教協議会は、昨年 9月に発行した『第二バチカン公会議公文書 改定公式訳』の内、重要な憲章の一

つである『現代世界憲章』を 2月 28日に発行した。 

 

審 議 

1. 6 月司教総会中の「司教の集い」の企画について 

今年度のテーマは「1936 年布教聖省指針『祖国に対する信者のつとめ』に関しての経緯と問題点の復習」

とし、社会司教委員会が担当した。趣旨説明は大塚喜直司教、導入を幸田和生司教が担当し、マイケル・

シーゲル師、フランコ・ソットコルノラ師、岡田武夫大司教の三名を講師とする。 

2. 『現代世界憲章』の勉強会について 

社会司教委員会では、「現代世界憲章」発布 50年を記念して、2015年末までにシンポジウムを開催する。

手始めに、正義と平和協議会が 6 月 28日に麹町教会 ヨセフホール(東京教区)で行うシンポジウム『福

音の喜び』に、社会司教委員会として共催することを決定した。今後のスケジュールは、次回委員会で

決める。 

3. 原発に関する司教団メッセージのフォローについて 

2011 年 11 月の司教団メッセージ「いますぐ原発の廃止を 〜福島第一原発事故という悲劇的な災害を

前にして〜」から 3年経過し、社会司教委員会として何ができるかを審議した。 

また、何らかのメッセージを発表することを検討するための準備委員会を立ち上げる。 

4. 2014 年度司教のための社会問題研修会 

原発事故から 3年を経た福島を訪れ、そこに住む人々の話を聞き、教会として何ができるかを考える研

修とする。日程は 12月 16日から 18日とした。 

 

 

■第 75 回司教秘書合同会議 

日 時  2014年 7月 3日（木）15：00－18：00 

場 所  日本カトリック会館 会議室 2 

出席者  14人 

 

報 告 

2014年「司教の集い」のまとめと今後の予定について 

「司教の集い」での「1936 年福音宣教省指針『祖国に対する信者のつとめ』に関する歴史的経緯と問題

点の復習」の勉強会を経て、常任司教委員会は福音宣教省あてに報告書を送付することを決定し、社会

司教委員会が報告書を作成する。 

 

審 議 

1. 「現代世界憲章」発布 50 年のシンポジウムの企画について 

①2014年度は、各委員会が企画している講演会に社会司教委員会が共催する。今後の予定として、部落

差別人権委員会が 9 月 27日にサクラファミリア(大阪市)でシンポジウム「福音と差別」を開催する。

カリタスジャパンは 10月 13 日に東京カテドラル(東京教区)で反貧困キャンペーンの講演会を行う。 

②2015年度は、各委員会は「現代世界憲章」を意識してシンポジウムを計画する。 

③シンポジウム導入のための資料を作成する。 

④2015年に札幌教区ほか 2か所でシンポジウムを企画する。 

2. 原発に関する司教団メッセージのフォローについて 
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①正義と平和協議会 

9 月 14 日(日)正義と平和全国集会福岡大会において、「脱原発ネットワーク」を立ち上げるための説

明会を行う予定。 

ホームページで「いますぐ原発の廃止を」のポスターをダウンロードできるようにする。 

②社会司教委員会 

何らかの文書を出す方向で検討する。 

3. 2014 年度司教のための社会問題研修会の企画について 

2014 年 12 月 16 日から 18 日の 2 泊 3 日で、カトリック東京ボランティアセンター(CTVC)カリタス原町

ベースを拠点に、各地を訪問予定。 

4. DVD 「現代世界憲章への道 パーチェム・イン・テリスから」について 

第二バチカン公会議「現代世界憲章」発布 50 年を記念した DVDが 9 月初旬に完成する予定。 

5. 集団的自衛権行使容認の閣議決定に対しての取り組みについて 

集団的自衛権行使容認の閣議決定の事態の重要性にかんがみ、緊急アピールと祈りの呼びかけ文を作成

する。 

 

 

「司牧の手引き」編纂特別委員会  

 

■2014 年度第 3 回委員会 

日 時  2014年 7月 8日（火）9：30－9日（水）12：00 

場 所  日本カトリック会館 会議室 2 

出席者  6人 

 

報 告 

1. 司教総会報告 

『司牧に関する法規の手引き』（新教会法準拠）は、司教総会での諸意見を加味して修正し、最終確認を

常任司教委員会が行うということで承認された。なお、総会では山元委員が陪席し適宜説明を加えた。9

月の常任司教委員会で審議するため、修正案を 7 月末に常任司教委員会の司教に送付する。 

2. その他 

常任司教委員会で承認を受けた場合、「はじめに」に記す日付については、刊行が承認される日程を勘案

して、聖テレジアの記念日（10月 1 日）、あるいは諸聖人の祭日（11月 1日）を予定する。 

 

審 議 

『司牧に関する法規の手引き』について司教総会の諸意見を加味した修正案の確定作業を行った。 

 

 

 典礼委員会  

 

■定例会議 

日 時  2014年 7月 14日（月）10:00－ 14:45 

場 所  日本カトリック会館 会議室 2 

出席者  9人 

欠席者  2人 
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報 告 

International Jungmann Society Congress 参加報告 

2014 年 6 月 23 日－ 28 日にメキシコシティで開催された International Jungmann Society 第 5 回大会

参加報告を秘書が行った。テーマは「Liturgy and Jesuit Life」。各国で典礼の教授・研究・養成など

に携わるイエズス会員と協力者 59人が参加した。 

 

審 議 

1. 承認された「ローマ・ミサ典礼書の総則」改訂版、「奉献文に挿入する聖ヨセフの名」、「日本の教会に

おけるミサ中の聖体拝領に関する指針」への対応について 

教皇庁典礼秘跡省より承認された「ローマ・ミサ典礼書の総則」改訂版（5 月 28日付）、「奉献文に挿入

する聖ヨセフの名」（6月 23 日付）、「日本の教会におけるミサ中の聖体拝領に関する指針」（6月 26日付）

の公表時期と方法などについて検討を行い、具体的対応を決定した。その結果について、9 月の常任司

教委員会に報告と提案を行う。 

2. 2014 年度全国典礼担当者会議について 

9 月 1 日(月)－ 3 日(水)に「自己流のミサの司式になっていませんか？－『総則』に沿ったミサの司式

とは－」をテーマに開催する。プログラム案を確認し、内容の検討を行った。各教区から出されたアン

ケート回答を基に、「改訂版『総則』に基づく確認と課題」を取り扱う。 

3. 『典礼憲章』発布 50周年記念講演会について 

9 月 23日(火・祝)に「典礼刷新－これまでとこれから－」をテーマとして開催する。他教区からの参加

も見込み、会場をカトリック浦上教会聖堂（長崎教区）に変更した。午前中は当委員会のフランコ委員、

石井委員の講演、午後は市瀬委員の講演と質疑応答が行われる。 

4. 『毎日の読書』補遺の発行準備について 

現行『毎日の読書』発行以降に典礼暦に加えられた記念日の「教会の祈り」読書で朗読する第二朗読の

翻訳準備を行うことを確認した。 

 

