
- 1 - 

 

 

≪2016年 3月号（533号）≫ 
 

 

 

目    次 

 

報 告 

・常任司教委員会 ……………………………………………… １ 

・典礼委員会 …………………………………………………… ３ 

・学校教育委員会 ……………………………………………… ３ 

・カリタスジャパン …………………………………………… ４ 

・正義と平和協議会 …………………………………………… ６ 

・部落差別人権委員会 …………………………………………  ９ 

・中央協議会事務局（総務）…………………………………… 11 

公文書  …………………………………………………………… 12 

 

 

 

 常任司教委員会  

 

■1月定例常任司教委員会 

日 時  2016年 1月 7日（木）10：00－15：15 

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  5人 

 

報 告 

1. 教皇庁・開発援助促進評議会からの「いつくしみの特別聖年」期間中の四旬節黙想会開催依頼につい 

 て 

教皇庁・開発援助促進評議会からの「いつくしみの特別聖年」期間中の四旬節の間に、専門職やボラン

ティアとして教会の愛の働きをしている人のための黙想会を司教協議会主催で行ってほしいとの依頼に
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ついては、カリタスジャパンでもうすでに四旬節中に各地で黙想会を行う予定にしているため、今回の

依頼はこの黙想会をもって取り組む。 

2. 『いのちへのまなざし』改訂版の進捗状況について 

『いのちへのまなざし』改訂版の進捗状況が報告された。この報告は 2月臨時司教総会でも行う。 

3. 聖書新翻訳事業編集委員会について 

2015年 7 月から 11 月までの期間に開催された、聖書新翻訳事業編集委員会の主な検討事項について、

聖書新翻訳事業・編集委員会の宮越俊光委員から報告が行われた。 

4. 第 16回アジアカトリック医師会総会開催について 

2015年 12月 17 日に日本カトリック医師会名誉会長の石島武一さんが来館し、2016年 11月 10日(木)

－13日(日)に京都で開催する第 16回アジアカトリック医師会総会の概要についての報告が行われた。

同総会については、2015年 5月の常任司教委員会で「日本カトリック司教協議会」としての後援を承認

した経緯があるが、その後、同医師会では開催管区の前田大司教や開催教区の大塚司教に正式に内容説

明を行った。 

5. 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

73,542,948 円、支出合計は、59,609,384 円、残高は 13,933,564 円となった。 

 

審 議 

1. 2015 年度臨時司教総会内容確認について 

本年 2 月 15 日(月)－19 日(金)開催予定の臨時司教総会での取り扱い事項を確認した。なお、内容確定

は 2月の常任司教委員会で行う。 

2. 2015 年度臨時司教総会中に開催する司教団主催の「いつくしみの特別聖年」のミサについて 

髙見大司教から提出された 2015年度臨時司教総会中に開催する司教団主催の「いつくしみの特別聖年」

のミサの趣旨や朗読箇所を承認し、式次第の準備や参加の呼びかけを行う。 

3. 教皇庁・典礼秘跡省による日本語典礼式文へのコメントへの対応について 

教皇庁・典礼秘跡省から一部修正を要請された「福者ペトロ岐部司祭と 187殉教者」と「日本の信徒発

見の聖母」の日本語典礼式文については、本常任司教委員会の諸意見を受けて修正する。また、「日本の

信徒発見の聖母」の集会祈願については、2016年 2月開催の臨時司教総会で修正した祈願の承認を得る。 

4. 教皇フランシスコ自発教令“Mitis Iudex Dominus Iesus”の日本語訳について 

婚姻の無効宣言に関する訴訟手続きを迅速に行うため、一部簡略化することを定めた教皇フランシスコ

の自発教令“Mitis Iudex Dominus Iesus”の日本語訳が教会行政法制委員会から提出され、常任司教委

員会として訳文を承認した。同邦訳については、2月の臨時司教総会に諮った上で公表する。 

5. 決算期の変更に関して 

カトリック中央協議会の決算期を 2017 年 1月 1日より、現行の 4月－3月から 1月－12月に変更するこ

とを承認した。 

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。  

①書籍名  四旬節 2016(仮称) 

    内 容  四旬節キャンペーンで集められた募金がどのような援助活動に使用されているかについて 

報告する冊子。 

②書籍名  ユスト高山右近帰天 400 周年 記念シンポジウム 講演集 

内 容  ユスト高山右近の帰天 400 周年を記念したシンポジウムでの講演記録集。 
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 典礼委員会  

 

■定例会議 

日 時  2016年 1月 18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  8人 

欠席者  2人 

 

審 議 

1. 新しい「ローマ・ミサ典礼書の総則」に基づく変更箇所の実施と今後の対応について 

昨年 11月 29 日から実施されている「総則」の変更箇所について、当委員会にこれまでに届いた意見や

反応などを確認した。現時点ではとくに大きな混乱などは報告されていない。 

2. 「司祭不在のときの主日の集会祭儀」儀式書について 

2013年 3 月より当委員会で検討を重ねてきた「司祭不在のときの主日の集会祭儀」儀式書について、最

終稿の検討を行った。今会合での意見を踏まえて修正し、本年 2月に開催される臨時司教総会に提案す

る。 

3. 教区の式長（儀典長）の勉強会について 

前回会合での合意に基づき、本年 9 月 5 日－7 日に行われる全国典礼担当者会議では各教区の式長（儀

典長）の勉強会を実施する。次回以降、引き続き具体的な検討を行う。参加対象の式長の選出と派遣に

ついては、委員長が 2 月の臨時司教総会時に全司教に依頼する。 

4. 「日本の信徒発見の聖母」の祝日の集会祈願について 

教皇庁典礼秘跡省に提出した「日本の信徒発見の聖母」の祝日の集会祈願に対する同省からの所見につ

いて検討を行った。今会合での意見を 2月の臨時司教総会に提出する。 

5. 典礼式文と聖書朗読における「御子」の読みの不統一について 

現在、典礼においては、「おんこ」（典礼式文）と「みこ」（聖書朗読）の読みが混在しているので、「お

んこ」に統一する可能性について検討を行った。検討内容を 2 月の臨時司教総会に提出する。 

 

次回定例会議  2016年 3月 14 日（月）10：00－15：30  日本カトリック会館 

 

 

 学校教育委員会  

 

■第 152回学校教育委員会 

日 時  2015年 11月 5日（木）18：00－20：00 

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 

 

審 議 

1. 第 29回「校長・理事長・総長管区長の集い(集い)」タイムスケジュール確認 

前回、講師候補に直接連絡が取れ了解が得られた。時間配分を検討し、講師依頼状の文面を確認した。 

1 日目 

13:00 開会あいさつと祈り（髙見大司教）、招待司教紹介 

    13:15 長崎研修報告 10 分 

学校教育委員会と学校連合会の説明（杉田委員） 
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（歴史の資料の訂正するところを正して決定版を配布する。初めての参加者には必要なので

