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 常任司教委員会  

 

■7 月定例常任司教委員会 

日 時  2016年 7月 7日（木）10：00－15：00 

場 所  日本カトリック会館 会議室 2 

出席者  委  員  7人 

          事務局  7人 
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報 告 

1. ユスト高山右近の列福式日程確定について 

教皇庁国務省長官は、ユスト高山右近の列福式を 2017 年 2月 7日(火)正午から大阪市で行うことを発表

したとの通知が列聖推進委員会に届き、6月 23日付で各報道機関にプレスリリースを配信した。 

2. 熊本地震の寄付金募集の今後の見通しについて 

現在各教区では、熊本地震被災者のための寄付を募っているが、福岡教区に直接行う寄付とカリタスジ

ャパンを通して行う寄付の二本立てとなっている。福岡教区としても被災内容の全体像がまだ、すべて

把握できている状況ではないので、10月を目途に各教区に向けて中間報告を行う。 

3. 『今こそ原発の廃止を』の「あとがき」と「Q&A」に関する確認について 

2016年度定例司教総会において、同総会の諸意見を加味して修正を行った『今こそ原発の廃止を－日本

のカトリック教会の問いかけ』の出版が承認されたが、同総会に未提出であった「あとがき」と「Q&A」

が本常任司教委員会に提出され、確認を行った。指摘された箇所を反映して、出版準備を行う。 

4. FABC第 11回総会への援助金送金に対する御礼について 

2016年 2 月の常任司教委員会で確定した FABC 第 11回総会への援助金（3,000 ドル）を FABC事務局に送

金したところ、6月 20 日に礼状が届いた。 

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 

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

73,542,948 円、支出合計は、62,173,551円、残高は 11,369,397 円となった。 

 

審 議 

1. 2016 年平和旬間に向けての司教協議会会長談話について 

2016年平和旬間に向けての日本カトリック司教協議会会長談話は、本常任司教委員会の諸意見を加味し

て髙見大司教が修正し、発表する。 

2. 脱原発に関する司教団メッセージについて 

2016年度定例司教総会での諸意見を受けて修正した脱原発に関する司教団メッセージ（案）の内容を常

任司教委員会として承認した。今後は社会司教委員会で微修正を行い、再度常任司教委員会に提出した

うえで、10月の特別臨時司教総会に諮る。 

3. 2016 年度特別臨時司教総会について 

本常任司教委員会で申し合わせた 2016 年度特別臨時司教総会の内容とプログラムで、準備を進めること

を承認した。 

4. カトリック中央協議会経理規程の一部改訂について  

カトリック中央協議会経理規程の第 5条の事業年度を 1 月 1 日から 12 月 31日までとする変更などを承

認した。 

5. カトリック中央協議会資金運用会議内規について 

本常任司教委員会での諸意見に基づいて修正した「カトリック中央協議会 財務委員会資金運用会議内

規」を承認した。 

6. 財務委員会委員選出について 

財務委員会の法人外部からの次期委嘱委員を選出した。 

7. 次期各種委員会秘書・委員の任期について 

特別委員会を除き、通常、各種委員会と部門の秘書と委員の任期は 3 年であるので、次期秘書と委員の

任期は、2016年 9月 1日から 2019年 8 月 31日までとなる。このたびの会計年度の変更にともない、2017

年から定例司教総会が 2月となり、次期委員長は 2019 年 2 月に改選される。そのため、2016年 8月 31

日までで任期が終了する各種委員会の秘書と委員の次期の任期を 2016年 9月 1日から 2019 年 3月 31

日まで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。  
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①書籍名 今こそ原発の廃止を－日本のカトリック教会の問いかけ 

内  容 2011年に発表された司教団メッセージを補完する、脱原発に関する文書 

②書籍名 国籍を越えた神の国をめざして（改訂版） 

内 容 「いつくしみの特別聖年」の企画として、『国籍を越えた神の国をめざして』（1993年社会 

司教委員会発行）を現状に即した内容に改訂。 

③書籍名 外国語版 国籍を越えた神の国をめざして（改訂版） 

内 容 上記②の外国語版 

④書籍名 右近と歩む祈りの旅－ユスト高山右近の列聖に向けて、8日間の黙想－ 

内 容 ユスト高山右近の列聖に向けた黙想の冊子 

 

 

 社会司教委員会  

 

■第 82 回社会司教委員会 

日 時  2016年 6月 2日（木）18：00－21：00 

場 所  日本カトリック会館 会議室 4 

出席者  8人 

 

審 議 

司教団メッセージ『世界中の原子力発電の廃止を』（仮題）について 

 

 

■第 83 回社会司教委員会 

日 時  2016年 6月 14日（火）16：20－16：50 

場 所  日本カトリック会館 会議室 5 

出席者  7人 

 

審 議 

以下の通り役職を確定した。 

1. 社会司教委員会 

委員長  浜口末男司教 

  副委員長 勝谷太治（正義と平和協議会会長） 

  HIV/AIDSデスク 菊地 功（カリタスジャパン） 

2. 教団関連 

『同和問題』にとりくむ宗教教団連帯会議（同宗連）    

    担当司教 平賀徹夫司教（部落差別人権委員会委員長） 

教団代表 髙見三明大司教（司教協議会会長） 

部落問題に取り組むキリスト教連帯会議（部キ連） 

    担当司教 平賀徹夫司教（部落差別人権委員会委員長） 

    教団代表 髙見三明大司教（司教協議会会長） 

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） 

    共同代表 松浦悟郎司教（難民移住移動者委員会委員長） 

    顧問   髙見三明大司教（司教協議会会長） 
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■第 84 回社会司教委員会司教秘書合同会議 

日 時  2016年 7月 7日（木）15：00－18：00 

場 所  日本カトリック会館 会議室 2 

出席者  15人 

 

報 告 

1. 浜口末男司教（大分教区）新委員長の就任 

2. 2016 年度定例司教総会の報告 

3. 『今こそ原発の廃止を－日本カトリック教会の問いかけ』の出版について 

4. 『DOCAT』（青年向けの社会教説）翻訳に係る青年体験学習企画について 

5. 各委員会より 

 

審 議 

1. 2016 年度「司教のための社会問題研修会」について 

予定していた日程と臨時司教総会が重なったため、今年度の社会問題研修会は実施しないことを決定し

た。 

2. 脱原発をよびかける司教団メッセージについて 

『今こそ原発の廃止を－日本のカトリック教会の問いかけ』発行と同時に、2011 年司教団メッセージ『今

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－』に続く、脱原発をよびかける

司教団メッセージの文案の検討を行った。 

3. 平和旬間のメッセージについて 

今年度は会長談話を発表することが確定しているため、社会司教委員会のメッセージは準備しないこと

を確認した。 

4. 出版記念シンポジウムについて 

回勅『ラウダート・シ－ともに暮らす家を大切に』および『今こそ原発の廃止を－日本のカトリック教

会の問いかけ』（9月発売予定）の出版記念シンポジウムを、臨時司教総会中の 2016年12月14 日(水)の

夕方から都内で開催できるよう今後調整していく。 

5. 出前研修会について 

2016年度は試験的に出前研修を行う。今のところ 2教区から申し出があり、それぞれの委員会で費用を

負担する。来年度からは社会司教委員会が出前研修費用を負担することを決定した。 

6. 『DOCAT』（青年向け社会教説）の翻訳に係る青年体験学習企画の司教窓口 

社会司教委員長の浜口末男司教が司教窓口を担当する。 

 

 

 新福音化委員会  

 

■2016 年度第 2 回会議 

日 時  2016年 7月 8日（金）10：00－12：00 

場 所  日本カトリック会館 会議室 4 

出席者  6人 

欠席者  1人 

 

審 議 

2017年記念事業に関する具体的検討 

第 1回福音宣教推進全国会議（NICE－1）開催から 30年という節目である 2017年に、日本の福音宣教に
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おける課題を検討する記念事業を開催する件について、協力者として六甲学院教員の吉村信夫さんと聖

パウロ女子修道会の大岩一美修道女を招聘し、当委員会の設立目的と照らし合わせながら、この記念事

業の主旨確認を行った。開催日や会場、参加者など具体的な内容については次回会合で検討する。 

 

次回  2016年 9月 23日（金）13：30－15：30  日本カトリック会館 

 

 

 学校教育委員会  

 

■第 153 回学校教育委員会 

日 時  2016年 1月 6日（水）15：30－17：30 

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  10人 

 

審 議 

1. 第 29回「校長・理事長・総長管区長の集い(集い)」確認事項 

①案内状内容確認 

テーマを「カトリック学校におけるグローバル教育―『ラウダート・シ』といつくしみの霊性をもと

に―」とする。 

・カトリック新聞に載った「ラウダート・シ」のレジュメを 1枚にまとめて同封する。信者でない人

やカトリック新聞を読んでいない人にもわかりやすいだろう。委員にも送る。 

②分科会メモ用紙内容について 

「ガイドライン」と書くと、とらわれてしまうかもしれないので、別の言葉にする。 

③役割分担 

   全体の司会 阿南秘書、分科会説明 清水委員、懇親会司会 山崎委員、 

質疑応答のマイク 学校連合会の職員、録画担当 清水委員と助手（昼食負担）、 

典礼（選曲、共同祈願とオルガンの依頼、ミサ準備） 片山委員と杉田委員 

④謝礼  前回と同額で決定。 

⑤しおり表紙  いつくしみの特別聖年のロゴを使うことに決定した。 

⑥書籍販売 

中央協議会出版部、オリエンス、サンパウロから出張してくる。29日にサンパウロは会議のため共著

のみを残し帰るので、委託販売が可能か検討し、学校連合会の職員が担当することに決まった。 

2. 学校教育委員会サイト立ち上げについて 

・学校教育委員会と学校連合会の違いがわからないという議論は最初からある。宗教法人と学校法人の

違い。教区によって違う対応をしていることが大きな問題。 

・「教会法」という文言を含む規約から抜粋して掲載しているので、教会法を載せる必要が出てくるので

あって、イヤーブックに載せている文章を転載して、教会法と規約は削除する。 

・「ご参考サイト」は中央協のトップページをスキップする人もいる可能性があるので、役に立ちそうな

修道会のサイトをトップページと重複しても載せた方がいい。 

・「カトリック学校の存廃問題に対する司教団の対応規程」は 2001年のもので、時代に則していないの

で削る。なかったことにする訳ではない。 

次回継続審議となったので「集い」では報告しない。 

3. その他 

子どもと女性の権利擁護のためのデスク担当松浦悟郎司教より、学校教育委員会あてに学校現場でのハ

ラスメント事例に対し対応策を要請する文書を受領した。自由に意見を出し合って検討した。 
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4. 一般財団法人日本カトリック学校連合会との連携、課題、分担について 