次回定例会議  2014年 9月 1日（月）9：00－11：30 御聖体の宣教クララ修道会 軽井沢修道院（長野） 

 

 

■典礼音楽担当部門会議 

日 時  2014年 7月 24日（木）10:00－ 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 

 

審 議 

「叙階の祈り」の旋律について 

6 月の定例司教総会に提出した「叙階の祈り」の旋律について、司教総会での意見に基づいて修正作業

を行った。修正した旋律を 10 月の特別臨時司教総会に再提出する予定。 

 

 

■『ミサ典礼書』改訂委員会 

日 時  2014年 7月 28日（月）15:00－30日（水）11:30 

場 所  マリアの家（長野・諏訪郡） 

出席者  8人 

欠席者  1人 
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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。 

 

 

 諸宗教部門  

 

■2014 年度第 2 回会議 

日 時  2014年 7月 2日（水）18:00－ 20:20 

場 所  日本カトリック会館 会議室 4 

出席者  9人 

欠席者  2人 

 

報 告 

「司教の集い」で話し合われた『祖国に対する信者のつとめ』について 

6 月の司教総会 3日目に開かれた「司教の集い」で、「1936年布教聖省指針『祖国に対する信者のつとめ』

に関する歴史的経緯と問題点の復習」について話し合われたことが、岡田武夫大司教より報告された。 

 

審 議 

1. シンポジウム「人生の秋を見つめる ―諸宗教からのメッセージ―」具体的検討 

前会合で挙げられたパネリスト候補者が確定したことを受け、ちらしの内容、当日の役割、スケジュー

ルについて最終確認を行った。 

日時 9月 15日(月・祝)14：00－ 17：00 

場所 上智大学四谷キャンパス 2号館 17階 2-1702（東京・千代田区） 

パネリスト 島薗 進さん（上智大学神学部特任教授） 

武田なほみさん（上智大学神学部准教授） 

奈良康明師（曹洞宗大本山永平寺西堂） 

2. 「神道との対話」について 

前会合での合意を受け、教皇庁諸宗教対話評議会議長のジャン＝ルイ・トーラン枢機卿に対し、当部門

の正式な回答を 5月 19日付にて、岡田責任司教名により行ったことを確認した。また、今後は同評議会

より返答および打診などがあり次第対応する。 

3. 教皇庁諸宗教対話評議会次官補 インドゥニル師の来日対応について 

8 月 4 日に行われる比叡山宗教サミット 27周年「世界平和祈りの集い」に参加するため、トーラン枢機

卿の代理として同評議会次官補のインドゥニル・ジャナカラトネ・コディトゥワック・カンカナマラゲ

師が来日する。来日に際し、インドゥニル師の出迎えと東京関連施設への訪問および案内を実務責任者

の宮下良平師が、滞在中の通訳を顧問のデ・ジョルジ・マリア修道女が担当する。なお、インドゥニル

師のスケジュールを考慮し、今回は岡田責任司教との面会は見送ることになった。 

4. 部門としての研修について 

岡田責任司教による「司教の集い」の報告を受け、靖国関係者および有識者を招聘しての勉強会につい

て意見交換を行った。靖国関係者に限らず他の神道、仏教の関係者についても意見が挙げられ、引き続

き検討していく。 

 

次回日程 シンポジウム 2014年 9月 15日（月・祝）14：00－ 17：00 上智大学（東京・千代田区） 

     第 3 回会議  2014年 11月 5日（水）18：00－ 20：00 日本カトリック会館 
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 カリタスジャパン  

 

■第 2 回援助審査会会議 

日 時  2014年 6月 30日（月）13：00－15：00 

場 所  日本カトリック会館  会議室4 

出席者  7人 

 

審 議 

1. 一般援助審査 計 11件（国内一般 1、東日本大震災 3、海外 7）を審査し、以下 3件を承認、4 件を次

回援助部会へ付託、4件を却下とした。 

(1)札幌教区「大槌ベースへのスタッフ派遣（2014年度）」2,484,216 円 

(2)大船渡ベース「ベース活動費（2014年度）」7,582,991 円 

(3)大槌ベース「ベース活動費（2014年度）」27,969,298 円 

2. 国際カリタス緊急支援要請(Emergency Appeal/EA) 以下 2件の支援を決定した。 

(1)アンゴラ「干ばつ緊急支援（EA17/14）」10,000 ユーロ 

(2)エリトリア「食糧安全保障プロジェクト（EA18/14）」10,000ユーロ 

 

次回日程 2014年 8月 1日（金） 13:00－ 16:00 日本カトリック会館 

 

 

■3 回援助審査会会議 

日 時  2014年 8月 1日（金）13：00－15：30 

場 所  日本カトリック会館  会議室4 

出席者  6人 

 

審 議 

一般援助審査 計 7件（国内 2、東日本大震災 1、海外 4）を審査し、6 件を次回援助部会へ付託、1件を

保留とした。 

 

次回日程 2014年 10月 7日（火） 13:00－ 16:00 日本カトリック会館 

 

 

■第 2 回啓発部会会議 

日 時  2014年 7月 22日（火）14：00－17：00 

場 所  日本カトリック会館  会議室4 

出席者  9人 

 

報 告 

事務局より、反貧困キャンペーン進捗状況、東日本大震災援助活動について 

 

審 議 

1. 前回啓発部会議事録を承認。 

2. 日－韓自殺対策シンポジウムについて 

・経緯 カリタスソウルより、昨年度韓国で行った自死に関するシンポジウムを継続し、第 2回目を日 

本で実施したい旨の要請があった。上智大学グリーフケア研究所にシンポジウムの共催団体の 
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申し入れを行い、承諾を得た。 