割愛しない。） 

        日本カトリック学校連合会報告（品田事務局長） 

    13:50 休憩 

・分科会は 60分必要。 

・事例報告は、「提言 カトリック学校連合会特別委員会委員 高田一樹」とする。 

・懇親会の中で参加した司教のあいさつの時間を取る。 

・書籍の販売はオリエンスとサンパウロ両方に打診してみる。 

2 日目 

・13:10 の分科会で話すことがなくなるグループがある。ガイドラインのようなポイントがあったほ

うが話しやすいだろう。「使いたい人は使ってください」でよいのではないか。 

・ミサの中の説教も昨年同様、中川博道師(カルメル会)に依頼する。 

2. 学校教育委員会サイト立ち上げについて 

事務局のたたき台と、「カトリック中央協議会・インターネット運用規定」ならびに「リンク規定」を配

布。カトリック中央協議会広報が管理し、リンクは小教区ならびに個人にはできないことが説明された。 

講演の録画を You Tube(ユーチューブ)などに公開してリンクすることは可能なので、本人に録画の許可

を取ることと、録画スタッフを別に用意する必要について検討した。 

・「教会法」を載せるかどうかについて、自由に意見交換した。 

3. 日本カトリック学校連合会との連携、課題、分担について 

自由意見 

・学校教育委員会の本来の仕事は司教と学校をつなぐことなので、「集い」だけでなくもっとすべきこと

がある。 

・「新いのちへのまなざし（改訂増補版）（仮）」を出すことが決まった。学校教育委員会で“こういう風

に使ったら”という指南書を出してはどうか。 

・シノドスで家庭がテーマであった。個人主義が蔓延し、“私が基準”となり、結婚という概念が変わり

つつある。“いのち”についてどう伝えたらいいか、学校教育委員会が貢献できたらいいと思う。 

・黙想会ができないか。 

・一般の先生たちが参加できる企画をするか。 

継続審議となった。 

 

次回会議 2016年 1月 6日（水）15：30－17：30  幼きイエス会 ニコラ・バレ修道院 

 

 

 カリタスジャパン  

 

■第 2回難民保護費意見交換会 

日 時  2 015年 1 2月 21日 （月）10:30－ 12:30 

場 所  日本福音ルーテル社団（JELA） 会議室（東京・渋谷区） 

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. 外務省より 2015年度執行見込みと 2016 年度予算見通しについて 

2. 難民申請者の傾向について 

 

現状課題共有と意見交換 
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 1. 医療費支援について 

 2. 保護費受給者の収入認定方法について 

 3. 難民申請者のホームレス化について 

 4. 医療支援適用外枠について 

 5. 難民認定直後の生活困窮者対応について 

 

 

■第 5回事務局会議 

日 時  2 016年 1月 7日 （木）15:30－17:00 

場 所  日本カトリック会館  会議室4 

出席者  9人 

 

報 告 

カリタスジャパン各部会ならびに事務局より 

 

審 議 

1. キャンペーン「私たちは一つの家族、すべてのいのちにいつくしみを」のための祈りを「すべてのい

のちのための祈り」とし、本年四旬節から4年間常時使用する。 

2. 本年四旬節キャンペーンの準備状況の報告と、期間中のカリタスジャパン黙想会についての実施確認

を行った。 

3. マンスリーサポーター制度（定期募金制度）についての進捗確認を行った。 

4. 2016年度年間予定を確認し、「カリタスデー」イベント（カリタスに関するイベント）開催について

検討した。 

 

次回日程  2016年 3月 4日（金）10：00－12：00  日本カトリック会館 

 

 

■第 5回援助部会会議 

日 時  2016年 1月 18日（月）13：00－16：00 

場 所  日本カトリック会館 会議室4 

出席者  9人 

 

報 告 

1. カンボジア視察（11月 29日－12月 5日）  

地域保健支援、若者教育支援の現場を視察した。 

2. 東日本大震災対応と、全ベース・サポート会議（11月 27日、宮城・仙台市）について 

(1)各ベースの今後の動きについて 

(2)緊急災害対応マニュアル、対応体制などについて、カリタスジャパンから提案を行った。次回会議で

継続審議となる。 

3. 2015年度援助実績について 

 

審 議 

1. 前回議事録を承認した。 

2. 以下の海外会議参加・視察を承認した。 

(1)ミャンマーパートナー会議・視察（2月11－21日） 

(2)モンゴル視察（4月11－15日予定） 
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3. ネパール地震、ミャンマー洪水への募金受付を、2月末をもって終了する。 

4. 災害緊急対応体制について、カリタスジャパン内部での役割分担を話し合った。 

5. 援助案件審査  以下5件を審査、承認した。 

(1)カンボジア「地域保健支援」20,008 USドル 

(2)パレスチナ「医療支援」20,000 USドル 

(3)国際カリタス「管理基準実施に関する経費一部支援」5,000ユーロ 

(4)国際カリタス「アドボカシー（政策提言）作業部会活動費一部支援」5,000ユーロ 

(5)国際カリタス「中国フォーラム開催経費一部支援」3,000 USドル 

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

(1)ウクライナ「冬期生活支援（EA37/15）」10,000ユーロ 

(2)タンザニア「ブルンジ難民支援（EA38/15）」10,000 USドル 

(3)ヨルダン「シリア・イラク難民、ヨルダン人困窮者支援（EA39/15）」10,000 USドル 

(4)パキスタン「地震災害復興支援（EA01/16）」10,000ユーロ 

(5)南スーダン「国内避難民、帰還民、困窮者支援（EA02/16）」20,000 USドル 

 

次回日程  2016年 3月 16日（水）10:00－15:00  日本カトリック会館 

 

 

■カリタスジャパン全国教区担当者会議 実行委員会会議 

日 時  2016年 1月 18日（月） 15:30－ 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. 2016年度カリタスジャパン臨時全国教区担当者会議開催について 

(1)日程と会場の確認 

日 程 2016年4月18日(月)13:00－19日(火)12:00 

会 場 日本カトリック会館 マレラホール 

(2)議題の確認 

第1日目 4月18日(月) 

議題1 委員改選 

議題2 カリタスデー企画について 

議題3 定例全国教区担当者会議について 

第2日目 4月19日(火) 

議題4 東日本大震災 福島について 

議題5 四旬節キャンペーン・黙想会の振り返り 

議題6 事務局からの報告  

2. 臨時全国教区担当者会議準備スケジュール 

2月初旬に事務局より会議案内を各教区担当者へ送付する。 

 

 

 正義と平和協議会  

 

■定例委員会 

日 時  2015年 12月 8日（火）11：00－16：00 
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場 所  日本カトリック会館 会議室 2 

出席者  13人 

 

報 告 

1. 憲法キャンペーンのために作った歌「平和の大工」をデザインしたクリアファイル作成について 

2. カトリック中央協議会社会福音化推進部長人事 

 

審 議 

1. 2016 年度「憲法キャンペーン」について見直しを行う。 

小教区での勉強会の実施可能性を検討した。また、戦争させない・９条壊すな！総がかり行動実行委員

会が呼びかけている「戦争法の廃止を求める統一署名」への協力を積極的に呼びかけていく。  

2. 2016 年度全国集会について 

 沖縄での集会を検討したが、大規模な集会ではなく、各地の正義と平和協議会で年間を通して沖縄を理

解していく催しを企画していく。 

3. 2015 年度全国会議（2016年 2月 26 日－28日）について 

・2月 26 日(金)18：30  公開講演会  講師 勝谷太治司教 

  ・2月 27日(土)午前   学習会    講師 高田 健さん（許すな！憲法改悪・市民連絡会） 

・2月 27 日(土)午後   講演会、学習会を受けての分かち合い 

  ・2月 28日(日)     全体会、派遣ミサ 

会場  2月 26 日    幼きイエス会 ニコラ・バレ修道院（東京・千代田区） 

      2月 27日－28 日 YMCAアジア青少年センター（東京・千代田区） 

4. 2017 年度全国集会開催地について 

 5. 2016年度予算案を審議し、承認した。 

 