学校連合会主催の各研修会と学校教育委員会主催の「集い」を体系的に実施するために、2－3年スパン 

で計画できる体制を作りたい。学校連合会の研修会企画に学校教育委員会の委員が参加できないか考え 

ている。 

継続審議となった。 

 

次回作業部会  2016年 3月 29日（火）13：00－15：00  幼きイエス会 ニコラ・バレ修道院 

 

 

■第 154 回学校教育委員会 

日 時  2016年 6月 17日（金）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 

 

報 告 

第 29 回「校長・理事長・総長管区長の集い(集い)」決算とアンケート、分科会メモ 

・昨年に比べ申込者が少なかったが、赤字にはならなくて済んだ。 

  ・アンケート これからの提案として以下のようなものがあった。 

   ①「宗教」の時間のアクティブ・ラーニングの方法 

   ②労務問題 

   ③カトリック校として積極的に何を打ち出していくか、に焦点を当ててほしい。 

   ④発達障害の子どもをカトリック校らしく、どのように受け入れるか 

   ⑤一時休校、閉校する時の手順、法人合併時の経験 

  ・今回アンケート記入の時間がなかった。次回は時間を取るようにする。 

 

審 議 

1. 学校教育委員会サイト内容確認 

経緯 「集い」の動画配信は技術的には可能だったが、講師から収録を断られたり編集が必要となった 

りしたため、今回は見送る。カトリック新聞の記事にリンクし、来年の予告を掲載済み。学校教

育委員会のサイトが、「教材紹介のリンク先」の吟味で止まっている。 

結論 ・新委員長の名前と顔写真を入れる。 

・次回委員会までに片山委員と品田陪席で「ご参考サイト」のリンク先を選定し、一行コメント

を付けたものを完成する。 

2. 「18 歳選挙権」にかかわるパンフレットの作成（正義と平和協議会との協力による） 

経緯 この夏から実施される「18歳選挙権」に向けて、正義と平和協議会(正平協)が作成したパンフレ

ットを学校教育委員会の名前で発行することを検討したが、内容の関係で、正平協のパンフレッ

トを「集い」で配布するに終った。 

結論 現段階ではまだ具体的ではないが、阿南秘書が窓口となって協力することが承認された。 

3. 日本カトリック学校連合会の動き 

・「研修会特別委員会」が設けられ、坪光委員、片山委員、阿南秘書がメンバーとなった。 

・「学校法人特別委員会」（京都ミーティング）がかかわって、大阪聖母学院小・中・高が「香里ヌヴェ

ール学院」、聖母被昇天学院小・中・高が「アサンプション国際」に校名変更し、新聞全面広告を出し

た。男女共学、英語での授業となる。説明会には参加者が多い。モデルケースとなって生徒増につな

がればいい。これが成功例となり他の地方の学校の希望になればと願っている。 

4. 学校教育委員会はどんなことをしてきて、どんなことをしなければならないのか 

「集い」毎年開催、「五島列島研修」隔年開催。 
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・司教協議会の中の学校教育委員会としてカトリック学校の充実を目指し、教皇の意向を伝える役目 

・2014年 Education Today & Tomorrow を委員会で紹介出来るように。 

・根本的なものが求められているのではないか。 

・「集い」に司教に来てほしい。今年は 4 月 29日が叙階式の教区が多かった。 

・幼稚園から大学まで関係者がそろうのは学校教育委員会だけ。ここに来なかったら中高の現場も分か

らなかった。「続けて人材を育てる」という視点が必要。かかわらないとわからない。 

・中央協の中には青少年委員会も信仰教育委員会もない。学校教育委員会の役割は大きい。若者が育つ

場としてミッション校の役割は大きい。信仰委員会があって連携できたらよいのに。 

・第 3 次機構改革の時に各教区でできることとしてなくなってしまった。各教区で信仰教育はしなくて

いいと思ってしまわないか。再度機構改革が必要と思う。中央協でも各教区でも、お金がかかっても

必要な活動はしなければいけない。 

・若者がいない、来ない、育たない。それがないと教会に未来がない。ＷＹＤに出て、信仰教育の機会

が重要と実感した。 

・日韓青年交流会も、受け入れができる教区がないため今年でなくなってしまう。 

・研修会をやっていると連合会とそっくりになってしまい頭が混乱する。声を届ける役割であるなら、

中央協の委員会なのだから、教会の問題意識を学校現場に伝えたり、現場の声を司教に届けることを

ぶれないで続けることが役目ではないか。 

・方向性を Education Today & Tomorrow を読んで深める。「集い」は「集い」で、柱になるものを一緒

に読んでいく。 

 

次回日程  2016年 7月 14 日（木）18：00－20：00  幼きイエス会 ニコラ・バレ修道院 

 

 

 諸宗教部門  

 

■2016 年度第 2 回会議 

日 時  2016年 7月 7日（木）18:00－ 19:40 

場 所  日本カトリック会館 会議室 4 

出席者  8人 

欠席者  3人 

 

報 告 

1. 担当司教紹介 

2016年度定例司教総会において諸委員会の役員改選が行われ、当部門の担当司教であった諏訪榮治郎司

教にかわり、新たに郡山健次郎司教が選任された。 

2. 2015 年のシンポジウム記録冊子『平和のための宗教者の使命』発行について 

昨年 9月 26 日、カトリック大宮教会で開催したシンポジウム「平和のための宗教者の使命」の記録冊子

が発行された。 

3. 教皇庁諸宗教対話評議会スタッフによる取材について 

第二バチカン公会議公文書『キリスト教以外の諸宗教に対する態度についての宣言』発布 50年を記念し

たドキュメンタリービデオ製作のため、2016 年 7月 30 日－ 8 月 13日に、教皇庁諸宗教対話評議会のス

タッフが取材のために来日する件について、詳細のスケジュールを実務責任者の宮下良平師より報告し

た。 
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審 議 

1. 2016 年度シンポジウムについて 

シンポジウムのスケジュールを確認し、当日の役割分担を検討した。 

 日 時  9月 10日(土) 14：00－ 17：00 

場 所  カトリック金沢教会（名古屋教区） 

テーマ  「いつくしみとあわれみ（慈悲）―諸宗教における日本人の心―」 

パネリスト 三橋 健師（宮司・神道学博士）、佐竹 通師（真宗大谷派専勝寺禅住職）、 

中川博道師（カルメル修道会） 

2. 聖エジディオ共同体主催会議“International Meeting for Peace”について 

2016年 9月 18日－ 20日に、イタリアのアッシジで開催される聖エジディオ共同体主催の会議に、当部

門の代表として宮原良治担当司教が出席の予定だったが、9月 19日の広島教区司教叙階式へ出席するた

め、同会議を欠席することを承認した。 

 

次回日程  シンポジウム「いつくしみとあわれみ（慈悲）―諸宗教における日本人の心―」 

            2016年  9 月 10日（土）14：00－ 17：00 カトリック金沢教会（名古屋教区） 

      第 3回会議 2016年 11月 10 日（木）18：00－ 20：00 日本カトリック会館 

 

 

 カリタスジャパン  

 

■第 1 回啓発部会会議 

日 時  2 016年 5月 1 7日 （火）13:30－17:00 

場 所  日本カトリック会館  会議室4 

出席者  11人 

 

報 告 

1. 事務局より 

3 月－ 5 月のカリタスジャパンの活動経過と、熊本地震への対応について 

2. 韓国カリタスソウルの来日日程について 

6 月 30日より 7月 4日まで、8人のメンバーが来日し、秋田県にて自殺防止活動の視察を行う。 

 

審 議 

2007年からの活動記録を確認しながら、これまでの啓発部会の振り返りを行った。今回と次回の部会で提

案された意見を活動記録と一緒に、10月のカリタスジャパン合同ワークショップにて配布する。 

 

次回日程  2016年 7月 12 日（火）13：30－17：00  日本カトリック会館 

 

 

■2016 年度第 2 回なんみんフォーラム(FRJ)運営委員会会議 

日 時  2016年 6月 22日（水）15：00－17：00 

場 所  日本福音ルーテル社団 JELAホール（東京・渋谷区） 

出席者  カリタスジャパンより1人 

 

報 告 

1. 2015年活動報告、決算について 
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2. 補完的保護について 

3. 各運営委員団体より活動報告 

 

審 議 

1. 2016年度活動計画、予算について 

2. メーリングリスト規約案について 

 

 

■第 1 回カリタスジャパン委員会会議 

日 時  2016年 7月 1日（金）11：00－15：00 

場 所  日本カトリック会館  会議室4 

出席者  7人 

 

報 告 

1. 援助部会報告 会報7月号参照 

2. 啓発部会報告 会報5月号参照 

3. 事務局会議報告 会報8月号参照 

4. その他 

(1)カリタスジャパン臨時全国教区担当者会議報告 会報7月号参照 

(2)今年10月に設立予定の「全国災害ボランティア支援団体ネットワーク」に正会員として参加する。 

 

審 議 

1. 2015年度決算が承認された。 

2. 2017年四旬節キャンペーンは、2016年度と同様に進める。 

3. カリタスジャパン規約の見直しについて継続審議した。 

今回の改定案を次回の委員会、社会司教委員会、常任司教委員会に諮る。 

4. 国際カリタス管理基準  

関係書類を国際カリタスへ提出する。また、戦略計画立案のためのワークショップを準備中。 

 

次回日程  2016年 9月 7日（水）11：00－15：00  日本カトリック会館 

 

 

■第 2 回啓発部会会議 

日 時  201 6年 7月 12日 （火）13：30－17：00 

場 所  日本カトリック会館  会議室4 

出席者  10人 

 

報 告 

1. 事務局より 

5月－ 7月のカリタスジャパンの活動経過と、熊本地震への対応について 

2. 出張報告 

日本キリスト教社会福祉学会（関西学院大学）、第4回日韓自殺対策合同企画（秋田大学ほか）につい

て報告した。 

 

審 議 

1. 今後の課題について 
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・次期啓発部会は、委員長と委員が一新される中で、一からテーマや活動方法を決めていくのは大変な

ので、最初の段階ではある程度これまでの流れを引き継ぎながら、新委員なりの発信方法や活動を展

開していく方が取り組みやすいと思われる。 

・現委員としては次期委員に、「自死と孤立」というテーマのもとで、「いのち支えあう」連続セミナ

ーを継続していくことをお願いしたい。また「孤立」という視点については、次期部会で深めていっ

てほしいという意見があがった。 

2. 次期部会委員の候補 

現委員から、次期部会委員の候補としてふさわしい人を列挙した。 

 