・今後 日程は、第一候補が 12 月 9日(火)、第 2候補が 11月 30日(日)となった。テーマとしては「グ 

リーフケア」「宗教者の役割」が挙がった。今後、上智大学グリーフケア研究所、カリタスソウ 

ルの意向を踏まえながら、会議内容を詰めていく。 

3. 公開勉強会の振り返り 

2014 年 7 月 21 日(月・休)に、カリタスジャパン公開勉強会「今、人を追いつめるもの－格差、貧困、

孤独、死－」を実施した。参加者は約 110人。講演内容は、日本の福祉の考え方である公助、共助、互

助、自助という枠組みの中で、公助と共助という国や行政のあり方について。講演後の質疑応答では、

当事者の人たちからの具体的、個人的な体験を含めながらの発言や質問が多かった。その後のディスカ

ッションでは、もう少し教会としての視点を会場と共に考えていけるように改善していきたい。 

4. ゲートキーパー養成講座について 

次回会議で具体的に検討できるように、事務局から素案を事前に示す。 

 

次回日程 2014 年 9月 30日（火）13：00－17：00 日本カトリック会館 

 

 

■第 2 回援助部会会議 

日 時  2014年 7月 29日（火）10：00－14：00 

場 所  日本カトリック会館  会議室4 

出席者  9人 

 

報 告 

1. 前回議事録を承認。 

2. 以下の海外会議、視察について 

(1)カリタスアジア年次総会（6月9日－12日、タイ・バンコク） 

(2)インド視察（7月6日－13日） 年間一括援助についての確認と事業視察 

3. 東日本大震災対応、募金・援助金収支について 

4. 2013年度援助実績について 

5. 事務局より、ニュースレターの改訂、反貧困キャンペーン進捗、本年度四旬節献金について 

 

審 議 

1. 東日本大震災対応について今後の活動計画案をまとめた。 

2. 東日本大震災4周年活動報告を引き続き発行することになった。 

3. 2015年四旬節小冊子の読み物としてケニアを取り上げることになった。 

4. 援助審査 5件（国内一般1、海外一般4）を審査、以下4件を承認、1件を保留とした。 

(1) トーゴ「カリタスアフリカ事務局支援」15,000 US ドル 

(2) インド「2014年度年間一括援助」50,000 USドル 

(3) ハイチ「震災後の教育支援」44,381,807 円 

(4) イラク「母子支援」30,000 USドル 

5. 国際カリタス緊急支援要請(Emergency Appeal/EA) 以下 2件の支援を決定した。 

(1) ナイジェリア「紛争避難民緊急支援（EA19/14）」10,000 USドル 

(2) パレスチナ「ガザ侵攻緊急支援（EA20/14）」50,000 ユーロ 

 

次回日程 2014年 9月 16日（火）10:00－ 16:00 日本カトリック会館 
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■全国教区担当者会議実行委員会会議 

日 時  2014年 7月 29日（火） 15:00－ 17:00 

場 所  日本カトリック会館  会議室3 

出席者  5人 

 

審 議 

1. 2014 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 

(1)日程確認 

日 程 2014年 10月 14日(火)－ 15 日(水) 

会 場 日本カトリック会館 

(2)日程内容と議題 

前日 10月 13日(月) 

カリタス反貧困キャンペーンアクションデー「排除と格差の経済に NO と言おう」（東京カテドラ

ル ケルンホール）に参加可能な人は参加する。 

10月 14日(火) 

09:00 受付 資料配布 

09:15 開会 オリエンテーション 開会の祈り 司教あいさつ 新教区担当者紹介 

09:30 議題 1 カリタス反貧困キャンペーン 勉強会 

13:00 議題 1 カリタス反貧困キャンペーン 各地で何ができるか 

15:00 議題 2 東日本大震災復興支援活動の方向性について 

17:00 終了 

10月 15日(水) 

09:00 議題 3 四旬節「愛の献金」キャンペーンについて 

12:00 会議終了 閉会あいさつ 閉会の祈り 

2. 今後のスケジュール 

会議案内を 8月中に送付予定。 

 

 

 正義と平和協議会  

 

■事務局会議 

日 時  2014年 7月 4日（金）10：00－12：00 

場 所  日本カトリック会館 会議室 5 

出席者  6人 

 

報 告 

1. 声明文発表 

安倍晋三首相あて 集団的自衛権行使反対声明（6月 27 日付） 

谷垣禎一法務大臣あて 死刑執行抗議声明（6月 27日付） 

2. 『福音の喜び』シンポジウム 

日時 2014 年 6 月 28 日 (土 )13:30－ 16:00  

場所 カトリック麹町教会 ヨセフホール（東京・千代田区） 

司会 松浦悟郎司教（大阪教区補佐司教） 

開会あいさつ 幸田和生司教（東京教区補佐司教） 

シンポジスト マイケル・シーゲル師（神言修道会）、ホアン・マシア師（イエズス会）、 
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光延一郎師（イエズス会） 

出席者 220 人 

3. 司教団メッセージ「いますぐ原発の廃止を」のフォローアップについて 

専門家、有識者との打ち合わせを 7 月 2日(水)にイエズス会 SJハウス（東京・千代田区）で行い、内容

の枠組みを検討した。9月に再度打ち合わせを予定する。 

4. 平和のための脱核部会の設立について 

福岡大会ネットワークミーティングにジャーナリストの山秋 真さん（『原発をつくらせない人びと』著

者）を講師に話を聞く。事務局会議を 7月 16 日(水)に幼きイエス会ニコラ・バレ修道院（東京・千代田

区）で行う。 

5. 第 38回正義と平和全国集会 2014 福岡大会の進捗状況 

 

審 議 

1. 韓国司教団脱原発文書の発行について作業の確認をした。 

2. 全国会議（2015年 2月 13 日－15 日）の公開講演会の講師について検討した。 

3. 2015 年度活動計画 

 

 

■NCC 靖国神社問題委員会 

日 時  2014年 7月 7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. 日本キリスト教協議会の仮事務所の移転先について 

2. 各教派、団体 

 

審 議 

1. 声明文「集団的自衛権の容認に抗議する」文案を検討した。 

2. 今後の学習会について、内容と講師を検討した。  

 

 

■NCC 靖国神社問題委員会 

日 時  2014年 8月 4日（月）18：00－19：00  

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. 各教派、団体 

2. 訴訟関係 

 

審 議 

1. 声明文「私たちは、集団的自衛権の容認に抗議します」を確定した。 

2. 講演会「天皇制と差別－いつまで騙される側にいるのか」 

日時 9月 8 日(月)18：30－20：30 

  場所 日本キリスト教団 信濃町教会（東京・新宿区） 

  講師 藤野 豊さん（敬和学園大学教授） 
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当日の役割について検討した。 