 

■事務局会議 

日 時  2016年 1月 12日（火）9：30－14：00 

場 所  日本カトリック会館  会議室 5 

出席者  6人 

 

報 告 

1. ブックレット「東アジアの平和と福音的展望－済州島から考える」進捗状況 

2. 今後の予定確認 

 

審 議 

1. 「いのちの光3.15フクシマ」協賛について 

主催 「いのちの光3.15フクシマ」実行委員会  

3月13日(日)13：00－15：30  講演会、シンポジウム  会場 コラッセふくしま(福島市) 

3月15日(火)14：00－15：15  ミサ          会場 カトリック原町教会(仙台教区)   

上記催しに協賛する。 

2. 「憲法キャンペーン」と「沖縄についての年間学習」の進め方の検討  

・小冊子の製作  

現在の日本の政治状況、特に改憲の動きがカトリック教会の教える「いのちの大切さ」に外れるもの

であることの理解を求め、「戦後70年司教団メッセージ」に基づく内容で信徒向け小冊子を作成する。  

・学習会については今後継続して検討する。 
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3. 全国会議の内容検討 

4. 2017年度全国集会開催教区の検討 

5. 部会「死刑廃止を求める部会」「カトリック20条の会」「平和のための脱核部会」の組織構成、活動

範囲を確認した。また、外部の平和活動団体への参加、協力について今までの活動を確認して整理をし

ていく。 

6. 平和のための脱核部会の5月大分、9月青森での地方集会について承認した。 

 

 

■NCC平和・核問題委員会 

日 時  2015年 11月 12日（木）14：00－16：00  

場 所  日本キリスト教団 富士見町教会（東京・千代田区） 

出席者  カトリックから 1人 

 

報 告 

各教派、団体からの報告 

 

審 議 

1. 第 9 回日韓 NCC共同協議会参加について 

2. チェルノブイリ原子力発電所事故 30周年にあたり「写真パネル展」企画実施について検討した。 

 

 

■平和を実現するキリスト者ネット 

日 時  2016年 1月 14日（木）14：00－16：00 

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 144回「戦争する国」に反対し、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） 

2015年 12月 11 日（金）衆議院第二議員会館第 5 会議室 

             署名提出 247 筆  総数 109,851筆 

 

審 議 

1. 第 145回「戦争する国」に反対し、脱原発を求める宗教者の要請行動（1月 20 日）、第 146回「戦争 

する国」に反対し、脱原発を求める宗教者の要請行動（2月 18 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  

3. キャロリング・フォー・ピース  

日時  2015年 12月 18日(金)18：30－20：00 

場所  聖公会 神田キリスト教会(東京・千代田区) 

参加者 70人 

  プログラムに初めてクリスマス聖誕劇を組み入れ好評であった。 

4. 各地の 2・11集会の情報発信をしていくことを検討した。 
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 部落差別人権委員会  

 

■定例委員会 

日 時  2015年 11月 26日（木）11：00－16：00 

場 所  日本カトリック会館 会議室 2 

出席者  15人 

欠席者  4人 

 

報 告 

1. 2015 年度第 2回定例委員会（8月 24日）の議事録確認 

2. 正義と平和全国集会 2015 東京大会（9 月 21日－23 日） 

映画『SAYAMA』上映会、石川一雄さん・早智子さんの話を聴く分科会、狭山事件の写真展、かもい（模

型）の展示、物販を行った。分科会に 44人、上映会に 64 人が参加した。 

3. シンポジウム「人間のいのちと尊厳」（10月 24日、カトリック関口教会 ケルンホール） 

3 人のシンポジストからの発題の後に質疑応答。約 40 人の参加。 

4. 大阪教会管区部落差別人権活動センターの報告 

・11月 2日－3日対話集会を行った。今回、部落解放同盟の「女性集会」で出会った人に話を依頼した。 

   昨年の秦野での秋季合宿で「女性集会」のことを聞いて、参加したことからつながりができた。 

  ・11月 25 日大阪教区の司牧者の月修で、日本基督教団・部落解放センター主事の小林 明牧師に「狭山

事件の再審に備えて」のテーマで話してもらった。 

  ・11月 28日サクラファミリアで、上杉 聰さんに「差別の問題 今こそ学ぼう」と題して話してもらう。 

5. 「狭山事件の再審を求める市民集会・キリスト者前段集会」（10月 30日、東京・日比谷野外音楽堂） 

約 3,000 人が参加し、集会後デモ行進を行った。 

 

審 議 

1. 秋季合宿（11月 28日－29日、千葉・野田市）          

実施直前の確認を行った。 

2. 春季合宿（2016年 3月 5日－6日、長崎市）        

開催案について川口師から提案内容が説明された。 

・テーマ「原爆と被差別部落とキリシタン」（案） 

  ・初日は阿南重幸さん（長崎人権研究所事務局長）の案内によるフィールドワークと話。 

  ・二日目は下窄英知師（長崎教区事務局長）の「永井隆博士の『神の摂理』発言とは」と題した話。 

   その後分かち合いの時間をとる。 

・二日目午後はオプションとして「岡まさはる記念長崎平和資料館」見学と同館理事長の高實
たかざね

康
やす

稔
のり

さん

の話を企画。今回のテーマとは違うが長崎の侵略・加害の歴史を明確に伝える内容。 

  基本的に上記の内容で準備を進める。  

  12月 1日－2日で、下見のため前川が長崎へ出張する。 

3. 2016 年度計画について 

合宿、シンポジウム、全国会議などの企画、実施の際に、以下のポイントを重視することが提案された。 

   1）本委員会の目的や設立の主旨、これまでの活動などを紹介する資料を作る。 

   2）教区、小教区などの協力を得て、地域の人の参加を前提に行事を企画・運営する。 

   3）入門的なシンポジウムや講演会などを企画する。 

  具体的な計画は次回事務局会議で検討する。 

4. 2016 年度予算（案）について   

正規の予算用フォームが未定であったので、多少の変更の可能性を含んだ上で提案された。事務局会議
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で再度精査することを前提に承認された。 

5. 部落差別人権委員会の秘書、定例委員について         

来年 2016年に、委員長は 6 月の司教総会で、秘書、委員、事務長は 8月 31 日で 3年間の任期満了とな

り、いったん全員が退任する。後任は、委員長が司教協議会会長に対して候補を推薦する。委員長が推

薦候補を選ぶにあたって、秘書、社会福音化推進部長、事務長が協力する。 

6. その他 

・2000万人「戦争法の廃止を求める統一署名」へのご協力のお願い 

社会司教委員会の委員長名のカバー「ご協力のお願い」を着けて各教区事務局、修道会、宣教会本部

に送った。 

・当委員会の現行ホームページは個人名義の契約なので、いったん解約して新規のものに移行する予定。 

具体的には来年検討、実施する。 

 

 

■事務局会議 

日 時  2015年 12月 17日（木）11：00－15：00 

場 所  日本カトリック会館 会議室 2 

出席者  8人 

 