次回日程（暫定） 

カリタスジャパン合同ワークショップ 2016年 10月 26日 (水)13:00－ 15:00 または13： 00－ 17:00 

第3回啓発部会会議   2016年 10月 26日 (水)15:00－ 17:30 または10月 27日 (木) 9:30－ 12:00 

 

 

■第 2 回事務局会議 

日 時  201 6年 7月 15日 （金）10：00－12：00 

場 所  日本カトリック会館  会議室4 

出席者  8人 

 

報 告 

各部会ならびに事務局より 会報5月号、7月号、8月号参照 

 

審 議 

1. 新委員会議・ワークショップ（10月26日－ 27日）について検討した。 

1日目午前に教区担当者、カリタスジャパン委員会委員、援助部会・啓発部会委員合同の会議、午後に委

員会、部会委員合同のワークショップ、2日目に部会会議を行う。 

2. カリタスジャパンの戦略計画策定について検討した。 

外部ファシリテーターとやり取りをしながら、12月完成を目標に準備を進めていく。 

3. 国際カリタスの「シリア和平キャンペーン」への対応について検討した。 

日本国内でもキャンペーンの拡散、周知を行っていく。 

 

次回日程  2016年 9月 2日（金） 9：30－15：00  日本カトリック会館 

 

 

■第 2 回援助部会会議 

日 時  201 6年 7月 15日 （金）13：00－17：00 

場 所  日本カトリック会館  会議室4 

出席者  9人 

 

報 告 

1. 前回議事録を承認した。 

2. 海外会議、海外視察について 

(1)カリタスカンボジアパートナー会議ならびに視察（5月21日－25日） 

カリタスカンボジアの抱える課題について分析し、アクションプラン作成に向けた体制作りが行われ

た。会議参加者を対象とした視察に参加した。 

(2)カリタスアジア年次総会（6月6日－10日、バンコク） 
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・「ラウダート・シ」についての研修、中央アジア地域カリタスに関するパートナーフォーラムが同

時に開催された。 

・総会では、カリタスアジアプログラム、2015年決算、2016年度分担金、カリタスアジアから国際カ

リタス委員会への推薦者について話し合われて承認された。 

3. 国内災害対応 

東日本大震災、熊本地震への対応が報告された。 

4. その他 

(1)2016年度援助実績報告 

(2)国際カリタスの「シリア和平キャンペーン」への対応について検討した。 

キャンペーンを日本国内でも拡散、周知を行っていく。また、カリタスジャパンの国内でのシリア難

民関連援助実績を紹介したり、国内他団体との連携も行う。 

 

審 議 

1. 以下の海外会議・視察を承認した。 

(1)アフリカ視察（9月17日－30日） ウガンダ、ケニアを訪問 

(2)東アジア地域会議（9月20日－21日、香港） 

2. 内部規定「海外出張時の注意事項」について検討し、必要な修正を行った。 

3. インド年間一括援助について検討した。 

今年度が契約更新時期に当たるため、必要な変更を加える方向で先方とやり取りする。 

4. 2017年度援助部会予算立案のため、活動内容を検討した。 

5. 新委員会議・ワークショップ（10月26日－27日）の内容について検討した。 

2日目の部会会議で、開発援助、部会委員の役割などについて話し合う。 

6. 援助審査8件（国内3件、海外5件）を審査、以下7件を承認、1件を保留とした。 

(1)日本カトリック聴覚障害者の会「全国カトリック手話研究会DVD作製事業」400,000円 

(2)川崎ダルク支援会「女性依存症者施設存続支援」3,000,000円 

(3)ルワンダ「孤児支援」8,249 USドル 

(4)インドネシア「災害に強いコミュニティ構築」9,483,183円 

(5)スリランカ「安全な移住労働のためのアドボカシー・能力強化支援」30,297 USドル 

(6)イラク「母子支援」30,000 USドル 

(7)シリア「国内避難民・イラク難民人道支援」30,000ユーロ 

7. 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)バングラデシュ「サイクロン『ロアヌ』緊急支援（E18/16）」2,383,139円 

(2)セネガル「食糧安全保障に関するコミュニティ強化支援（EA19/16）」10,000 USドル 

 

次回日程  2016年 10月 26日（水）10：30－27日（木）12：00  日本カトリック会館 

 

 

 正義と平和協議会  

 

■定例委員会 

日 時  2016年 7月 20日（水）11：00－16：00 

場 所  日本カトリック会館  会議室 2 

出席者  12人 
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報 告 

1. 教皇庁正義と平和評議会事務局のマイケル・チェルニー師来日について 

2. 「沖縄を知り、祈り、行動するキャンペーン」映画上映会の申し込み状況 

3. 部会の活動状況と年度内予定について 

 

審 議 

1. 参議院選挙の結果を受けて、改憲の動きに対して今後どのように取り組むか検討した。 

パンフレット『すべての人のいのちと平和なくらしのために』活用について、憲法学習会など、平和学

習の必要性など意見交換を行った。 

2. 「沖縄を知り、祈り、行動するキャンペーン」今後の進め方 

10月 28日から 31日まで、伊佐育子さん（正義と平和協議会専門委員）を沖縄から招き、東京と仙台で

映画上映会と講演会を行う。 

3. 「死刑廃止を求める部会」「平和のための脱核部会」規約と活動計画、予算案の承認を行った。 

 

 

■事務局会議 

日 時  2016年 6月 22日（水）15：00－19：00 

場 所  日本カトリック会館  会議室 2 

出席者  6人 

 

報 告 

1. 9 条世界宗教者会議（6 月 7－9 日、大阪市） 

2. JP通信、リニューアル後の新連載について 

 

審 議 

1. 「沖縄を知り、祈り、行動するキャンペーン」期間は 2016 年 6 月 23 日（沖縄慰霊の日）から 2017

年 5 月 31 日にした。各地の正義と平和、修道会担当者に広報した。今後の進め方を検討した。10 月末

に仙台、東京で上映会と講演会を予定する。 

2. 社会福音化推進部から出前研修会について、社会司教委員会の承認があれば来年度から本格的に実施

したいとの要望があり、当協議会から提供可能なテーマを検討した。 

3. 社会司教委員会司教のための研修会の講師について、各委員会、デスクから講師の提案をするように

との依頼があり検討した。 

4. 第 3 回済州島平和会議の韓国側主催者から、3つのセッションの内「教会と非暴力」セッションには

ぜひ日本人が参加してほしいとの依頼が来ており、正義と平和協議会から参加者を派遣する。第 3回済

州島平和会議は 2016年 9月 2日－4日、済州島カンジョン村で行われる。 

 

 

■事務局会議 

日 時  2016年 7月 7日（木）10：00－15：00 

場 所  日本カトリック会館  会議室 5 

出席者  5人 

 

報 告 

1. 「沖縄を知り、祈り、行動するキャンペーン」実施状況 

2. 正義と平和全国集会 2018 年度開催について 

3. 部会活動状況 
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審 議 

1. 教皇庁正義と平和評議会事務局のマイケル・チェルニー師が国連大学の招きで 8月 1 日に来日する。

日本カトリック正義と平和協議会関係者との交流を希望しているので、8月 5日の広島の平和旬間行事

などに参加を検討した。チェルニー師と連絡をとりながら進めていく。 

2. 次期委員について 

3. 定例委員会議案について 

7 月 20日の定例委員会の議案を検討した 

4. 日韓脱核懇談会について 

昨年 9月に実施した「平和のためのフクシマバスツアー」に参加した韓国の脱原発運動をしている司祭、

修道者、信徒が、2016年 9月 20 日－24 日に韓国で日韓脱核懇談会を企画している。当協議会が招待さ

れているにあたり、脱核部会の企画で韓国訪問団を募集し参加する。 

 

 

■NCC 女性委員会 

日 時  2016年 5月 25日（水）10：30－12：00 

場 所  日本聖公会 管区事務所（東京・新宿区） 

出席者  カトリックから 1人 

 

報 告 

1. 各教派、団体からの報告 

2. 第 14回日本軍「慰安婦」問題アジア連帯会議（5 月 18日－20日）について 

 

審 議 

1. 世界祈祷日の献金配分先について 

2. 写真展「チェルノブイリ 30 年フクシマ 5 年」開催の賛同について 

 

 

■NCC 靖国神社問題委員会 

日 時  2016年 6月 6日（月）18：10－19：30 

場 所  日本バプテスト同盟 会議室（東京・新宿区） 

出席者  カトリックから 1人 

 

報 告 

「70年談話の分析と講演の集い」について 

5 月 30日(月)にお茶の水クリスチャンセンターで実施、参加者 45 人。 

 

審 議 

資料集「安倍 70年談話と私たちの課題」作成について 

 

 

■NCC 靖国神社問題委員会 

日 時  2016年 7月 4日（月）18：00－19：30 

場 所  日本バプテスト同盟 会議室（東京・新宿区） 

出席者  カトリックから 1人 
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審 議 

1. 「主要 7カ国首脳会議（G7）出席要人の伊勢神宮案内に抗議する」抗議文の検討 

2. 資料集「安倍 70年談話と私たちの課題」内容検討 

 

 

■NCC 靖国神社問題委員会 

日 時  2016年 8月 1日（月）18：00－19：30 

場 所  日本バプテスト同盟 会議室（東京・新宿区） 

出席者  カトリックから 1人 

 

審 議 

1. 資料集「安倍 70年談話と私たちの課題」編集作業 

2. 天皇の生前退位についての勉強会を検討 

 

 

■平和を実現するキリスト者ネット 

日 時  2016年 7月 11日（月）13：30－16：00 

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 150 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、院内集会 

日時 2016年 6月 15日(火)14：00－15：30 参議院議員会館 101会議室 

    署名提出 480筆  総数 111,517筆 

・第 151 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、院内集会 

日時 2016年 7月 8日(金)14：00－15：30 衆議院第二議員会館会議室 

    署名提出 310筆  総数 111,827筆 

 

審 議 

1. 第 152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（8月 23 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. 三つ折りパンフレット増刷について 

 

 

 部落差別人権委員会  

 

■公開学習会・合宿研修会 

日 時  2016年 5月 23日（月）18：30－24日（火）9：30 

場 所  幼きイエス会 ニコラ・バレ修道院(東京・千代田区)、日本カトリック会館  

参加者  公開学習会 32人、合宿研修会 23人 

 

公開学習会  5月 23 日(月)18：30－20：30  

合宿研修会  5月 24 日(火) 8：30－ 9：30 
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テーマ 『すべての人をひとりも失うことがないように～誰もが大切にされる社会をめざして～』 