 

 

■NCC 女性委員会 

日 時  2014年 6月 11日（水）10：30－13：00 

場 所  日本聖公会 聖バルナバ教会（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 

2. 各委員会 

 

審 議 

世界祈祷日献金先配分について 

 

 

■NCC 女性委員会 

日 時  2014年 7月 9日（水）10：30－13：00 

場 所  日本聖公会 聖バルナバ教会（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 

2. 各委員会 

 

審 議 

1. 九条世界宗教者会議（12月 2日－5日、東京）参加について 

2. 『ともに証を』55 号編集について 

 

 

■NCC 平和・核問題委員会 

日 時  2014年 7月 17日（木）14：00－15：00  

場 所  日本キリスト教会館 銀座教会（東京・中央区） 

出席者  カトリックから 1人 

 

審 議 

1. 今後の活動について 

2. 川内原子力発電所再稼動の動きについて 

 

 

■平和を実現するキリスト者ネット 

日 時  2014年 6月 12日（木）15：00－17：00 

場 所  富坂キリスト教センター 会議室（東京・文京区） 

 

報 告 

1. 会計、賛同状況  

2. 集会・行動の報告 
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第 125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） 

2014年 5月 22日（木） 参議院議員会館 B109会議室 

             署名提出 394 筆  総数 100,177 筆 

 

審 議 

1. 第 126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 18 日）のための要請メンバー

を検討した。 

2. 「戦争をさせない全国署名提出集会・国会包囲抗議行動」(6 月 12日、東京・日比谷公園野外音楽堂)

の役割分担について 

3. 「閣議決定で「戦争する国」にするな！6・17大集会」(6月 17日、東京・日比谷公園野外音楽堂)の

役割分担について 

 

 

■平和を実現するキリスト者ネット 

日 時  2014年 7月 18日（金）15：00－17：00 

場 所  富坂キリスト教センター 会議室（東京・文京区） 

 

報 告 

1. 会計、賛同状況  

2. 集会・行動の報告 

第 126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） 

2014年 6月 18日（水） 参議院議員会館 B109会議室 

             署名提出 338 筆  総数 100,515 筆 

 

審 議 

1. 第 127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（7 月 22日）、第 128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（8月 20日）のための要請メンバーを検討した。 

2. ニュースレターの内容について 

 

 

■さようなら原発実行委員会 

日 時  2014年 8月 19日（火）18:00－20:00 

場 所  連合会館 501会議室（東京・千代田区） 

 

報 告 

1000万人署名集約状況（8,444,453 筆）および協力の呼び掛け 

 

審 議 

1. 「NO NUKES DAY フクシマを忘れない！川内原発を再稼働するな!!さようなら原発全国大集会＆大行進」 

日時 9月 23日(火) 

場所 代々木公園 B地区けやき並木（東京・渋谷区） 

ステージ登壇者について検討した。 

2. 2015年 3月 14 日東京集会について 
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 部落差別人権委員会  

 

■事務局会議 

日 時  2014年 5月 16日（金）11：00－16：00 

場 所  日本カトリック会館 会議室 3 

出席者  7人 

 

事務局会議の前に、豊原里子さん（部落解放同盟神奈川県連合会婦人部長、カトリック秦野教会信徒）から、 

秋季合宿で話してもらう内容について話を聞いた。 

 

報 告 

1. 2014 年度第 1回定例委員会 (2014年 4月 8日) 

2. 第 10回ハンセン病市民学会・交流集会 in群馬 草津(5月 10 日－11日) 

3. 狭山事件の再審を求める市民集会 5月 23日(金)13:00－14:30日比谷野外音楽堂(東京・千代田区) 

4. 大阪教会管区部落差別人権活動センター（部活センター） 

 

審 議 

1. 全国会議（7月 20 日－21 日、サクラファミリア(大阪市)） 

・講演会のテーマは「差別意識のカラクリを考える」（講師 奥田 均さん）。 

・2日目の解放ミサは 7:30 の小教区のミサと一緒に行う。 

・2日目の討議の時間は、この一年・来年度の方向性を話し合う場にしたい。 

2. シンポジウム（9月 27日、サクラファミリア(大阪市)） 

・テーマ（案）を審議。次回の定例委員会で決定する。 

・教会法で初めて人権が書かれた第 747条(2)*を使う。 

*…「教会は、人間の基本的権利または救いに必要な限り、あらゆる人間的な問題について判断をする

権利を有する」 

3. 秋季合宿（11月 23日－24日、神奈川・秦野市） 

1 日目は解放同盟県連委員長の三川哲伸さんから歴史を含めて全般的な話を聞き、2日目は豊原里子さん

に自分の体験を中心に話してもらう。 

4. 2015 年春季合宿（大阪府貝塚市） 

2015年 2月 7日－8日、あるいは 2015 年 3月 14 日－15 日で、希望の日程を北出精肉店店主の北出新司

さんに聞く。 

 

 

■事務局会議 

日 時  2014年 7月 14日（月）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. 2014 年度第 2回定例委員会（6月 2 日） 

2. 大阪教会管区部落差別人権活動センター（部活センター） 

3. 日本基督教団部落解放センター主催の「第 4 回 部落解放全国活動者会議 in 会津」（6月 9 日－11 日）

に渡邉委員、石川部長、前川が参加した。 
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審 議 

1. 全国会議（7月 20 日－21 日、サクラファミリア） 

・2日目の討議の時間は、参加者を 3つの小グループに分け、分かち合う時間とする。 

・役割分担などを決定。 

2. シンポジウム（9月 27日、サクラファミリア） 

「現代世界憲章 50 周年」の学びとしての位置づけは、主催者あいさつのなかで平賀司教に話してもらう。  

3. 秋季合宿（11月 23日－24日、神奈川・秦野市） 

6 月 27日(金)に下見を実施。1日目の 11月 23 日午後のフィールドワークの時間に、会場（ほうらい会

館）に残る人のために、神奈川の被差別部落を取材したドキュメンタリー映画を上映する。2 日目の会

場は秦野教会(横浜教区)。 

 

 

■定例委員会 

日 時  2014年 6月 2日（月）11：00－16：00 

場 所  日本カトリック会館 会議室 2 

出席者  16人 

 