報 告 

1. 2015 年度第 3回事務局会議（10月 5日）の議事録確認 

2. 2015 年度第 3回定例委員会（11月 26日）の議事録確認 

3. シンポジウム「人間のいのちと尊厳」（10月 24日、カトリック関口教会 ケルンホール） 

3 人のシンポジストからの発題の後に質疑応答。約 40 人の参加。 

4. 秋季合宿（11月 28日－29日、千葉・野田市） 

関東大震災時に、被差別部落の行商人一行が虐殺された福田村事件と、千葉県の被差別部落の歴史の学

習を行った。 

5. 大阪教会管区部落差別人権活動センターの報告 

12月 14日の運営委員会で、2016年度の活動方針を決めた。大塚司教も参加した。 

今後は、大阪、京都だけでなく、名古屋で準備する学習会も企画する。 

6. その他 

・大阪教区の「信徒の会」で、LGBT(性的少数者)や障害者などの社会的な少数者の声を聴く場を教会の

中で作りたいという意見が出た。 

  ・「狭山事件の再審を求める市民集会・キリスト者前段集会」（10月 30 日、東京・日比谷野外音楽堂） 

・12月 5 日さいたま教区で、和田献一さんの案内で日光でのフィールドワークを行った。 

・11 月 28 日 サクラファミリア(大阪市)で、上杉 聰さんに「差別の問題今こそ学ぼう」と題して話し

てもらった。 

 

審 議 

1. 春季合宿（2016年 3月 5日－6日、長崎市） 

12月 1日－2日の下見、顔合わせの結果をもとに作成した「開催要項（案）」を説明。 

何点かの修正を行った。 

2. 2016 年度計画について 

合宿は、これまでできるだけ東西交互で開催を目指してきた。 

・2016年秋季合宿は、さいたま教区で準備し日光で開催する案が出された。 

・2017年春季合宿は西日本で開催を目指したい。 

次回の事務局会議で、再度検討する。 
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3. 2016 年度予算（案） 

修正なく承認された。 

 

 

■シンポジウム 

日 時  2015年 10月 24日（土）13：30－16：30 

場 所  カトリック関口教会 ケルンホール 

参加者  約 40人 

 

テーマ  「人間のいのちと尊厳 ～教会(わたしたち)は差別、排外主義にどう向き合うのか～」 

シンポジスト  崔
ちぇ

 春 子
ちゅんじゃ

（在日大韓基督教会高槻伝道所牧師） 

中村一成
いるそん

（ジャーナリスト） 

吉岡秀紀（大阪教区司祭） 

司 会     石川治子（聖心侍女修道会） 

 

 

■秋季合宿 

日 時  2015年 11月 28日（土）－29日(日) 

場 所  千葉県野田市（旧・福田村）  

参加者  28人 

 

テーマ  「福田村事件」 

関東大震災時に、香川県から行商に来ていた被差別部落出身の一行が襲われ幼児や女性を含

む９人が惨殺されたという事件。 

案内・講師 鎌田行平さん（一般社団法人 千葉県人権センター） 

ミサ    豊四季教会の日曜 10時のミサを「解放ミサ」として一緒にあずかった。 

 

 

 中央協議会事務局  

 

■総務 

3 月会議予定 

2 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 

3 日(木)      常任司教委員会                         〃 

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

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

3 日(木)       第 73 回ルーテル/ローマ・カトリック共同委員会             〃 

4 日(金)      カリタスジャパン事務局会議                   〃 

4 日(金)      列聖推進委員会                         〃 

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

7 日(月) -8 日(火)  正義と平和協議会定例委員会                       〃 

8 日(火)      難民移住移動者委員会中国人司牧者の集い             〃 

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

 11日(金) -12 日(土) 正義と平和協議会定例会議                    〃 

14 日(月)            典礼委員会定例会議                          〃 
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14 日(月)             WYDクラクフ大会第 3回教区代表者準備会議        日本カトリック会館 

16 日(水)       カリタスジャパン援助部会                            〃 

 

 

 

 

 

<会報 2016年 3月号 公文書> 

 

 2016年世界病者の日 教皇メッセージ  

 

第 24 回「世界病者の日」教皇メッセージ 

2016年 2月 11日 

 

マリアのように、いつくしみ深いイエスに自らをゆだねる 

「この人が何か言いつけたら、そのとおりにしてください」（ヨハネ 2・5） 

 

親愛なる兄弟姉妹の皆さん 

 

 第 24回「世界病者の日」は、病者の皆さんと、そのケアをする方々のとりわけ近くに寄り添う機会をわた

しに与えてくれます。 

  

 今年の「世界病者の日」は、聖地で厳かに祝われます。したがってわたしは、イエスが聖母マリアのとり

つぎを通して最初の奇跡を行った、カナの婚礼（ヨハネ 2・1－11）に関する福音について考えるよう提案し

たいと思います。この日のテーマ、「マリアのように、いつくしみ深いイエスに自らをゆだねる。『この人が

何か言いつけたら、そのとおりにしてください』（ヨハネ 2・5）」は、「いつくしみの特別聖年」にきわめて

ふさわしいものです。この日の中心となるミサは、2016年 2月 11 日、ルルドの聖母の記念日にナザレで行

われます。ナザレは、「ことばは肉となって、わたしたちの間に宿られた」（ヨハネ 1・14）地にほかなりま

せん。福音記者ルカが告げているように、イエスはナザレで、預言者イザヤのことばにご自身をあてはめ、

自らの救いの使命を果たし始められました。「主の霊がわたしの上におられる。貧しい人に福音を告げ知らせ

るために、主がわたしに油を注がれたからである。主がわたしを遣わされたのは、捕らわれている人に解放

を、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げるためである」

（ルカ 4・18－19）。 

 

 病気、とりわけ重い病気は、つねに人間の存在を危機にさらし、根本的な問いを生じさせます。わたした

ちの最初の反応は、ときには反抗的かもしれません。「どうしてこんなことがわたしに起こったのだろう」。

そして、わたしたちは絶望し、すべてが失われたと感じ、もう何も意味がないと思うことでしょう。 

 

 そのような状況では、神への信仰が試されますが、その一方で信仰がもつあらゆる前向きな力が明らかに

なります。それは、信仰によって病気や痛み、さらにはそれによる問題が無くなるからではありません。信

仰は、わたしたちが体験していることのもっとも深い意味を見いだすための鍵を与えてくれるからです。病

気は、十字架を担ってわたしたちの傍らを歩いておられるイエスにさらに近づく道になりうることを、その

鍵はわたしたちに教えてくれます。そして、この鍵は、イエスの母であり、この道に精通しておられるマリ

アから与えられます。 
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 カナの婚礼でのマリアは、花婿と花嫁が抱える重大な問題に気づく、心細やかな女性です。婚礼の喜びの

象徴であるぶどう酒がなくなっています。マリアはこの問題に気づき、それを何らかの形で自らの問題とし

てとらえ、控えめに、すばやく行動します。マリアはただ傍観するのではなく、ましてやあらさがしをする

のでもなく、イエスに向かって、次のように問題を指摘します。「ぶどう酒がなくなりました」（ヨハネ 2・3）。

そして、イエスがご自分の時はまだ来ていない（4節参照）と告げると、マリアは「この人が何か言いつけ

たら、そのとおりにしてください」（5 節）と召使いたちに言います。その時イエスは、多量の水をぶどう酒

に変える奇跡を行います。そのぶどう酒は、婚宴全体でもっとも上質であるとすぐに分かるものでした。こ

のカナの婚礼の神秘から、わたしたちは「世界病者の日」のためのどんな教えを得ることができるでしょう

か。 

 