講 師  公開学習会 平賀徹夫（部落差別人権委員会委員長）、太田 勝（委員）、根津正幸（秘書） 

       合宿研修会 丹波二三夫（元『同和問題』にとりくむ宗教教団連帯会議事務局長） 

 

24 日は 7 時から日本カトリック会館聖堂で解放ミサを行い、合宿研修会の終了後、19人が日比谷野外音楽

堂で行われた「狭山事件の再審を求める市民集会」とその後のデモ行進に参加した。 

 

 

■事務局会議 

日 時  2016年 6月 20日（月）11：00－15：20 

場 所  日本カトリック会館 会議室 2 

出席者  8人 

 

報 告 

1. 2016 年度第 1回事務局会議（5月 17日） 

2. 2016 年度第 1回合宿研修会（5月 23日－24日、東京） 

3. 大阪教会管区部落差別人権活動センター 

教会管区担当者会を行う予定。9月 18日－19 日に対話集会を行う。 

4. さいたま教区で 6 月 28 日に「出会いと対話の集い」を開催する。平和旬間の群馬県での行事は、草

津にあるハンセン病療養施設「栗生楽泉園」で行う。 

 

審 議 

1. 『いのちへのまなざし』改訂版「十 差別・ヘイトスピーチ」原稿準備について 

6 月 23日までに提出する。 

2. 次期秘書、定例委員、専門委員、事務局メンバー、教区担当者について 

現秘書の根津さんは交代を希望。候補者への打診を行う。 

  委員、専門委員についても候補者を検討し、それぞれ打診する。 

3. 委員の派遣などに関する規定について 

修正案を決定。次回の定例委員会へ提案する。 

4. ハンセン病家族訴訟への対応について 

「ハンセン病市民学会」では家族訴訟の分科会があった。この訴訟には自分たちの人生を取り戻すため

にと、500 人以上の原告（ハンセン病元患者の家族）が参加している。委員会で取り組むべき課題とし

て、情報や資料を集めて次回の定例委員会へ提案する。 

5. 「司祭月修」、「司祭の集い」などでの研修 

・広島教区における司祭月修の研修会(7月 25 日)について 

テーマは「部落差別の今、カトリック教会」。前日 24日の主日ミサ司式と信徒向けの話もあわせて依

頼され、一泊二日で太田 勝師を派遣する。 

・社会系委員会やデスクが共同で準備した「仙台教区 司祭月修研修会テーマ案一覧」を基に、同様の「出

前研修メニュー」が、7月 7 日の社会司教委員会で秘書から提案される。 

6. 8月 25日に東京で行われる「狭山事件の再審を求めるデモ行進」の呼びかけ団体となることを決定し

た。 

 

 

■定例委員会 

日 時  2016年 7月 8日（金）11：00－16：00 

場 所  日本カトリック会館 マレラホール 
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出席者  16人 

欠席者  3人 

 

報 告 

1. 6 月の司教総会で、平賀徹夫司教が委員長に再任。任期は 2019年 3 月 31日まで。 

管区長協議会派遣の村上芳隆師（フランシスコ会）が退任。後任に 6月 1 日付で本間研二師（イエズス・ 

マリアの聖心会）が委員になった。 

2. 2016 年度第 1回定例委員会（4月 11日） 

3. 2016 年度第 1回合宿研修会（5月 23日－24日） 

4. 大阪教会管区部落差別人権活動センター 

・カテドラルの「防犯カメラ」について福音的な視点からメッセージを出す。 

・『ネットワークできたかなあ』改訂版を発行する。 

・9月に行う対話集会では地域外から被差別部落に入って結婚した人に話してもらう。 

5. その他 

・第 12回ハンセン病市民学会 総会・交流集会 in鹿屋・奄美（5月 13日－15 日）   

  ・狭山事件の再審を求める市民集会・キリスト者前段集会（5月 24日、東京）   

・『いのちへのまなざし』改訂版第三章「十 差別・ヘイトスピーチ」原稿準備について 

7 月 20日までに再提出する。 

 

審 議 

1. 「ハンセン病家族訴訟」の取り組みについて 

この訴訟には 500人以上の原告が参加。これに本委員会も何らかの形で取り組むべきと提案された。 

「加害責任」をどう果たすか、私たちは支援者でなく加害者という自分たちの立ち位置、立場性をど 

うみるかが重要などの意見が出された。参加者が一人ずつ発言した。次回の事務局会議で検討をして、 

定例会議で提案をする。 

2. 「司祭月修」「司牧者の集い」などでの研修について   

広島教区ではテーマを「部落差別の今とカトリック教会」とし、講師の太田 勝師は 7 月 24日に信徒向

けにミサと話、25日には司祭月修の研修で話す。 

他の教区でも同様の研修の機会を作ってもらえるように依頼。社会系委員会・デスク共同では、「出前研

修メニュー」を準備し、2017 年度は社会司教委員会の活動として行う。 

3. 2016 年度全国会議（10 月 20日－21日）  

新任の委員、教区担当者が複数参加する機会なので、各教区の報告や課題などの共有、小グループでの

分かち合いの時間もとりたい。公開学習会テーマは「部落差別の歴史とキリスト教」。講師の上杉 聰さ

んは全日程に参加する。 

4. 2016 年度、2017年度計画について  

会計年度が変わり 2017 年度からは 1月から 12月になる。来年の春季合宿は 2017 年度の計画となる。今

年度は合宿を行わず、合宿研修会、公開学習会を行って、秋は春の経験を生かして行うことになってい

た。次回の定例委員会は新任の委員で 9月初旬から 10 月中旬に行い次年度予算案を決めるので、そこで

2017年度計画（春季合宿、秋季合宿、シンポジウムなど）も決める。 

5. 派遣に関する規定について          

「各種研修会、集会等への派遣に関する規定」（案）を説明し、承認された。暫定的に運用を開始する。 

 

 

■事務局会議 

日 時  2016年 7月 21日（木）14：00－17：00 

場 所  日本カトリック会館 会議室 2 
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出席者  8人 

 

報 告 

1. 2016 年度第 2回事務局会議（6月 20日） 

2. 2016 年度第 2回定例委員会（7月 8 日） 

3. 広島教区「司祭月修」における研修会（7月 24日－25日）についての確認を行った。 

4. 『いのちへのまなざし』原稿案を再提出する。 

5. ホームページについて シンボルや写真、図について使用可能かなどを確認する。 

 

審 議 

1. 次期秘書、定例委員、専門委員、事務局メンバー、教区担当者について 

委員、専門委員候補への打診の状況を報告。 

「教区担当者」からの委員、「委員長推薦」委員については全員から本人の内諾を得た。 

次期の秘書、委員の任期は、2016年 9月 1 日から 2019 年 3月 31日までの 3 年弱になる。 

委員長の任期は、2016年 6月の司教総会から、2019年 2月の司教総会までとなる。 

2. 「ハンセン病家族訴訟」について 

次回の事務局会議で時間を取って検討する。ハンセン病問題の現専門委員である浜崎眞実師にも参加し

てもらう。 

3. 2016 年度全国会議（10 日 20日－21日）について      

・宿泊施設をカトリック会館アネックスから再検討する。 

・二日目の解放ミサ、会議室は、ニコラ・バレ、麹町教会など四ツ谷の会場を検討する。 

・10月 20 日の公開学習会用のちらしを作成する。東京、横浜、さいたまの三教区の学校などへも送る。 

4. 2017 年度計画（春季合宿、秋季合宿、シンポジウム、全国会議について） 

1）合宿は年二回春秋を予定。 

春季合宿 多磨全生園 「国立ハンセン病資料館を批判的に見るツアー」などの案が出された。 

秋季合宿 西日本、特にこれまで合宿を行っていない教区での開催を検討する。  

2）シンポジウム  

ハンセン病家族訴訟をテーマに、大阪で開催する案などが出された。 

3）全国会議 

全国会議の結果を 10月提出の次年度予算に反映するのであれば、7月頃に行うのが望ましい。 

5. 狭山事件の再審を求めるデモ行進(8月 25日)は、メールやニュース以外に個別にも参加を呼びかける。 

 

 

 日本キリスト教連合会（日キ連） 

 

■2015 年度第 5 回常任委員会 

日 時  2016年 2月 9日（火）15：30－16：45 

会 場  日本カトリック会館 会議室 2 

出席者  9人  

 

報 告 

1. 日本宗教連盟(日宗連) 

・4 月 14 日創立 70 周年記念式典の案内を配布。日キ連関係では顧問の山北宣久師に感謝状を贈る。日

キ連の理事、監事、また岡田委員長にはぜひ参加してほしい。 

・次年度より監事を久保委員から矢萩委員に交代するので、事前に紹介する。 
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2. 東京都宗教連盟(都宗連) 

・1月 28日第 1回定例理事会があり、廣瀬委員、道家委員、カトリックから浦野師が参加。厚生年金の

加入問題について、全仏総務部長より公聴会の報告があった。日キ連から意見があれば次回理事会で

伝える。 

・定例の「宗教法人運営実務研究協議会」が開催された。2 か月に 1回の学びの機会で、次回は４月 14

日。誰でも参加可。各種相談にも応じる。 

3. 事務局 

1）日キ連あての文書 

・InterFaith マラソン 

 日キ連からカトリック鹿児島教区鴨池教会主任、泉 浩二師の出走が決まり、申込書を提出した。 

・日本宗教者平和会議より 2016年 1月 27日開催の「新春学習会」と「新春の集い」の案内を受領。 

委員に配信した。宮下委員が学習会に出席する。WCRP12 月号を受領。 

・天台宗宗務総長木ノ下寂俊師より座主半田孝淳大僧正の葬儀案内（1月 29 日）を受領。欠席で返信 

した。 

・宗教情報リサーチセンターより「ラーク便り」第 68 号を受領。 

2）事務局対応 

・定例会案内を 12 月 24日に加盟団体に発送した。定例会講師依頼状を小副川幸孝師に発送した。 

・「日宗連通信」事業協賛寄附金 10,000円を送金した。1月 1日付で「日宗連通信」が発行され、加盟

団体に発送した。 

・「InterFaith 駅伝 2015」参加費 30,000円を送金した。 

 

審 議 

1. 本日の定例講演会 13：30－15：00 小副川孝幸師「キリスト教教育と道徳教育」 

意見交換 

・よい内容だったのに参加者が少なくて残念だった。 

・2新聞が取材に来たので、記事が読まれるならよい。 

・講演の案内は加盟教団にゆだねたが、周知の方法を考える必要がある。 

・今回はキリスト教系の学校にも宣伝すればよかった。テーマによって各所にアプローチすればよい。 

・教団内に案内したが、この時間帯では現職の先生は参加できないと言われた。対象によって祝日に開

催するなど設定を変えた方がよい。 

・動画をユーチューブに掲載して、HPに載せてもよいのではないか。 

2. 総会日程設定、議案検討 

日 時  4月 22日(金) 12：00 

場 所  日本カトリック会館 マレラホール 

講演会  ・第 1候補 マルゴット・ケーゼマンさん(矢萩委員担当) 