報 告 

1. 委員交代 

管区長協議会から、崎浜宏美師の後任として村上芳隆師（フランシスコ会）が派遣された。 

2. 2014 年度第 1回定例委員会（4月 8 日） 

3. 第 10回ハンセン病市民学会・交流集会 in群馬 草津 (5月 10日－11 日)  

4. 狭山事件の再審を求める市民集会 (5月 23日) 

 

審 議 

1. 2013 年度決算報告 

2. 全国会議（7月 20 日－21 日、サクラファミリア） 

3. シンポジウム（9月 27日、サクラファミリア） 

・テーマ すべての人が大切にされる社会をめざして 

～教会は、人間の基本的権利または救いに必要な限り、あらゆる人間的な問題について判

断をする権利を有する（カトリック新教会法典 第 747 条（2））～ 

・ちらし、ポスターを作成しニュースレターに同封する。 

4. 秋季合宿（11月 23日－24日、神奈川・秦野市） 

6 月 27日に下見を行い、2日目のミサや学習会の会場を決める。 

5. 春季合宿（2015年春、大阪府貝塚市） 

2015 年 2 月 7 日－8 日と 3 月 14 日－15 日の二つの候補日で、どちらの日程が受け入れ可能か、北出新

司さんに検討を依頼中。 

6. 日本キリスト教協議会靖国問題委員会主催講演会「天皇制と差別」（講師 藤野 豊さん）の賛同を決

定。 

 

 

 日本キリスト教連合会（日キ連） 

 

■2014 年度第 2 回常任委員会 

日 時  2014年 7月 10日（木）11：00－12：00 
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場 所  日本基督教団 富士見町教会（東京・千代田区） 

出席者  7人 

陪 席  1人 

事務局  1人 

 

報 告 

1. 日本宗教連盟（日宗連）久保委員 

ａ．宗教文化セミナーを 6月 17 日(火)に國學院大學常盤松ホール(東京・渋谷区)で開催。 

綜合テーマ「宗教は家族と地域社会を再生できるか」2 回のシリーズで、今回は「限界集落化する

地域社会と宗教の力」。参加者 130人。日キ連から日本バプテスト連盟天草中央教会牧師の南 圭生

師が講演。 

ｂ．日宗連 2013年度決算について 

ｃ．宗教法人実務研修会開催予定 

ｄ．法人番号制度（2013 年 5月成立）について、国税庁による付番に関する説明会の報告 

ｅ．文化庁宗務課長より、法人税改革について政府の骨太方針に「公益法人課税の見直し」は含まれて

いるが、文化庁としては宗教法人に対する税制の優遇制度の合理性と必要性を訴えていくとの説明

があった。 

ｆ．InterFaith 駅伝について 

全日本仏教会主催、日宗連が名義後援の本事業を今年度も実施する。参加ランナーの派遣も要請さ

れる見通し。昨年度は日キ連から参加費を支出した。 

ｇ．日宗連の新理事長には新宗連所属の大和
だ い わ

教が就任した。 

2. 東京都宗教連盟（都宗連）広瀬委員 

前回会議以降、都宗連の会議は開かれなかった。 

3. 事務局 

1）日キ連あての文書 

・日宗連理事候補者推薦ならびに受諾書・履歴書・確認書・兼職届を受領し、岡田委員長が自署して

提出した。 

・第 2回理事会（6月 30日）開催案内を受領し、宮下副委員長がオブザーバーとして出席する。 

・InterFace 事務局より実施報告書ならびに決算書、来年の開催に向け実行委員会顧問と委員就任の

依頼書を受領し、岡田委員長が顧問、久保委員が委員を受諾した。 

・全日本仏教会より理事長・事務総長就任の通知を受領した。 

・天台宗国際平和宗教協力協会より、比叡山宗教サミット 27周年「世界平和祈りの集い」（8 月 4日）

案内を受領。 

・新日本宗教団体連合会より、「戦争犠牲者慰霊並びに平和祈願式典」案内を受領。 

・WCRP(世界宗教者平和会議日本委員会) 5月 20日号受領 

・宗教情報リサーチセンターより、ラーク便り第 62号受領 

2）6月 10日付けで会報、総会議事録、分担金納入のお願い、定例講演会案内を加盟団体へ発送。 

3）事務局引き継ぎ 

相続書類を日本福音ルーテル教会から受領した。 

  4）打ち合わせ 

・比叡山宗教サミット 27 周年「世界平和祈りの集い」（8 月 4 日）に、宮下副委員長が委員長代理と

して出席する。日キ連より交通費を支出する。 

・新日本宗教団体連合会からの「戦争犠牲者慰霊並びに平和祈願式典」(8月 14日)は、欠席する。 

 

審 議 

1. 本日開催の 2014年度第１回定例会（13：30－15：00 日本基督教団 富士見町教会） 



- 16 - 

・テーマ 積極的平和主義の積極的とは何か ～キリスト者として  

・講師  池住義憲さん 

・各担当者について 

  お祈りとあいさつ  宮下副委員長 

  司会・講師紹介・質疑応答  矢萩委員 

・謝礼と名古屋からの交通費を支払う。 

2. 2014 年度法人事務・会計実務研修会  

 ・開催日程・場所  2014 年 10月 29日(水)－31日(金)  富士箱根ランド（静岡・田方郡） 

 ・準備担当教団   カトリック、日本バプテスト連盟 

＜研修内容についての意見交換＞ 

矢木委員 故佐藤委員は、法人の設立について詳しく話されていたが、今回は、既に設立された法

人で働く人に役立つ話をする方向で考えている。 

宮下委員 カトリックは個々が法人なので、土地の処分とか、不活動法人に関する勉強が必要と思

われる。宗教法人の会計の透明性を念頭に置いて、公に出せるような会計システムを作

るように学ぶ必要がある。 

白川委員 宣教と連動することをガイダンスとしたら良い。 

＜準備確認事項＞ 

・参加費を 33,000 円で据え置く。不足分を補助金で補う。 

・研修会申込書、受付確認書 

・9月 20 日(土)の締め切り 

・日キ連委員も基本的に相部屋。個室希望は差額必要。 

・プログラム  

a．法人事務を白川委員、矢木委員が担当。法人会計を長岡淳三さんに依頼する。パソコンクラス

は設けない。 

   昨年完成した「会計基準」を最初に配る。 

   文化庁文化部宗務課発行の「宗教法人実務研修会資料」を取りよせて配る。 

b．交流会について 

小田原教会めぐりが好評だったので継続する。 

    ハリストス教会は早めに申し込みをすること。他に聖公会とカトリック。 

    初日に希望を書いてもらう。増えすぎるようなら人数制限する（前回 20 数名） 

    運転手つきのバスについてはホテルに聞く。 

c．懇親会準備は清川陪席が担当する。 

d．タイムスケジュール 

e．研修会案内書 

    「招きのことば」 岡田委員長名（宮下副委員長が担当） 

    法人事務クラス  矢木委員が原稿を書き、白川委員が確認して事務局に送付。 

会計事務クラス  長岡淳三さんに依頼する。 

原稿締め切りは 7月 22日(火)。案内ちらし・申込書・振込用紙 1,000 部作る。 

7 月末に発送する。団体の本部にまとめて送る。 

3. 委員着任あいさつ   

日本聖公会の相澤委員転任により、管区事務所総主事に就任した矢萩新一新委員のあいさつがあった。 

 