 カナの婚宴は、教会のひとつの姿です。その中心には、しるしを行ういつくしみ深いイエスがおられ、そ

の周りには、新しい共同体の最初の実りである弟子たちがいます。そしてイエスと弟子たちの傍らには、賢

く信心深い聖母マリアがおられます。マリアは一般の人々と喜びをともにし、その喜びをさらに大きくする

のを助け、花婿、花嫁、そしてすべての招待客のために御子にとりなしてくださいます。イエスはご自分の

母の願いを決して退けません。この出来事は、どんなに大きな希望を皆に与えてくれることでしょう。わた

したちには、御子のように心優しく細やかに見守ってくださる一人の母がいます。その母の心は、御子のよ

うにいつくしみに満ちています。その手は、飢えた人のためにパンを裂き、病者に触れていやしてくださる

イエスの手のように、助けようとする手です。これらすべてが、わたしたちの心を信頼で満たし、キリスト

の恵みといつくしみに向けて開きます。マリアのとりつぎによって、わたしたちは慰めを受けることができ

ます。聖パウロは、そのことを神に感謝しています。「わたしたちの主イエス・キリストの父である神、慈愛

に満ちた父、慰めを豊かにくださる神がほめたたえられますように。神は、あらゆる苦難に際してわたした

ちを慰めてくださるので、わたしたちも神からいただくこの慰めによって、あらゆる苦難の中にある人々を

慰めることができます。キリストの苦しみが満ちあふれてわたしたちにも及んでいるのと同じように、わた

したちの受ける慰めもキリストによって満ちあふれているからです」（二コリント 1・3－5）。マリアは、自

らの子どもたちを慰めてくださる「慰められた」母なのです。 

 

 カナでは、イエスの姿と使命がはっきりと表れています。イエスは、困難に直面し、困窮している人を助

けてくださるかたです。実際、イエスは救い主としての働きの中で、病気や弱さ、悪霊のために苦しんでい

る多くの人々をいやし、目の見えない人に視力を与え、足の不自由な人を歩かせ、重い皮膚病の人々に健康

と尊厳を取り戻し、死者を生き返らせ、貧しい人々に福音を告げ知らせています（ルカ 7・21－22 参照）。婚

宴におけるマリアの願いは、聖霊によって母の心にもたらされましたが、それはイエスの救い主としての力

だけでなく、イエスのいつくしみも際だたせています。 

 

 マリアの心遣いには、神の優しさが映し出されています。そして、その同じ優しさは、病者に寄り添い、

病者のほんのささやかな要求も把握している多くの人々の生き方にも表れています。そうした人々は、愛に

あふれた目で病者を見るからです。病気のわが子の枕元にいる母親、年老いた親の世話をする子、祖父母の

そばにいる孫は、何度、自らの祈りをマリアの手にゆだねたことでしょう。病気で苦しんでいる最愛の人の

ために、わたしたちはまず健康を願い求めます。イエスご自身も、まさにいやしを通して、神の国の現存を

明らかにしました。「行って、見聞きしていることをヨハネに伝えなさい。目の見えない人は見え、足の不自

由な人は歩き、重い皮膚病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧し

い人は福音を告げ知らされている」（マタイ 11・4－5）。しかし、わたしたちは信仰によって息づいた愛によ

って、肉体の健康よりもさらにすばらしい何かを、それらの人々のために願い求めるようになります。わた

したちは平和を求めます。平和は、心からもたらされる生活の平穏さであり、神のたまものです。それは、

御父がご自分を信頼して願い求める人に必ず与えてくださる聖霊の実なのです。 

 

 カナの場面には、イエスとその母マリアの他に「召使い」と呼ばれる人々がいます。マリアから「この人
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が何か言いつけたら、そのとおりにしてください」（ヨハネ 2・5）と助言された人々です。奇跡はもちろん、

キリストのわざによって起こりますが、イエスはその奇跡を行うにあたり人間の助けを借りることを望みま

す。イエスは水がめに直接、ぶどう酒を出すこともできたでしょう。しかし、イエスは人間の協力に頼るこ

とを望み、水がめに水をいっぱい入れるよう召使いたちに頼みます。神は、他の人の召使いであることをど

れほど尊重し歓迎してくださることでしょう。それは、まさに「仕えられるためではなく仕えるために来た」

（マルコ 10・45）イエスに倣うことにほかなりません。福音に登場するこれらの名もない人々は、わたした

ちに多くのことを教えてくれます。彼らはただ従うのではなく、存分に従い、かめの縁まで水を満たします

（ヨハネ 2・7参照）。彼らは不平を言ったり躊躇したりせずに、マリアを信頼し、頼まれたことをすぐにし

っかり果たします。 

 

 この世界病者の日にあたり、イエスとわたしたちの母であるマリアのとりつぎを通して、いつくしみ深い

イエスに願い求めましょう。わたしたちを、困窮している人々、とりわけ病気で苦しんでいる兄弟姉妹のた

めに喜んで仕えられる者にしてください。その奉仕には、ときには疲労や重荷が伴うでしょう。しかし、わ

たしたちは、主が必ず人間の努力を、何らかの形で聖なるものに変えてくださると確信しています。わたし

たちも、しばしば隠れたところで行われる神の奇跡を助ける手、腕、心になることができます。健康である

か否かにかかわらず、わたしたちも、カナの婚宴で水がめに満たされ良いぶどう酒に変えられた水のように、

自分の疲れや苦痛をささげることができます。わたしたちは、苦しんでいる人々を静かに支えるたびに、病

者であるときと同じように日々の十字架を背負い、師であるイエスに従うのです（ルカ 9・23 参照）。苦しみ

の体験は、つねに神秘に包まれていますが、イエスはその意味を明らかにするのを助けてくださいます。 

 

 もしわたしたちが、「この人が何か言いつけたら、そのとおりにしてください」というマリアのことばに従

うことができたら、イエスはいつでも、わたしたちのいのちの水を良いぶどう酒に変えてくださいます。し

たがって、聖地で厳かに祝われる今年の「世界病者の日」は、わたしが「いつくしみの特別聖年公布の大勅

書」に記した願いをかなえる助けとなるでしょう。「いつくしみのうちに過ごすこの特別聖年が、こうした宗

教（ユダヤ教、イスラーム）や、また他の優れた宗教的伝統との出会いを促す一助となりますように。この

年を通して、さらによく知り合い理解するために、わたしたちがより対話へと開かれた者とされますように。

いかなる姿であろうと閉鎖的・侮辱的態度は根絶され、いかなる暴力も差別もしりぞけられますように」（教

皇フランシスコ『イエス・キリスト、父のいつくしみのみ顔』23）。それぞれの病院や介護施設は、出会いと

平和の文化を促すための目に見えるしるしと場になりえます。そこでは、病気や苦しみの体験も、専門的で

温かい助力も、あらゆる限界や分裂を克服する一助となるのです。 

 

 このことにおいて、昨年５月に列聖された二人の修道女が模範となります。それは、聖マリー＝アルフォ

ンシーヌ・ダニル・ガッタス修道女と十字架のイエスの聖マリア・バウアルディ修道女です。二人とも聖地

の出身です。前者は、互いに相手の責任を担い、尽くし合うことの重要性をはっきりとあかしした、従順さ

と一致の証人です。後者は謙遜で読み書きのできない女性でしたが、聖霊に素直に従い、ムスリム社会との

出会いの道具となりました。 

 