              内容 今、求められる改革は何か。ドイツの取り組みなどの紹介 

時間 通訳込みで 90分（正味 40分） 

       ・第 2 候補 キリスト教徒でムスリムについて詳しい人（矢木委員担当） 

  案 内  各所に広く宣伝する。近くの教会に直送するか。 

3. 2015 年度決算、2016年度活動計画、予算について 

(1)活動報告  講演会の参加人数は掲載しない。 

(2)活動予定  

55 加盟団体のリストについて 

・未納 5 団体の入金の可能性はあるか。 

・督促を出したのかは不明。退会したか。 

事務局追記 督促状は 2015 年 9 月に発送したことを第 3回常任委員会で報告済み。2月 9 日付で 2年

分滞納している日本福音基督教団より今年度分のみ入金。不在で電話通じず。メッセー
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ジ残しても連絡なし。退会の届はどこからも出ていない。 

(3)会計監査 

前事務局を務めた団体が行うことが決まった。 

(4)決算書、予算書 

以下の文字修正を行う。 

   ・決算 収入の部「雑収入」備考「研修会余剰金」を「研修会費戻」とする。 

   ・予算 収入の部「雑収入」備考「研修会補助金剰余金」を「研修会費戻」とする。 

   ・予算 支出の部 項目「研修会委員宿泊費」→「研修会費」（備考欄削除） 

   ・提案どおり「ラーク便り」から「日本宣教リサーチ」に変更する。 

4. 行政書士成田法務事務所成田忠義さんの申し出について 

故佐藤委員と一緒に働いた経緯から、日キ連加盟団体や相談があった際に力を貸したいとの申し出であ

った。検討の結果、日キ連として推薦はしないが、佐藤委員のことを知っている人には紹介することは

可能であろうとなった。 

 

次回日程  2016年 4月 22 日（金）11：00－12：00  常任委員会（日本カトリック会館 会議室） 

    12：00－13：30  総会（マレラホール） 

    13：30－15：30  講演会（  〃  ） 

 

 

■2015 年度第 6 回常任委員会 

日 時  2016年 4月 22日（金）11：00－12：00 

会 場  日本カトリック会館 会議室 2 

出席者  8人 

 

報 告 

1. 日本宗教連盟(日宗連) 

・70周年記念式典が無事に終了した。秋頃、記念シンポジウムを開催する。 

 ・6 月以降、理事長と事務長を聖公会が担当する。 

 ・今年も経済センサス(経産省と内閣府が共同)の調査が 6月に行われる。法人格の無いところにも調査

表が行く。前回教会は「サービス業」と分類されたが、今回は改善している。文化庁を通じて周知の

お願いが来る予定。 

2. 東京都宗教連盟(都宗連) 

道家委員が総会資料を作った。桜井参与が講義をする宗教法人運営実務研究協議会が継続している。 

3. 事務局 

1）日キ連あての文書 

・日本宗教者平和会議より 2016 年 3 月 8日開催の平和大学講座（兵庫）、3 月 13 日開催の「青年公開

学習会」（東京）、ならびに 4 月 6 日開催の「WCRP ミャンマー委員会公開シンポジウム」（東京）の

案内を受領。WCRP1－3 月号を受領。 

・「西南学院大学神学部・大学院始業礼拝と開講講演のご案内（福岡）」を受領。 

・仏教情報センターより「仏教ライフ」春彼岸号を受領。 

2）事務局対応 

・日本宗教連盟創立 70 周年記念式典・懇親会の案内を顧問・参与・常任委員教団に発送を依頼した。

4 月 14日当日の受付対応。 

・総会開催案内を 3月 17日に発送した。 

・大阪の「日本キリスト合同東成教会」より加盟の希望があり、谷口 和師と宮下委員、矢萩委員が 4

月 8日に事務局にて面談した。 
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・「宗教情報センター」に協賛を止める連絡をした。 

3）2016年度日本キリスト教連合会総会出席者・委任の報告 

  議員数 70人 定足数 36 人 

  ・出席者 21人、委任 22 人で計 43人。定数を満たしており成立する。 

 

審 議 

1. 2015 年度決算について 

承認された。 

2. 2016 年度予算案について 

承認された。印刷費に予算を取っているので、研修会募集要項を写真入りにしたい。(矢木委員) 

3. 総会議案最終確認 

・役員改選について 

2016年 4月 23日より、委員長が岡田から日本聖公会植松 誠首座主教に交代する。規約では「委員長

1 名、常任委員 6～8 名、再選を妨げない」としている。今回は常任委員は変わらない。委員長、常任

委員計 9 名の名前と新住所を総会で配り、承認を求める。 

・事務所所在地について 

同日より、事務所がカトリック会館から日本聖公会管区事務所（〒162-0805 新宿区矢来町 65 

Tel:03-5228-3171）に変更となる。 

・「日本キリスト合同東成教会」の加盟について 

4 月 8 日面談。単立の教会。同志社の神学部出身の牧師が父親の後を継いでいる。加盟を承認した。 

4. 総会ならびに講演会役割分担 

・開会の祈り  岡田委員長 

・司会 宮下委員 

・報告 活動報告 矢木委員、日宗連 久保委員、都宗連 廣瀬委員 

・決算・予算  久保委員 

・活動計画案  矢木委員 

・その他の協議事項 矢萩委員 

 ＊役員改選、事務所移転について 

 ＊日本キリスト合同東成教会 加盟追認について 

・講演会講師紹介 宮下委員 

・閉会の祈り 白川委員 

 

次回日程   2016年 6月 30 日（木）17:00－19：00  日本聖公会管区事務所 

 

 

 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  2016年 3月 1日（火）18：00－20：00 

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 2人 

 

報 告 

2 月に行われた証言集会のほか、国会で継続審議中の人種差別撤廃施策推進法・外国人技能実習法・入管

法関連の集会および意見交換の機会などについて 

 

 

Tel:03-5228-3171
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審 議  

2016年活動計画について（会報 3月号参照） 

今後の計画と担当者を再確認した。5月までは「人種差別撤廃基本法」の実現をめざす国会ロビイング

に注力する。また「外国人被災者支援プロジェクト（EIWAN）」では、『2015 年報告書』『福島の移住

女性 My Story』の日本語版 3 月完成、英語版 5 月完成、『はかる、知る、くらす』コミック版のタガロ

グ語版 4 月完成予定。海外教会からの献金が今年もアメリカ合同キリスト教会共同世界宣教局(CGMB)、

カナダ合同教会（UCC）より寄せられている。 

 

 

■事務局会議 

日 時  2016年 4月 28日（木）18：00－20：00 

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 2人 

 

報 告 

3 月－4月に開催された集会および会議について 

 

審 議  

1. 熊本震災の被災者支援・外国人支援について、各教派・団体の取り組みの共有と外キ協としての取り

組み 

①当面は、熊本で移住労働者・移住女性支援を担ってきた「コムスタカ」の募金活動に協力する。 

②関西外キ連(外国人住民基本法の制定を求めるキリスト教連絡会)の金成元さん（在日大韓基督教会社

会委員会）、外キ協事務局の中家 盾さん（日本キリスト教会人権委員会）がそれぞれ熊本に入った。

二人の報告を待ち、また九州・山口外キ連、コムスタカと相談しながら、今後の外国人被災者支援活

動方針を決めていく。 

2. 人種差別撤廃基本法の実現に向けて国会内外での働きかけを続けている。昨年野党が提出した法案に

対する与党法案の問題点、連休明けの国会日程について確認した。 

3. 自治体への要請活動 

要請内容と進め方の確認をした。項目 1－3（在留資格を有しない外国人住民に対する適切な行政サービ

ス提供など）で自治体に対し人道的対応を求める。また「外国人住民基本法案」の中心項目について、

項目 4－8（在留資格の有無にかかわらず学齢期の子どもの就学促進、外国人市民会議の設置、自治体職

員の国籍用件や任用制限の見直しなど）で求める。 

4. 『外キ協ニュース』第 95 号（5 月 15日発行）の内容および執筆担当を確認した。 

 

 

■事務局会議 

日 時  2016年 5月 24日（火）18：00－19：30 

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. 熊本震災の被災者支援・外国人支援について 

中家牧師より『外キ協ニュース』記事を中心にした報告があり、今後は各教派・団体による震災支援活

動と並行して、熊本の「コムスタカ」を支援していくことを再確認した。 

2. ヘイトスピーチ解消法その後 
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事務局佐藤より、この間の動きについて報告があった。今後は関係省庁への働きかけ、自治体での条例

化、そのための逐条解説ブックレットの作成を「外国人人権法連絡会」の弁護士たちと進めていく。ま

た、日本キリスト教協議会（NCC）人権委員会から今秋、教会向けの集会開催が提案された。 

3. 自治体への要請活動 

非正規滞在者に対する自治体の対応の現状について、さいたま市議会事務局が実施した政令指定都市・

東京 23区の調査結果の紹介があった。2012年の入管改定法施行にあたっては、従前通り非正規滞在者

に対しても行政サービスを提供するよう文部科学省通知や厚生労働省通知が出されている。しかし、今

回の調査で、いくつかの自治体で「不適用」あるいは「入管への通報を前提に適用」するなど、非人道

的対応をしていることがわかった。各地外キ連による要請活動に生かしていく。 

 

 

■事務局会議 

日 時  2016年 6月 14日（火）18：00－19：00 

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 2人 

 

報 告 

1. 熊本震災の被災者支援・外国人支援について 

(1)コムスタカ（6月 5 日の移住労働者と連帯する全国ネットワーク主催ワークショップでの報告から） 

➀地震関連情報の多言語情報（10言語）の提供 ➁帰宅困難者の住宅確保や就労支援などの生活自立

支援 ➂外国人被災者の実態調査など。 

(2)KCCJ熊本被災者支援プロジェクト  

在日大韓基督教会（KCCJ）は、日本基督教団九州地区と連携して、熊本教会にボランティアセンター

立ち上げ準備中。 

2. ヘイトスピーチ解消法その後 

(1)6月 3 日にヘイトスピーチ解消法が公布・施行された。5 月からの国会審議状況、ヘイト団体による

自治体施設使用に関する各自治体の対応、ヘイト団体に対する横浜地裁川崎支部の仮処分、ヘイトス

ピーチ解消法成立後に行われた川崎市内のヘイトデモについて経過報告があり、今後の取り組みの確

認をした。 

(2)会計中間報告 

 