次回日程 

2014年度第 3回常任委員会   日時 2014年 9月 22日（月） 15：00－17：00  

会場 日本カトリック会館 会議室 

議題 研修会確認作業 
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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） 

 

■事務局会議 

日 時 2014年 8月 20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 

 

報 告 

1. 7月 23日に国連の自由権規約委員会で日本審査がなされ、委員会の勧告がでたので、『外キ協ニュー

ス』に掲載する。 

2. 国連の人種差別撤廃委員会の日本審査は、8月20日－21日に行われ、9月初旬に勧告が出る予定。 

3. 101自治体に対するアンケート調査報告書と自治体要請行動については、10月の運営委員会に提案する。 

4. 外国人被災者支援プロジェクトについては、今月「中間報告書」ができる。9月から海外教会に来年度

の支援を申請する。 

5. 「青年の旅 北海道キャラバン」が行われている。 

日 時 2014年 8月 19日(火)－22日(金) 

会 場 現地諸教会 

参加者 各教派、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)から約 20 人、 

カトリックからは西 千津。 

 

審 議 

1. 国際シンポジウムについて詳細を検討した。 

日 時 2014年 10月 7日(火)－9日(木) 

  会 場 広島市国際青年会館 

  参加者 日韓の教会（各教派、各地外キ連から約 40 人） 

  テーマ 「未来への責任：東アジアの和解と平和」 

  基調報告「日韓条約から 49 年――日本政府／社会／教会の現在」の検討 

    ①国際シンポジウム全 16回の経過と到達点 

②東アジアの中の日本の歴史責任と教会 

③多民族・多文化社会と教会 

④私たちの共同課題 

2. 来年の全国協議会と全国集会の企画を検討した。 

  会場は西南在日大韓教会（福岡・北九州市）の予定。内容については、九州・山口外キ連との準備会で

要項案を作成した。講師依頼は外キ協が、食事・宿泊は九州・山口外キ連が担当する。現地学習につい

ては筑豊の可能性を検討する。 

 

 

 部落問題に取り組むキリスト教連帯会議(部キ連)  

 

■役員会 

日 時  2014年 7月 23日（水）14：00－17：00 

場 所  大阪クリスチャンセンター301（大阪市） 

出席者  カトリックから 1人 
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報 告 

1. 委員会報告  

①役員研修会の企画について 

内 容 大阪人権博物館見学とフィールドワーク 

日 時 2014年9月11日(木)13:00－16:00 

場 所  大阪人権博物館 リバティおおさか(大阪市) 

プログラム  事前学習、フィールドワーク、食事、館内見学( 第69回特別展『歴史の中の憲法』) 

②部落解放講座の企画について 

テーマ 「水平社宣言」の成立事情と今日的意義」－キリスト教との関係をめぐって 

講 師 朝治 武さん（大阪人権博物館館長） 

日 時 2014年9月11日(木)13:00-16:00 

場 所  第一候補として日本キリスト教会大阪北教会(大阪市) 

2. 各教派の活動報告 

カトリックからは、7月に部落差別人権委員会が全国会議を開催し、奥田 均さんの講演を聞いたこと、

また大島青松園の訪問活動を継続し、対話集会の準備をしていることを報告した。 

3. 会計報告 

7月23日現在、9教団教派1協賛団体より会費納入済み。 

 

 

 子どもと女性の権利擁護のためのデスク  

 

■第 27 回定例会議 

日 時  2013年 11月 8日（金）9：30－13：00 

場 所  日本カトリック会館 会議室 4 

出席者  8人 

 

報 告 

各教区に対する第三者委員会に関するアンケート調査の結果について 

 

審 議 

1. マニュアルに追加する文言について 

 被害者側からデスクに寄せられた相談をもとに、「当該教区の対応」について意見交換を行った。 

 また、今回出された意見のポイントを整理してマニュアルに追加する文言を検討し、司教総会に諮る作

業も進めていく。 

2. 今後の体制について 

デスクに具体的なケースが持ち込まれた場合は対応チームをつくり対応する。 

 

 

■第 28 回定例会議 

日 時  2014年 1月 21日（火）15：00－19：00 

場 所  日本カトリック会館 会議室 4 

出席者  9人 

 

講演会 『性的搾取目的の人身取引 微かなサインを見逃さないために』 

     講師 藤原志帆子さん（人身取引被害者サポートセンターライトハウス代表） 
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報 告 

相談への対応について 

デスクには被害者からの相談が数件寄せられている。現在、対応中のケースは２件。デスクの責任者か

ら該当教区の責任者へ連絡し、マニュアルに沿った対応をするよう助言している。また、被害者へのサ

ポート体制をつくるために、対応チーム会議を開いて検討を重ねている。教会は二次被害についての危

険性を認識し、教会側の対応が被害者の回復の道のりに大きな影響を与えることを認識すべきとの意見

が出された。 

 

 

■第 29 回定例会議 

日 時  2014年 3月 13日（木）13：30－16：00 

場 所  日本カトリック会館 会議室 4 

出席者  9人 

 

報 告 

1. 2 月臨時司教総会合意事項 

①被害の訴えがなされた場合、当該司教は直ちに司教協議会会長あるいはデスクに報告し、会長とデス

クは常に連携する。 

②デスクは必要に応じて教区のケースにかかわる。そのため、教区の窓口担当者にはデスクと連携して

対応するよう指導する。 

③デスクが取り扱ったケースは年一回、司教団と教皇大使に報告する。当該司教は必要に応じて直接教

皇大使に報告する。 

④修道会・宣教会、カトリック施設にも同様の報告を義務づける。 

2. ケース経過報告 

 