 わたしは、病者や苦しむ人に仕えるすべての人が、いつくしみの母であるマリアの心によって力づけられ

るよう望みます。「この特別聖年の間、その優しいまなざしをもって、わたしたちに寄り添ってくださいます

ように。そうしてわたしたち皆が、神が柔和でおられることの喜びを新たに見いだせますように」（同 24）。

このことを心に留め、行動で表しましょう。わたしたちの不安と試練だけでなく喜びや慰めも、おとめマリ

アのとりつぎにゆだねましょう。そして、マリアに祈りましょう。とりわけわたしたちが苦しんでいる時に、

マリアのいつくしみ深いまなざしがわたしたちに向けられますように。今もいつも、わたしたちを御子イエ

スのいつくしみ深いみ顔を見るに値する者としてくださいますように。 

 

 皆さんのために祈りつつ、使徒的祝福を送ります。 
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悲しみの聖母の記念日 

フランシスコ 

 

 

 

 2016年世界青年の日 教皇メッセージ  

 

第 31 回世界青年の日教皇メッセージ 

「あわれみ深い人々は、幸いである、その人たちはあわれみを受ける」（マタイ 5・7） 

 

親愛なる若者の皆さん 

 

来年の 7 月、第 31 回世界青年の日が祝われるクラクフへのわたしたちの巡礼は、最終段階に入りました。

わたしたちは、「山上の説教」の中のイエスのことばによって、この長く険しい道を導かれています。2014

年に、「心の貧しい人々は、幸いである、天の国はその人たちのものである」（マタイ 5・3）という最初の幸

いについてともに考え、この旅を始めました。2015 年のテーマは「心の清い人々は、幸いである、その人た

ちは神を見る」（マタイ 5・8）でした。この一年は、「あわれみ深い人々は、幸いである、その人たちはあわ

れみを受ける」（マタイ 5・7）ということばによって導かれましょう。 

 

1. いつくしみの聖年 

 このテーマのもとに行われる 2016年ワールドユースデークラクフ大会は、いつくしみの聖年と結びついて

おり、世界規模で行われる真の「若者の聖年」となるでしょう。若者の世界大会が聖年と重なったのは今回

だけではありません。あがないの聖年（1983－1984）にあたり、聖ヨハネ・パウロ二世は、枝の主日に集う

よう世界中の若者に初めて呼びかけました。そして、2000年の大聖年には、165カ国から 200万人以上の若

者が第 15回世界青年の日を祝うためにローマに集まりました。クラクフで行われる「若者の聖年」も、こう

した過去の二大会と同様、この聖年のハイライトの一つになると確信しています。 

 皆さんの中には、「教会で祝われている聖年とは何だろう」と自問する人もいるでしょう。聖書のレビ記

25 章は、「ヨベルの年」がイスラエルの民にとって何を意味していたかを理解する助けとなります。イスラ

エルの民は、50 年ごとに自分たちを呼び寄せる（jobil）角笛（jobel）の音を聞きました。それは、すべて

の人の和解（jobal）の時として聖年を祝うためでした。聖年の間、人々は無償の精神のもとに、神、隣人、

そして被造物と自分たちの間の良い関係を取り戻さなければなりませんでした。したがって、その年にはと

りわけ負債の帳消し、貧困に陥った人への特別な援助、対人関係の改善、奴隷の解放が促されました。 

 イエス・キリストは、永遠に続く主の恵みの時を告げ知らせ、実現させるために来られました。イエスは、

貧しい人々に良い知らせを、捕らわれた人に解放を、目の見えない人に視力を、圧迫されている人に自由を

もたらしました（ルカ 4・18－19 参照）。イエスのうちに、とりわけイエスの過越の神秘のうちに、聖年の深

い意味が完全に実現します。キリストの名によって教会が聖年を宣言するとき、わたしたちは皆、素晴らし

い恵みの時を体験するよう招かれます。教会は、神が近くにおられることを表わす多くのしるしを示し、本

質的なものを見つめる力を人々の心に呼び覚ますよう招かれています。とりわけこのいつくしみの聖年は、

「復活の日に主から託された使命の意味を、教会が再び見いだす時です。その使命とは、御父のいつくしみ

のしるしと道具になることです」（教皇フランシスコ、「神のいつくしみの主日」前晩の祈りでの説教、2015

年 4月 11日）。 

 

2.  御父のようにいつくしみ深く 
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 この特別聖年のモットーは「御父のようにいつくしみ深い者となること」です（教皇フランシスコ大勅書