審 議  

全国キャンペーン in名古屋開催について、今後日程調整する。 

 

 

■事務局会議 

日 時  2016年 7月 19日（火）18：00－19：00 

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. 熊本地震の被災者支援・外国人支援について 

コムスタカ、各教派・団体の取り組みについて共有した。日本災害エキュメニカル・タスクフォース（JETS）

が外国人のための防災ワークショップを開催する(9月 8日、東京)。内容は、自宅で、職場で、出先で

災害に遭った時にどうするか、日頃の備えについてなどの予定。 

2. ヘイトスピーチ解消法その後 
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この間の取り組みについては『RAIK通信』第 154号参照。今後は、外国人人権法連絡会編『ヘイトスピ

ーチ解消法 Q＆A』発行（9月中旬、現代人文社）、関係省庁への要請・交渉、自治体での条例化促進な

ど。 

 

審 議  

1. 自治体への要請活動 

神奈川外キ連が、相模原市、横浜市、川崎市についてまずは情報収集を進めている。北海道外キ連、関

西外キ連も検討中。 

2. 名古屋集会 

中部地区での動きにつなげるため、外国人住民基本法の制定を求める全国キャンペーン in 名古屋を 9

月 3日(土)に開催する。 

3. 人権差別撤廃デー（3月 21 日） 

人種差別撤廃デーに関連して集会開催、教材作成の提案があった。次回以降の事務局会議で詳細を協議

する。 

4. 『外キ協ニュース』第 96 号（8 月 15日発行） 

メッセージ 小泉 基さん（日本福音ルーテル健軍教会牧師） 

ヘイトスピーチ解消法の施行とこれから 佐藤信行さん 

 

 

 子どもと女性の権利擁護のためのデスク  

 

■第 35 回定例会議 

日 時  2015年 9月 2日（水）14：00－17：00 

場 所  日本カトリック会館 会議室 4 

出席者  8人 

 

報 告 

ケース進捗報告 

 

審 議 

2016年度全国研修会について 

 

 

■第 36 回定例会議 

日 時  2015年 12月 4日（金）15：30－17：30 

場 所  日本カトリック会館 会議室 4 

出席者  7人 

 

報 告 

1. ケース進捗状況 

2. 第 39回正義と平和全国集会東京大会の分科会を終えて 

 

審 議 

2016年度「全国教区担当者の集い」について 

7 月 19 日(火)から 20 日(水)に、日本カトリック会館で行う。全教区から 2 人の教区担当者を派遣して
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もらうよう教区長に依頼する。 

 

 

■第 37 回定例会議 

日 時  2016年 3月 3日（木）11：00－14：30 

場 所  日本カトリック会館 会議室 4 

出席者  8人 

 

報 告 

ケース進捗状況 

 

審 議 

2016年度「全国教区担当者の集い」について 

プログラムの確認を行い、その後のフォローアップについて話し合った。 

 

 

■第 38 回定例会議 

日 時  2016年 6月 3日（金）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 

1. ケース進捗状況 

2. 2015 年度決算報告 

 

審 議 

1. 2016 年度「全国教区担当者の集い」について 

講演テーマ、プログラムの最終調整および分かち合いの進め方について討議した。 

2. 2016 年度「出前講座」について 

「出前講座」は全教区の司祭を対象に社会司教委員会に属する委員会・デスクがどのような活動を行っ

ているかを知らせることを目的としているが、当デスクとしては以下のテーマを取り扱うことを確認し

た。 

①「性暴力・性虐待」の相談対応 

②寄り添う聴き方のポイント 

③トラウマからの回復 

④信仰と性暴力 

⑤RIFCR(子どもと接する機会の多い人が虐待を早期発見するための基礎知識) 

3. 「事例の対応評価」作成について 

事例の対応についてふりかえりを行った。出された意見を加味して「事例の対応評価」を作成する。 

 

 

■第 1 回「全国教区担当者の集い」 

日 時  2016年 7月 19日（火）－ 20日（水） 

場 所  日本カトリック会館 マレラホール 

参加者  教区担当者（16教区より 31人）、9人 
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松浦司教による趣旨説明、石川秘書のデスクの活動経緯の説明を導入として両日のプログラムがスター

トした。まず、中島幸子さん（NPO 法人レジリエンス）が「信仰と性暴力」と題して自分の体験を踏まえ

て講演した。二番目に竹之下雅代さん（ウィメンズカウンセリング京都）が「教会における性暴力・性虐

待への相談対応 大阪教区の経験から」を講演し、大阪教区セクシュアル・ハラスメント対応委員会の担

当者から相談窓口を設置するまでの経緯と相談窓口の体制と現状などを説明した。 

分かち合いは自分の教区でできること、困難、管区別の協力関係、デスクのサポートなどのポイントに

沿って行われ、今後の教区での動きを作るために良いきっかけとなった。 

 

 HIV/AIDS デスク   

 

■第 2 回 HIV/AIDS デスク会議 

日 時  2016年 6月 28日（火）15：00－17：00 

場 所  日本カトリック会館 会議室3 

出席者  6人 

 

報 告  

1. 第 19回アジアカトリック医師会総会に向けて 

11月 11日(金)午後にHIV/AIDSのシンポジウムがあり、4－5カ国の発表とディスカッションが予定され

ている。デスクの紹介文を小林 誠委員が作成した。 

2. 第 24回エイズキャンドルパレードについて 

5 月 21日(土)18：30から京都市内で行われた。今年のテーマは「知り、学び、つながろう」で、デスク

は後援団体。京都教区もホームページやちらし配布で協力してくれた。 

当日の昼間に主催のPLANET(HIVとともに生きる会)と一緒に、デスクのサポーターと事務局が沿道の事業

所を訪問して、レッドリボンを見える所に付けてもらうよう依頼して回った。夜のパレードにはサポー

ター数名が参加した。 

3. 第 2 回AIDS文化フォーラムin佐賀の「宗教とエイズ」と展示について 

6 月 25日(土)と 26 日(日)の２日間、佐賀市のアバンセで開催された。シンポジウム「宗教とエイズ」

では、日本カトリック神学院の牧山強美師、西南学院大学教授の濱野道雄さん、浄土真宗本願寺派の僧

侶、古川潤哉さんが対談した。デスクは現地のサポーターの協力も得て、2日間展示会場で啓発グッズ

などを紹介した。 

4. 東京レインボープライドについて 

5 月 7 日(土)－8日(日)、代々木公園(東京・渋谷区)で開催され、HIVシンポジウムなどもあった。 

5. 第 23回AIDS文化フォーラムin横浜の準備状況 

8 月 5 日(金)－7日(日)、かながわ県民センターで開かれる。テーマは「つながる ひろがる わかちあ

う」で、プログラムが確定して当日配布ちらしを準備している。デスクは展示会場とワークショップコ

ーナーに申し込んだ。 

 

審 議 

1. 赤い小冊子『HIV/AIDSと性教育』の取り扱いについて 

内容に傷つけられる人もいるという指摘を受けた。今から 12年前の講演録で発行されたのも 2005 年な

ので、現代の状況にふさわしくない表現もあるため、これは絶版にして新たな小冊子を発行することを

決めた。 

2. 今後のデスクの活動 

今後は隔年でシンポジウムを開くようにする。今性教育が問われているが、カトリックの教えそのもの

は変わらないので、それを踏まえてデスクのこれからの活動は継続審議とする。 



- 26 - 

3. 第 2 回性と人権キリスト教全国連絡会議 

9 月 18日(日)－19 日(月・祝)に神戸で開催される。参加を検討した結果、河野委員と事務局が参加の申

し込みをすることになった。 

 

次回日程   2016年 9月 2日(金) 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 

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

1 日(木)       日本カトリック神学院常任司教委員会                        〃 

1 日(木)         子どもと女性の権利擁護のためのデスク事務局会議       〃 

1 日(木)       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） 

2 日(金)       カリタスジャパン事務局会議              日本カトリック会館 

2 日(金)       第 3 回 HIV/AIDS デスク会議                                〃 

5 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（長野県・北佐久郡） 

5 日(月) －7日(水)     全国典礼担当者会議                                        〃 

7 日(水)        カリタスジャパン委員会                  日本カトリック会館 

10 日(土)       諸宗教部門シンポジウム                カトリック金沢教会  

12 日(月)          子どもと女性の権利擁護のためのデスク対応会議      日本カトリック会館 

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

13 日(火)           難民移住移動者委員会定例委員会              〃 

13 日(火)        難民移住移動者委員会「技能実習生についての勉強会」    〃 

14 日(水)            正義と平和協議会事務局会議                〃 

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

29 日(木)            正義と平和協議会定例委員会                〃 

 

10 月会議予定 

3 日(月)       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(月)       子どもと女性の権利擁護のためのデスク会議          〃 

4 日(火)          部落差別人権委員会定例委員会                〃 

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

7 日(金)           2016 年度特別臨時司教総会                  〃 

25 日(火) －26 日(水) カリタスジャパン定例全国教区担当者会議            〃 

26 日(水)       カリタスジャパンワークショップ                〃 

26 日(水)       カリタスジャパン啓発部会                   〃 

26 日(水) －27 日(木) カリタスジャパン援助部会                   〃 

31 日(月)             広報担当者全国会議                      〃 
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<会報 2016年 9・10月号 公文書> 

 

 2016年船員の日 委員長メッセージ  

 

2016 年「船員の日」メッセージ  

同じ船で御父のいつくしみを 

 

 教皇庁移住・移動者司牧評議会は、7 月の第二日曜日（今年は 7月 10 日）を「船員の日」と定め、世界中

の司牧者、信者に船員たちのために祈るよう呼びかけています。 

 今年は『いつくしみの特別聖年』を共に歩んでいます。この世の誰もが父である神に愛され、私たちも御

父の家族として互いに大切にしあうように招かれています。 

 しかし、実際には海で働く彼らの仕事の重要さと大変さについてほとんど知られていないだけでなく、多

くの人にとって海で働く人々が多くいるということさえ関心の外にあります。地上で事件やテロが起こると

必ず報道されますが、海の上で起こることはあまり報道されないからでしょうか。 

 

 先日、次のような報道がありました。東日本大震災の時、アメリカ海軍は「トモダチ作戦」で被災者のた

めに福島沖に空母を停泊させ、そこから水兵たちが被災者のために働きましたが、何の情報も与えられない

まま、海側に流れた放射能で 2000人とも言われる人たちが被ばくしたというのです。 

 同じことは、60年以上前にも起こりました。遠洋マグロ漁船第五福竜丸は 1954 年 3 月 1 日、マーシャ

ル諸島ビキニ環礁でアメリカがおこなった水爆実験により被ばくしました。実験により生じた「死の灰」(放

射性降下物)が第五福竜丸に降りそそぎ、乗組員 23 人は全員被ばくしました。  

 海で働く人たちの困難さは、自然界の脅威だけではありません。海は危険な核実験の場になったり、放射

性廃棄物やゴミの捨て場になったりもしますが、その多くは報道されず、隠されています。このような人間

の仕業によっても、船員をはじめ海と共に生きる人、海のあらゆる生物も危険にさらされ、被害を受けてい

きます。 

  

海は神のすばらしい創造の業です。海を人間のエゴで汚してはなりません。海で働く人たちを通して、私

たちは誰もがそこから生きる糧を得ているのです。地球という同じ船に乗った私たちは、それが地上であれ、

海であれ、そこで働く人々について等しく関心を持ち合い、支えあっていきたいものです。 

船員の日に当たって、今一度彼らとその家族のために祈りましょう。 

 

2016年 7月 10日 

日本カトリック難民移住移動者委員会 

委員長 松浦悟郎 

 

 

 

 2016年船員の日 委員長メッセージ 英語版  

 

Message for the Day of Seafarers 2016 

On the Same Ship — with Our Father’s Mercy 
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 The Pontifical Council for the Pastoral Care of Migrants and Itinerant People has 

established the second Sunday of July (this year July 10) as the Day of Seafarers and has called 

upon pastoral ministers and laity throughout the world to pray for seafarers.  