審 議 

1. 2 月臨時司教総会での合意を受けてその後の対応について 

①6月定例司教総会に、マニュアルに追加する文案を提出し、承認を得る。 

②12月臨時司教総会に、デスクが取り扱ったケースを報告し、同時に教皇大使にも報告する。 

③司教協議会会長名でカトリック施設にマニュアルと手紙を出す。 

④神学校の養成プログラムの見直しについて、神学院常任委員会で検討するよう要請する。 

2. マニュアルの周知について 

①中央協議会のホームページにも「周知のお願い」の一文を掲載する。 

②カトリック施設にも周知し、当該教区長および教皇大使に説明する義務があることを認識してもらう。 

③カトリック学校への周知について今後検討する。 

 

 

■30 回定例会議 

日 時  2014年 6月 5日（木）15：00－17：00 

場 所  日本カトリック会館 会議室 4 

出席者  8人 

 

報 告 

ケース報告 
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審 議 

1. マニュアルの修正案についての検討 

今回出された意見を踏まえてマニュアルの不備について事務局でポイントをまとめ、6 月司教総会に提

出する。 

2. その他 

NPO法人レジリエンスが主催する 6 月 7日の研修のテーマは『性暴力被害と信仰』。今後の活動に役立て

るため、研修会参加者に対してアンケートを取ることについて話し合った。 

 

 

 HIV/AIDS デスク   

 

■第 2 回 HIV/AIDS デスク会議 

日 時  2014年 7月 2日（水）13：30－15：00 

場 所  日本カトリック会館 会議室3 

出席者  8人 

 

報 告  

1. 各教区報へのサポーター募集記事の依頼状況 

東京、大阪、京都の各教区報担当にサポーター募集記事の記載を依頼した。 

2. 関東地区カトリック学校小中高連盟宗教部会との共同企画について 

2015年 2月 7日(土)午後に、幼きイエス会ニコラ・バレ修道院(東京・千代田区)で開催する。次回のデ

スク会議に宗教部会担当の先生も同席して、内容について検討する。 

3. Facebook(フェイスブック)の投稿について 

ゆるキャラ募集、HIV検査普及週間、エイズ啓発素材、京都のフォーラムなどについて掲載した。 

 

審 議 

1. トートバッグの発注について 

レッドリボンの下に入れる文字のフォントと色について話し合い、決定した。 

2. 第 5 回アジア・太平洋カトリック合同 HIV/AIDS 連合（CAPCHA）会議について 

11月 10日－14 日にカンボジアのシェムリアップで開催する。今年は日本の HIV/AIDS デスクから 2人参

加する。 

3. 2014 年世界 AIDSデー企画について 

Facebook で「啓発用のイラスト」を募集する。応募方法はデジタル画像か pdf。審査方法は Facebook

を見た人が参加できるようにする。優秀作品は自由に使ってもらう。 

4. ゆるキャラ、画像募集の審査 

応募作品を審査し、画像 2点を選んだ。Facebook で発表する。ゆるキャラは該当作品がなかった。 

 

次回日程  2014年 9月 4日（木）15:00－17:00  日本カトリック会館 

 

 

 中央協議会事務局  

 

■総務 

9 月会議予定 
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1 日(月)           典礼委員会定例会議  御聖体の宣教クララ修道会軽井沢修道院 (長野・北佐久郡) 

1 日(月)－3 日(水)   全国典礼担当者会議                        〃 

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

4 日(木)           HIV/AIDS デスク会議                       〃 

8 日(月)           部落差別人権委員会定例委員会                 〃 

9 日(火)           難民移住移動者委員会事務局会議                〃 

          難民移住移動者委員会定例委員会                〃 

9 日(火)－11日(木)  列聖推進委員会                   京都教区司教館(京都市) 

 10日(水)      子どもと女性の権利擁護のためのデスク対応チーム会議    日本カトリック会館 

      子どもと女性の権利擁護のためのデスク定例会議          〃 

12 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) 

16 日(火)      カリタスジャパン援助部会                日本カトリック会館 

 

17 日(水)      第 91 回聖公会／ローマ・カトリック合同委員会           カトリック麹町教会 

（東京・千代田区） 

                     第 70 回ルーテル／ローマ・カトリック共同委員会         〃 

23 日(火)      『典礼憲章』発布 50周年記念講演会        カトリック浦上教会（長崎市） 

30 日(火)      カリタスジャパン啓発部会                日本カトリック会館 

 

10 月会議予定 

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

2 日(木)      2014 年度特別臨時司教総会                   〃 

7 日(火)           カリタスジャパン援助審査会                   〃 

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

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

14 日(火)－15日(水) カリタスジャパン定例全国教区担当者会議            〃 

27 日(月)－28日(火) 全国広報担当者会議                       〃 

 

 

 

 

 

<会報 2014年 9・10月号 公文書> 

 

 2014年平和旬間 会長談話  

 

2014年平和旬間 日本カトリック司教協議会 会長談話 

過去を振り返りながら将来にむけて平和を実現する者になりましょう 

 

2014年の平和旬間にあたり全国の信者の皆さんに挨拶をおくります。 

1981年広島を訪れたヨハネ･パウロ二世は言われました。 

「戦争は人間のしわざです。戦争は人間の生命の破壊です。戦争は死です。この広島の町、この平和記念

堂ほど強烈に、この真理を世界に訴えている場所はほかにありません。」（「広島平和アピール」） この教皇

の声は 33年を経てなお強くわたしたちの心に響いています。戦争ほど悲惨で愚かな所業はありません。わた
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したち人類はどんなことがあっても戦争の過ちを繰り返してはならないのです。「過去をふり返ることは将来

に対する責任を担うことです。」 教皇が繰り返し言われたこの言葉を今また思い起こしましょう。 

 

今年は第一次世界大戦開始から 100 年にあたります。1945 年 8 月 15 日に終結した第二次世界大戦ととも

に、これら前世紀の 2つの世界大戦の悲劇は何故起こったか、その理由を考えてみましょう。多くの場合、

戦争は正義を根拠にし、自国の防衛を理由にして行われます。対戦する国々がそれぞれ自衛のための正戦を

主張しながら戦闘が繰り返され、その結果多数の尊い生命が犠牲にされるのです。 

わたしたちは、あらためてアジア･太平洋戦争に至ったときの流れを振り返りながら、日本国民として、ま

たカトリック教会のメンバーとして、この戦争の引き起こした悲しい結果に対する責任を自覚しなければな

らないと思います。 

 