『イエス・キリスト、父のいつくしのみ顔』13参照）。このモットーは今回のワールドユースデーのテーマ

とよく調和しています。ですから、神のいつくしみの意味をより深く理解するよう努めましょう。 

 旧約聖書は、いつくしみについて語るためにさまざまなことばを用いています。その中でもっとも意味深

いことばは、ヘセド（hesed）とラハミーム（rahamim）です。神について用いられる場合、前者は、神はご

自分が絶えず愛し、ゆるしておられる民との契約を、つねに忠実に守ることを表します。後者のラハミーム

は、「はらわた」、特に母の胎を意味する単語です。このことばは、神は、母が自分の子を愛するように、ご

自分の民を愛しておられることを理解する助けとなります。預言者イザヤが述べている通りです。「女が自分

の乳飲み子を忘れるであろうか。母親が自分の産んだ子をあわれまないであろうか。たとえ、女たちが忘れ

ようとも、わたしがあなたを忘れることは決してない」（イザヤ 49・15）。このような愛により、人は自分自

身の中に他の人のための場をもうけ、隣人に共感し、ともに苦しみ、喜ぶようになります。 

 いつくしみという聖書的な概念には、無償で与え、ゆるすことのできる忠実な愛を、具体的に表わすこと

も含まれます。ホセア書の次の箇所には、神の愛の非常に美しい一例が、子に対する父の愛にたとえつつ、

示されています。「まだ幼かったイスラエルをわたしは愛した。エジプトから彼を呼び出し、わが子とした。

わたしが彼らを呼び出したのに、彼らはわたしから去って行き……エフライムの腕を支えて歩くのを教えた

のは、わたしだ。……わたしは人間の綱、愛のきずなで彼らを導き、彼らのあごからくびきを取り去り、身

をかがめて食べさせた」（ホセア 11・1－4）。たとえ子どもが罰に値するような悪い行いをしても、父の愛は

忠実であり、悔いているわが子をいつもゆるします。このように、いつくしみにはつねにゆるしが含まれま

す。いつくしみは「抽象的な概念ではなく、わが子のことでからだの奥からわき起こる親の愛のように、神

がご自分の愛を明かす具体的な現実なのです。……この愛は深い自然な気持ちとして心からわき起こるもの

で、優しさ、共感、寛大さ、そしてゆるしの気持ちです」（『イエス・キリスト、父のいつくしみのみ顔』6）。 

 新約聖書は、イエスが御父の名のもとにこの世で成し遂げるために来られたわざを統合するものとして、

神のいつくしみ（eleos）を語っています（マタイ 9・13参照）。主のいつくしみは、神が人間の苦悩に向け

て身をかがめ、理解やいやし、ゆるしを必要としている人々をあわれんでくださるときに、とりわけ表れま

す。イエスのすべてが、いつくしみを伝えています。イエスご自身がまさに、いつくしみです。 

 ルカによる福音書 15章には、いつくしみに関する三つのたとえ話があります。見失った羊のたとえ、なく

した銀貨のたとえ、そして放蕩息子のたとえです。この三つのたとえ話では、神の喜び、すなわち神が罪人

を見つけ、その人をゆるすときに抱く喜びに心を打たれます。そうです。ゆるすことが神の喜びです。福音

全体はこのようにまとめられます。「わたしたちは皆、見失った羊であり、なくした銀貨です。わたしたちは

皆、偽りの偶像と幸福の幻想を追って自らの自由を浪費し、すべてを失った、あの息子です。しかし神はわ

たしたちを忘れません。御父は決してわたしたちを見捨てません。神は忍耐強い父であり、つねにわたした

ちを待っていてくださいます。神はわたしたちの自由を尊重しますが、つねに忠実であり続けます。そして、

わたしたちが立ち帰るなら、子としてご自分の家に迎え入れてくださいます。神は愛をもってわたしたちを

待つことを片時もやめないからです。神の心は、子が立ち帰るとき、いつも喜び祝います。神が喜び祝うの

は、それが喜ばしいことだからです。わたしたち罪人の一人が立ち帰って、ゆるしを願うとき、神は喜ぶの

です」（「お告げの祈りでのことば」2013年 9月 15日）。 

 神のいつくしみは非常に具体的です。わたしたちは皆、神のいつくしみを直接、体験するよう招かれてい

ます。わたしは 17才の頃のある日、友人と出かけようとしましたが、その前に教会に立ち寄ることにしまし

た。そこで、わたしは心の底から信頼できる司祭と出会い、告解して自分の心を打ち明けたいと感じました。

この出会いがわたしの人生を変えました。謙虚に、包み隠さず自分の心を開けば、非常に具体的なかたちで

神のいつくしみを見ることができると気づいたのです。神はこの司祭という人の内におられ、わたしが教会

に足を踏み入れる前から、すでにわたしを待っておられたと、わたしは確信しています。わたしたちは神を

探し求めますが、神はわたしたちより前にそこにおられ、いつもわたしたちを探し、最初にわたしたちを見

つけてくださいます。皆さんの中には、心に重荷を抱え、「こんなことも、あんなこともしてしまった」と思

っている人もいるでしょう。どうか心配しないでください。神は皆さんを待っておられます。神は父であり、

わたしたちをいつも待っていてくださいます。ゆるしの秘跡で御父のいつくしみ深い抱擁を感じること、告
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白場はいつくしみの場であることに気づくこと、そしてわたしたちをいつもゆるしてくださる主のいつくし

み深い愛に触れていただくことは、何と素晴らしいことでしょう。 

 親愛なる若者の皆さん、あなたを見つめる永遠の愛のまなざしを、これまで感じたことがありますか。そ

のまなざしは、あなたのすべての罪や限界、過ちを超えて、あなたを信じ、希望をもってあなたの生活を見

守り続けます。愛によってすべてを与えてくださる神にとって、あなたがどんなに大切な存在であるか気づ

いていますか。聖パウロが教えているとおりです。「わたしたちがまだ罪人であったとき、キリストがわたし

たちのために死んでくださったことにより、神はわたしたちに対する愛を示されました」（ローマ 5・8）。こ

のことばのもつ力を、わたしたちは本当に理解しているでしょうか。 

 皆さんにとって、WYDの十字架がどんなに大きな意味をもつのか、わたしにも分かります。この十字架は

聖ヨハネ・パウロ二世からの贈り物であり、1984年以降のすべての世界大会を皆さんとともに歩んできまし

た。この簡素でむき出しの十字架に出会った若者の生活に、いかに多くの変化や真の回心が起こったことで

しょう。おそらく皆さんは、この十字架の素晴らしい力の源は何だろうと、自問したことでしょう。その答

えはこれです。十字架は神のいつくしみをもっとも雄弁に物語るしるしです。人間への神の愛のはかりは、

はかることなく愛することです。わたしたちは十字架を通して、神のいつくしみに触れることも、そのいつ

くしみに触れていただくこともできます。ここで、イエスの隣で十字架にかけられた二人の犯罪人のエピソ

ードを思い起こしたいと思います。一人は、横柄で、自分が罪人であることを認めず、イエスをののしりま

す。もう一人は、自分の悪行を認め、主に向かって言います。「イエスよ、あなたの御国においでになるとき

は、わたしを思い出してください。」イエスは無限のいつくしみをもって彼を見て答えます。「あなたは今日

わたしと一緒に楽園にいる」（ルカ 23・32、39－43参照）。わたしたちはこの二人のうちのどちらと同じでし

ょうか。自分の過ちを認めない横柄な人でしょうか。それとも自分には神のいつくしみが必要であることを

認め、そのいつくしみを心から求める人でしょうか。わたしたちの人生を良いものと見なし、つねにやり直

すチャンスを与えてくださる無条件の愛は、わたしたちのために十字架上でご自分のいのちをささげてくだ

さった主のうちにこそ見いだすことができるのです。 

 

3. 神のいつくしみの道具であることの大きな喜び 

 みことばは、「受けるよりは与える方が幸いである」（使徒言行録 20・35）と教えています。だからこそ、

第五の幸いは、あわれみ深い人は幸いであると宣言しているのです。わたしたちは、主が最初に自分たちを

愛してくださったことを知っています。しかしわたしたちは、たまもの、無償の愛という神の「論理」に従

ってはじめて本当に幸せになります。神がわたしたちを無限に愛してくださり、わたしたちをご自分と同じ

ようにはかることなく愛せるようにしてくださったことに気づいてはじめて、わたしたちは幸せになるので

す。聖ヨハネは語っています。「愛する者たち、互いに愛し合いましょう。愛は神から出るもので、愛する者

は皆、神から生まれ、神を知っているからです。愛することのない者は神を知りません。神は愛だからです。

……わたしたちが神を愛したのではなく、神がわたしたちを愛して、わたしたちの罪を償ういけにえとして、

御子をお遣わしになりました。ここに愛があります。愛する者たち、神がこのようにわたしたちを愛された

のですから、わたしたちも互いに愛し合うべきです」（一ヨハネ 4・7－11）。 

 主がどのようにご自分のいつくしみをお与えになるかについて、非常に簡潔にまとめてきましたが、これ

からは、隣人へのいつくしみの道具になる方法について、具体的な提案をしたいと思います。 

 福者ピエル・ジョルジョ・フラサーティの模範について考えます。彼は次のように語りました。「イエスは

毎朝、聖体拝領を通してわたしを訪れてくださいます。そして、わたしはその訪問に、自分ができるささや

かな方法でお返します。それは貧しい人々を訪れることです。」ピエル・ジョルジョという若者は、もっとも

困窮している人々を思いやるいつくしみ深い心をもつことが何を意味するのかを理解していました。彼は物

よりもはるかに大きなものを差し出しました。彼は、自分の時間、ことば、そして聞く力を差し出すことに

よって、自分自身をささげたのです。彼は人目につかずに、黙々と貧しい人々に仕えました。福音が示して

いることをまさに実行したのです。「施しをするときは、右の手のすることを左の手に知らせてはならない。

あなたの施しを人目につかせないためである」（マタイ 6・3－4）。想像してみてください。彼は、他界する

前日、重い病の床にあっても、どうしたら困窮している友人たちを助けられるか指図していました。彼の家
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族や友人は、彼の葬儀に自分たちの知らない貧しい人々が大勢、参列したことに驚きました。それは、青年