 

 This year, we are walking together on the path of the Jubilee of Mercy. Each and every 

person in this world is loved by our Father, so we are called to love each other as members of our 

Father’s family.  

 

 In fact, however, the importance and difficulty of seafarers’ work is seldom known. On top 

of that, many people do not pay attention even to the fact that there are many people working on 

the sea. Perhaps that is because events on the sea are seldom reported, while accidents and 

terrorists’ attacks on land are covered at any cost.  

 

 Recently, it was reported that after the Great East Japan Earthquake, when a United 

States Navy aircraft carrier anchored off the coast of Fukushima as part of Operation Tomodachi in 

order to help affected persons, sailors from the carrier served without receiving any information 

about radiation spreading toward the sea. As a result, almost 2000 persons were exposed to 

radiation.  

 

 A similar event happened 60 years ago. On March 1, 1954, an ocean-going tuna-fishing 

ship, Daigo Fukuryu Maru (No.5 Lucky Dragon) was exposed to radiation from a hydrogen-bomb 

test conducted by the US on Bikini Atoll near the Marshall Islands. Radioactive dust called “ash of 

death” (shi no hai) from the test fell on the ship, and all the 23 crew members were exposed to 

radiation. 

 

 The difficulties that people working on the sea face are not natural threats alone. Although 

the sea is becoming even more dangerous because of nuclear test sites and dumping-of radioactive 

and other waste, most of such cases are hidden without being reported by the media. Seafarers and 

other people living with the sea, as well as all marine species are threatened and damaged by such 

human activities.  

 

 The sea is a marvelous gift of God’s creation. We must not contaminate the sea for the sake 

of human ego. All of us receive our daily bread from the sea through people working on the sea. 

Since we are all on board the same ship, we should pay equal attention to workers regardless of 

whether they are on the ground or the sea, and support each other.  

 

 On the occasion of the Day of Seafarers, let us pray once again for seafarers and their 

families.  

 

 

July 10, 2016 

Bishop Michael Goro Matsuura 

Chairperson 

Catholic Commission of Japan for Migrants, Refugees and People on the Move 
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 教皇庁典礼秘跡省教令「マグダラの聖マリアの祭儀について」  

 

典礼秘跡省 

Prot. N. 257/16 

教令 

 

教会は、西方においても東方においても、マグダラの聖マリアが主の復活の最初の証人であり最初に福音

を告げた者（evangelista）であると、つねに最高の敬意をもって考え、さまざまな方法ではあるがあがめて

きた。 

現代において教会は、女性の尊厳、新しい福音宣教、そして神のいつくしみの神秘の偉大さに関して、い

っそう熱心に熟考するよう求められている。そのため、マグダラの聖マリアの模範が信者によりふさわしく

供されることも有意義であると思われる。実際、この女性は、キリストを愛し、キリストから非常に愛され

た者として知られている。そして、大聖グレゴリオからは「神のいつくしみの証人」（testis divinae 

misericordiae）と呼ばれ、聖トマス・アクィナスからは「使徒の中の使徒」（apostolorum apostola）と呼

ばれ、今では教会における女性の役務の模範としてキリスト信者に認められている。 

それゆえ、教皇フランシスコは、マグダラの聖マリアの祭儀が、今後は現在の記念日ではなく祝日（festum）

の等級で一般ローマ暦に記入されるべきであると定めた。 

祭儀の新しい等級は、祭儀そのものが執り行われる日付の変更を含むものではない。ミサならびに聖務日

課の式文に関しては、以下のことを守ることとする。 

 

a) マグダラの聖マリアの祭儀に与えられた日付は、ローマ暦に記載されているのと同じ日付、すなわち7

月22日をそのまま保つ。 

b) ミサと聖務日課で用いる式文は、『ミサ典礼書』と『教会の祈り』の中でこの日に定められているのと

同じ式文をそのまま使用する。ただし、本教令に添付された固有の叙唱を『ミサ典礼書』に追加する。

この叙唱を国語に翻訳するのは司教協議会の務めであり、あらかじめ使徒座の認証を受けて用いること

ができ、『ローマ・ミサ典礼書』の次回の増刷時に挿入される。 

 

局地法の規定に従って、マグダラの聖マリアが異なる日付または等級で適法に祝われているところでは、

今後もこれまでの日付と等級のまま祝われる。 

 

以上に反することはすべて退けられる。 

 

典礼秘跡省にて 

2016年6月3日、イエスのみ心の祭日 

長官ロベール・サラ枢機卿 

次官アーサー・ローチ大司教 
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 マグダラの聖マリアの祝日の典礼について  

 

Prot. No. LIL16－14 

2016 年7 月12 日 

各 位 

日本カトリック典礼委員会 

委員長 梅村昌弘 

マグダラの聖マリアの祝日の典礼について 

本年6 月3 日付で発表された教皇庁典礼秘跡省「教令」（Prot. N. 257/16）によって、マグダラの聖マ 

リアの記念日（7 月22 日）を、今後は祝日（festum）として祝うことになりました。この変更は本年より適

用されますので、この祝日の典礼について以下のとおりお知らせします。 

 

１．日付について 

従来どおり7 月22 日に祝われます。 

２．ミサについて 

・現行『ミサ典礼書』（783 ページ以下）に掲載されている固有の公式祈願を用います。 

・ことばの典礼に関して変更はありません。従来どおり以下のものを用います。 

第1 朗読：雅歌3･1-4a または 二コリント5･14-17 

答唱詩編：『典礼聖歌』167①④（詩編63･2，7+8） 

アレルヤ唱：『典礼聖歌』265⑪ 

福音朗読：ヨハネ20･1-2，11-18 

・典礼秘跡省「教令」とともに発表された固有の叙唱の邦訳は、司教協議会による認可の後、典礼秘跡省の

認証を受ける必要があるため、本年は従来どおり「聖人」（『ミサ典礼書』614 ページ）を用います。 

３．「教会の祈り」について 

本年は以下の指示に従ってください。 

結びの祈願：〔36〕ページ 

初めの祈り：〔交唱〕聖母、聖人の祝祭日 

朝の祈り：1279 ページ（唱和39 ページ、共同祈願546 ページ） 

先唱句に「アレルヤ」を付ける。 

昼の祈り：1280 ページ（唱和547 ページ） 

晩の祈り：1281 ページ（唱和1245 ページ、福音の歌の交唱1277 ページ、共同祈願554 ページ） 

寝る前の祈り：593 ページ当日 

読書：1278 ページ（唱和1278 ページの指示に従う） 

第1 朗読：ローマ12･1-21 

第2 朗読：『毎日の読書 第6 巻』149 ページ 

賛美の賛歌（テ・デウム）を歌う。 

以上 
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 2016年平和旬間 会長談話  

 

2016 年「平和旬間」にあたって ～平和を自分たちの足元から～ 

日本カトリック司教協議会会長談話 

 

 日本カトリック司教協議会は、35 年前の 1981年 2月 25 日、聖ヨハネ・パウロ二世教皇が広島でなさった

力強い「平和アピール」に応えて、翌年から 8 月 6 日～15 日を「日本カトリック平和旬間」と定めました。

今年で 35回目を迎えます。 

この 10日間を平和旬間としたのは、広島と長崎の原爆記念日および終戦記念日が集中しているからです。

言うまでもありませんが、平和のために祈り、平和について学び、考え、平和のために活動することは、決

してこの期間に限定されることではありません。6月 23 日の沖縄「慰霊の日」を忘れてはなりませんし、一

年を通して平和のために祈り、平和について学び、考え、平和のために必要な行動をとるよう努めなければ

ならないのです。しかし、特にこの期間を、いつもより有意義に過ごすことが望まれます。 

 シリア内戦、宗教的原理主義者などによるテロ活動、資源開発の利権にからむ武力紛争、覇権主義的威嚇

行動などによって、世界の平和は壊され、絶えず脅かされています。子どもや女性を含む、おびただしい数

の人が殺されあるいは負傷し、避難を余儀なくされてふつうの生活と人生そのものを奪われています。テロ

事件は、欧米の主要都市でも、イスラームの都市でも起こっています。日本人も多数犠牲になりました。テ

ロはもはやいつ、どこで起こってもおかしくない状況です。だからこそ、東西の大国が冷戦ではなく友和に

向かい、欧州連合（EU）の平和の精神が広まり、東アジアの緊張がなくなるよう祈りたいと思います。オバ

マ米大統領は、7 年前プラハで、今年 5 月末広島で「核兵器のない世界」を希求すると表明しました。わた

したちには、「連帯して協力し、相互連携と相互依存のもとにもっとも弱い立場にある兄弟姉妹を思いやり、

共通善を守る力」（「2016年『世界平和の日』教皇メッセージ」2参照）があるはずです。そのような人間の

力と神の恵みによって、世界から核兵器だけでなくあらゆる武器と暴力をなくすという高い理想を実現して

いきたいものです。国内でも、毎日のように起こる殺人事件、国籍や文化や性などによる差別、DV、ヘイト

スピーチ、セクハラやパワハラなどに無関心ではいられません。絶えず適切な対策を講じる必要があります。

また、日本国民を暴力の連鎖に巻き込むにちがいない安全保障関連法や改憲の動きにも警戒を怠ってはなり

ません。 

 ところで、「平和」の原語であるヘブライ語の「シャローム」は、① 繁栄、成功、② 無傷の状態、③ あ

いさつ用語、④ 福利、健康な状態、⑤ 平和（公的、私的）、⑥ 友好、⑦ 解放、救い、を意味しています。

つまり「平和」は、一人ひとりが自らと他者のいのちの尊厳を大切にし、神および他者と友好な関係を築き

ながら、充実した生活を送ることにあると言えます。フランシスコ教皇様が指摘しておられるように、わた

したちは、誰一人排除することなく、互いを愛
いと

おしみ、赦し、受け入れるよう努めなければなりません。わ

たしたちは皆、神のいつくしみに包まれているからです。誰かを排除したり、支配したり、軽視したり、差

別したりするところに平和はありません。こころとからだ、仕事と家庭生活、特に神との関係と人間関係を、

より充実した幸せなものにするよう努力することによって、平和を自分たちの足元からつくることは皆がで

きることですし、またしなければならないことです。それが世界平和の実現につながることを確信しつつ。 

愛と平和の神がわたしたち皆と共にいてくださいますように（二コリント 13・11 参照）。 

 