 アジア･太平洋戦争の悲劇を経て制定された日本国憲法は、第９条で｢国際紛争を解決する手段としての

戦争の放棄と戦力の不保持｣を誓いました。この平和憲法のおかげで、わたしたち日本国民は､このほぼ 70

年もの長きにわたり、戦争で誰も殺さず、誰も殺されないで過ごすことができたのです。この事実は実に人

類の歴史上稀なことであり、世界に誇る実績なのです。戦争放棄を定めたこの憲法を保持し続けた日本国民

が 2014年ノーベル平和賞の候補になったことは実にうれしい明るいニュースです。 

 しかし安倍内閣は、この７月１日に集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈変更の閣議決定によって、こ

の憲法を踏みにじりました。平和的生存権のためには、集団的自衛権の行使（参戦）も必要というものです

が、犠牲を伴わない戦争はありません。わたしたちの平和的生存権は戦争によって脅かされるのであって、

戦争によって守られるはずがありません。また人々の犠牲の上に成り立つ平和的生存権などありえないので

す。 

 「平和を築くには、戦争をする以上に勇気を必要とします。出会いを受け入れ、対立を退けるには勇気が

必要です。暴力でなく対話を、敵意ではなく和平を、挑発ではなく協定の尊重を、これらすべてには大きな

勇気が必要です」。これは、先日ヴァチカンにおいて、イスラエルのシモン・ペレス大統領とパレスチナ自

治政府のマフムード・アッバス大統領を迎え、「平和を願い求める祈りの集い」を行ったときに教皇フランシ

スコが言われた言葉です。 

 

平和旬間にあたり教皇が言われるこの勇気をもって、過去を振り返り反省しながら、相互の信頼と尊重を

基調とする対話を通して平和を実現する者となるよう努め、そのために祈りましょう。 

 ２０１４年７月３日 

日本カトリック司教協議会 

会長 岡田武夫 

 

  この機会に以下の文書も合わせてお読みくださるようお勧めします。 

１） 教皇ヨハネ・パウロ２世 広島『平和アピール』 1981年 

２） 日本カトリック司教団『平和への決意』 1995年 

３） 日本カトリック正義と平和協議会『新しい出発のために』 1995年 

４） 日本カトリック司教協議会、戦後 60周年平和メッセージ『非暴力による平和への道』 2005年 
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 2014年平和旬間 会長談話 英語版  

 

On the Occasion of Ten Days for Peace 2014 

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

 

Let us Become Peacemakers toward the Future while Reflecting on the Past 

 

 On the occasion of Ten Days for Peace 2014, I would like to extend greetings to all of you, 

the faithful across the nation.  

When Pope John Paul II visited Hiroshima in 1981, he said; “War is the work of man. War 

is destruction of human life. War is death. Nowhere do these truths impose themselves upon us 

more forcefully than in this city of Hiroshima, at this Peace Memorial” (Appeal for Peace at 

Hiroshima). These words of the Pope still echo strongly in our hearts even 33 years later. There is 

nothing more disastrous and foolish than war. We as human beings must at any cost never repeat 

the mistake of going to war. Let us recall anew the words that the Pope repeatedly said; “To 

remember the past is to commit oneself to the future.” 

 

This year is the 100th anniversary of the beginning of World War I. Let us think about the 

reasons for the tragedies of the two World Wars in the previous century, including World War II 

that ended on August 15, 1945. People often wage war in the name of justice for the cause of the 

defense of their own country. Wars are repeated while each disputing country insists that it is a just 

war for self-defense. As a result, numerous precious lives are lost. As Japanese citizens and 

members of the Catholic Church, we must be fully aware of the responsibility for the tragic 

consequences of the Asia-Pacific War while reflecting anew on the tide of the times that led to the 

war. 

 

The Constitution of Japan was enacted after the tragedy of the Asia-Pacific War, and its 

Article 9 pledges that Japanese people renounce war as means of settling international disputes 

and never maintain war potential. Thanks to this Peace Constitution, we Japanese people have 

neither killed anyone in war nor been killed in war at all for as long as nearly 70 years. This fact is 

truly rare in human history and is an achievement to be proud of before the world. It is really joyful 

and bright news that Japanese citizens who have maintained this Constitution, which stipulates 

the renunciation of war, have been nominated as candidates for the Nobel Peace Prize 2014.  

 

However, on July 1, 2014 the cabinet of Prime Minister Abe trampled on this 

Constitution by deciding to reinterpret the Constitution so as to permit the exercise of a right to 

collective self-defense. Although the government insists that the exercise of a right to collective 

self-defense (participation in war) is necessary for the sake of a right to peaceful coexistence, there 

is no war without cost. Our right to peaceful coexistence is threatened by wars, and should never be 

protected by wars. Moreover, it is hardly possible that a right to peaceful coexistence might be 

secured by victimizing people.  

 

“Peacemaking calls for courage, much more so than warfare. It calls for the courage to 

say yes to encounter and no to conflict: yes to dialogue and no to violence; yes to negotiations and no 

to hostilities; yes to respect for agreements and no to acts of provocation…all of this takes courage.” 
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These are the words that Pope Francis said during the recent “Prayer Gathering for Peace” at the 

Vatican to which President Shimon Peres of the State of Israel and President Mahmoud Abbas of 

the State of Palestine were invited.  

 

On the occasion of the Ten Days for Peace, let us make efforts and pray, with this courage 

that the Pope has mentioned to build peace through dialogue based on mutual trust and respect 

while reflecting on the past. 

 

July 3, 2014 

Peter Takeo Okada 

President of the Catholic Bishops’ Conference of Japan 

 

On this occasion, I would also recommend that you read the following documents.  

 

1) Appeal for Peace in Hiroshima, Pope John Paul II, 1981 

2) Resolution for Peace, Catholic Bishops’ Conference of Japan, 1995 

3) Towards a New Beginning, Japan Catholic Council for Justice and Peace, 1995 

4) The Road to Peace Based on Nonviolence, Peace Message After 60 Years From the End of War 

World II, Catholic Bishops’ Conference of Japan, 2005 

 

 

 

 

 

 新刊書籍案内  

 

※ 「信条（クレド）－教皇講話集－」  教皇ベネディクト十六世・教皇フランシスコ 

 

※ 「指針 人格の尊厳－生命倫理のいくつかの問題について」 教皇庁 教理省 

 

※ 「第二バチカン公会議 エキュメニズムに関する教令」 

      第 2バチカン公会議文書公式訳改訂特別委員会 
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