ピエル・ジョルジョによって支えられ、助けられた人々だったのです。 

 わたしは、いつも好んで真福八端をマタイによる福音書 25章と結びつけます。イエスはこの章の中で、い

つくしみのわざを示し、わたしたちはそのわざによって裁かれると語っておられます。ですから、身体的な

慈善のわざ、すなわち飢えた人を食べさせ、渇いた人に飲み物を与え、裸の人に衣服を着せ、病者を介抱し、

囚人を訪れ、死者を埋葬することに改めて目を向けるよう皆さんにお願いします。また、精神的な慈善のわ

ざも忘れてはなりません。それは、不安に陥っている人の相談にのり、十分な知識がない人を教え、罪人に

忠告し、悲しんでいる人をなぐさめ、侮辱されたことをゆるし、面倒を起こしがちな人と忍耐強くかかわり、

生者と死者のために神に祈ることです。ご存じのように、いつくしみは単に「良い人」となることを意味す

るのでも、単なる感傷的な行為でもありません。それは、わたしたちがイエスの本物の弟子であるか、現代

社会に生きるキリスト者として信頼に値するかどうかを明らかにするものです。 

 とても現実的な若者の皆さんに次のことを提案します。2016年の最初の 7カ月の間、それぞれの月に行う

身体的な慈善のわざと精神的な慈善のわざを選んでください。現代における神のいつくしみの謙遜な使徒で

ある聖ファウスティナの祈りからヒントを得てください。 

  

主よ、わたしの目がいつくしみ深くあるように助けてください。 

 隣人を決して外観によって疑ったり、判断したりせず、 

 彼らの霊魂の中に美しいものを探し求め、 

 彼らを助けることができますように。 

 主よ、わたしの耳がいつくしみ深くあるように助けてください。 

 隣人の必要に注意を払い、 

隣人の痛みや嘆きに無関心でないようにしてください。 

 主よ、わたしの舌がいつくしみ深くあるように助けてください。 

 隣人について決して否定的に話さず、 

 すべての人になぐさめとゆるしのことばをかけることができますように。 

 主よ、わたしの手がいつくしみ深く、 

善い行いで満ちているように助けてください。 

…… 

 主よ、わたしの足がいつくしみ深くあるように助けてください。 

 わたし自身の疲れや退屈に打ち勝って、 

 隣人を助けに急ぐことができますように。 

…… 

 主よ、わたしの心がいつくしみ深くあるように助けてください。 

 隣人のあらゆる苦しみを感じることができますように。 

 

（『日記』163〔ユリアン・ルジッキ、相原富士子共訳『聖ファウスティナの日記、わたしの霊魂における神

のいつくしみ』聖母の騎士社〕） 

 

 このように、神のいつくしみのメッセージは行動するよう求めるものであり、それゆえに非常に具体的で

厳しい生き方です。もっとも明白で、おそらくもっとも行うことが困難ないつくしみのわざは、自分を傷つ

けた人、自分に悪事を働く人、敵と思われる人をゆるすことです。「ゆるせないと思うことが幾度もあること

でしょう。けれどもゆるしとは、心の平安を得るために、わたしたちの弱い手に与えられた道具なのです。

恨み、怒り、暴力、復讐を手放すことが、幸せに生きるための必要条件です」（『イエス・キリスト、父のい

つくしみのみ顔』9）。 

 わたしは、この世界にうんざりしていると語る、大勢の若者に会いました。この世界は、さまざまな勢力

を支持する人々の間の衝突や、多くの紛争によって分裂し、中には暴力の正当化のために宗教が利用される
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ケースすらあるからです。わたしたちは、自分に何か悪いことをする人にいつくしみ深くなる恵みを与えて

くださるよう、主に願わなければなりません。イエスは、ご自分を十字架につけた人々のために十字架上で

祈りました。「父よ、彼らをおゆるしください。自分が何をしているのか知らないのです」（ルカ 23・34）。

いつくしみは、悪を打ち負かす唯一の方法です。正義ももちろん不可欠ですが、それだけでは十分ではあり

ません。正義といつくしみがともに歩まなければなりません。わたしたち皆が、心から祈りをささげるため

に一つになって声を合わせ、自分たちと全世界をいつくしんでくださるよう主に願い求めることができたら、

どんなに良いでしょう。 

 

4.クラクフがわたしたちを待っています 

 ポーランドにわたしたちが集うまで、あと数カ月しかありません。聖ヨハネ・パウロ二世と聖ファウステ

ィナの町、クラクフが両腕を広げ、開かれた心でわたしたちを待っています。わたしは、現代におけるいつ

くしみの偉大な使徒であるこの二人の故郷、クラクフで「若者の聖年」を祝うのは、神の摂理の導きによる

ものと確信しています。ヨハネ・パウロ二世は、現代はいつくしみの時であることに気づいていました。そ

して、教皇在位期間の初期に回勅『いつくしみ深い神』を記しました。2000年の大聖年には、ファウスティ

ナ修道女を列聖し、「神のいつくしみの主日」を制定しました。その日は、現在、復活節第二主日に記念され

ています。2002年には、クラクフの「神のいつくしみ大聖堂」を自ら献堂し、世界を神のいつくしみにゆだ

ねました。地上のすべての人にこのメッセージが届き、人々の心を希望で満たすよう望みながら。「このとも

しびを、神の恵みによってともす必要があります。このいつくしみの炎を世界中に届けなければなりません。

神のいつくしみのうちに、世界は平和を見いだし、人類は幸せを得るのです」（クラクフの「神のいつくしみ

大聖堂」献堂式説教、2002年 8月 17日）。 

 親愛なる若者の皆さん、いつくしみのイエスにささげられたクラクフの大聖堂で、イエスが皆さんを待っ

ておられます。そこには神の民によって大切にされているいつくしみのイエスの肖像画があります。イエス

は皆さんを信頼し、皆さんに期待しています。イエスは皆さん一人ひとりに、大切なことを山ほど語ろうと

しておられます。無限の愛に満ちたイエスの視線が皆さんに向けられ、イエスのいつくしみ深いまなざしが

注がれることを恐れないでください。そのまなざしは、皆さんのすべての罪をゆるし、皆さんの人生を変え、

魂の傷をいやすことができます。また、皆さんの若い心の奥深くにある、愛と喜び、真の幸せを求める渇き

をいやすこともできます。イエスのもとに行ってください。そして、恐れないでください。心の底から「イ

エスよ、あなたに信頼します」と言いに行ってください。イエスの無限のいつくしみに触れていただいてく

ださい。皆さんも、行いとことば、祈りを通して、この利己主義や憎しみ、数多くの絶望で傷ついた世界で、

いつくしみの使徒となるためです。 

 聖ヨハネ・パウロ二世が言われたように、キリストのいつくしみ深い愛の炎を、皆さんの日常のあらゆる

ところに、そして地上の隅々にまで運んでください。この使命において、わたしは祝福と祈りのうちに皆さ

んに寄り添います。今回のワールドユースデークラクフ大会に霊的に備える旅の最終段階にあたり、わたし

は皆さんをいつくしみの母であるおとめマリアにゆだね、心から皆さんを祝福します。 

バチカンにて 

2015年 8月 15日 

聖母被昇天の祭日 

フランシスコ 
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