             2016年 7 月 7日 

              日本カトリック司教協議会会長 

カトリック長崎大司教区 大司教 ヨセフ 髙見 三明 
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 2016年世界難民移住移動者の日 教皇メッセージ  

 

2016年「世界難民移住移動者の日」教皇メッセージ 

 

「わたしたちに問いかける移住者と難民。いつくしみの福音の応答」 

 

親愛なる兄弟姉妹の皆さん 

 わたしは、「いつくしみの特別聖年公布の大勅書」に次のように記しました。「わたしたちのまなざしを、

もっと真剣にいつくしみへと向けるよう招かれるときもあります。わたしたちが御父の振る舞いを示す効果

的なしるしとなるためです」（『イエス・キリスト、父のいつくしみのみ顔』3）。実に、神の愛はあらゆる人

に注がれており、互いに腕を開いて受け入れ合いつつ、御父の抱擁を受け入れる人々を変えてくださいます。

それにより、誰もが子として自らが愛されていることを知り、一つの人類家族の中で「自分の家」にいると

感じられるようになるのです。このように、父なる神は、自分の群れに寄り添い、傷ついた羊、疲れ果てた

羊、病気の羊の必要をとりわけ気遣う羊飼いのように、すべての人を気遣ってくださいます。御父は心身の

困苦によって傷ついた人々の上に身をかがめてくださること、さらには神のいつくしみの力は、人々の状態

が深刻になればなるほどますます明らかになることを伝えるために、イエス・キリストは御父についてわた

したちに語ってくださったのです。 

 

 現在、移住の流れは世界中で増大し続けています。難民、そして故郷から逃れてきた人々は、各個人や共

同体に疑問を突き付け、伝統的な生活様式に挑み、そして時には自らが直面している文化的、社会的な地平

を揺さぶります。暴力や貧困の犠牲となり、故郷を去った人々は、より良い未来という夢に向かう途上で、

あまりにも頻繁に人身売買業者によって搾取されます。虐待や苦難を生き延びたとしても、彼らは疑いと恐

れが潜む現実に直面しなければなりません。さらに、すべての人の権利と義務に注意を払いつつ、移住者の

受け入れを管理し、彼らが長期的、短期的に社会にとけ込む方法を示す、明確で具体的な規則が欠如してい

ることに気づくことも珍しくありません。今日、いつくしみの福音は、以前にも増して良心を揺さぶり、他

の人々の苦しみに慣れてしまわないように働きかけ、霊的、身体的な慈善のわざのうちに実践される、信仰

と希望、愛という対神徳に根ざしたこたえに至る道を指し示しています。 

 

 わたしはこうした現実に照らして、2016年世界難民移住移動者の日のテーマを「わたしたちに問いかける

移住者と難民。いつくしみの福音の応答」とすることにしました。移住の流れは、今や構造的な現実です。

わたしたちに課せられた第一の課題は、緊急事態を乗り切り、移住の原因とそれに伴う変化、さらには新し

い住人が社会や人々に与える影響を考慮した上で計画を立てることです。しかし、世界各地で日々、受け入

れがたい人道危機が生じ、莫大な数の人々の悲劇が国際社会に疑問を突き付けています。わたしたちが窒息

死や貧困、暴力、船の難破の傍観者となるとき、無関心と沈黙によって共謀への道が開かれます。規模の大

小に関係なく、たとえいのちを失ったのがたった一人であっても、それはつねに悲劇なのです。 

 

 移住者は、貧困、飢餓、搾取、さらには皆で平等に分配すべき地球資源の不公平な分配とは無縁のより良

い生活を探し求めている兄弟姉妹です。すべての人が生活環境を改善し、正当で法にかなった豊かさを手に

し、それらを愛する人と分かち合いたいと願っているのではないでしょうか。 

 

 移住により強く特徴づけられる現代において、アイデンティティーの問題は付随的なものではありません。

移住者は実際、自分の人格を形成する性格の一部を変えるよう強いられます。そして、受け入れ側の人々も、

たとえ望んでいなくとも、変わることを余儀なくされます。どうしたら、こうした変化を、真の発展を阻む

障害としてではなく、人間的、社会的、霊的な真の成長をもたらす機会として受け止めることができるでし

ょうか。神と隣人、被造物との正しい関係の中で、人をより人間らしい者にする価値観を、どうしたら尊重
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し、促進することができるでしょうか。 

 

 移住者と難民の存在は実際、受け入れ側のさまざまな社会に深刻な疑問を投げかけています。それらの社

会は、適切に理由を説明し、管理し、調整しなければ重大な事態を招く恐れのある新たな局面に対応しなけ

ればなりません。どうしたら、彼らが社会の一員となることで、互いが豊かになり、共同体に前向きな展望

が開け、差別や人種主義、過激な国粋主義や外国人排斥に陥る危険を避けることができるでしょうか。 

 

 聖書における啓示は、異邦人を受け入れるよう促しています。それにより神への扉が開かれ、他の人々の

顔にイエス・キリストの姿が表れると伝えています。多くの機関や連盟、運動、有志団体、教区、全国的・

国際的な組織が、出会いを祝うこと、分かち合うこと、そして連帯することの驚きと喜びを体験しています。

「見よ、わたしは戸口に立って、たたいている」（黙示録 3・20）というイエス・キリストの声を聞いている

のです。しかし、受け入れに条件と制限を設けることに関する論議は、各国の政策レベルだけでなく、従来

の平静さが損なわれているいくつかの小教区の共同体でも頻繁に行われています。 

 

 こうした問題を前にして、イエス・キリストの模範とことばによって力づけられずに教会が行動すること

など、どうしてできるでしょうか。福音のこたえは、いつくしみです。 

 

 まず第一に、いつくしみは御子のうちに示される父なる神のたまものです。キリストの血におけるあがな

いの神秘に向けてわたしたちの心を開いてくれる希望に対し、喜びのうちに感謝する気持ちを、神のいつく

しみはかき立てくださいます。神のいつくしみはまた、神の無償の愛にこたえるために必要なものである、

隣人との連帯を育み、強めてくださいます。「聖霊によって、神の愛がわたしたちの心に注がれているからで

す」（ローマ 5・5）。そもそも、わたしたち一人ひとりは隣人に対して責任があります。わたしたちは、兄弟

姉妹がどこに住んでいようとも彼らの保護者です。良い人間関係を築くための心遣いと、先入観と恐れを克

服する力は、出会いの文化を育むために欠かせない要素です。そこでは、人々は与えるだけでなく他の人々

から受けることもできます。歓待の精神は、まさに与えて受けることによって実践されるのです。 

 

 こうした観点から考えると、移住者を、正規滞在者であるか否かという視点からだけでなく、尊厳が守ら

れれば、すべての人の幸せと発展に貢献できる人々として見ることが重要です。とりわけ移住者が、受け入

れてくれた人々に対する義務を責任をもって果たし、受け入れ国の物的、霊的な財産を感謝の念をもって尊

重し、法に従い、その国の要望に貢献している場合はなおさらです。しかし、移住は、政治的、法的な側面

と経済的影響、同じ地域における異文化共存だけに限定されるものではありません。これらの側面は、人々

の保護と育成、さらには諸国民の出会いと交わりの文化を補っています。いつくしみの福音はその中で、人

類全体を新たにし、変える歩みを導き、力づけているのです。 

 

 教会は、あらゆる人の尊厳をもって生きる権利を守るために尽力しているすべての人々、とりわけ

祖国の発展に貢献するために移住しない権利を行使している人々を助けます。その過程には、なによりも

まず移住者と難民を送り出す国々への支援が伴わなければなりません。このように、連帯と協力、国家間の

相互依存関係、地上の財の公平な分配は、とりわけ移住の流れの起点となる地域において、根本的で効率的

な活動を行う上で欠かせない要素であることが分かります。それは、人々が生まれ育った文化的環境から、

個人や集団として離れるよう仕向けている不均衡を是正するためなのです。いずれにせよ、難民の流出、さ

らには貧困、暴力、迫害によって生じる移住は、できれば最初の段階で回避する必要があります。 

 

 移住者に対する不当な恐怖心や思惑をなくすためには、とりわけそれらを正しく世論に伝えることが不可

欠です。 

 

 大人や子どもを建築、農業、漁業といった市場のさまざまな分野で働く労働者として売買している犯罪組



- 34 - 

織による新たな形の奴隷制を前にして、無関心を装うことなど誰にもできません。どんなに多くの子どもた

ちが今もなお、過激派組織に入り少年兵となるよう強要されていることでしょう。どんなに多くの人々が、

臓器売買や物乞いの強要、性的搾取の犠牲になっていることでしょう。これらの常軌を逸した犯罪から逃れ

てきた今日の難民は、自分たちを迎え入れる人々が差し伸べた手の中に、「慈愛に満ちた父、慰めを豊かにく

ださる神」（二コリント 1・3）である主のみ顔を見ることができるよう、教会と人間社会に訴えかけていま

す。 

 

 兄弟姉妹である移住者と難民の皆さん、いつくしみの福音の根源において、神との出会いと神の受け入れ

は、隣人との出会いと彼らの受け入れと密接につながっています。他の人々を迎え入れることは、神ご自身

を迎え入れることです。神のいつくしみの体験から湧き出る、生きる希望と喜びを奪われないようにしてく

ださい。それは、皆さんが旅の途中で出会う人々の中に現れているのです。わたしは、エジプトへの移住と

いう辛い体験をした、移住者と難民の母であるおとめマリアと聖ヨセフに皆さんをゆだねます。そして、移

住者の司牧的、社会的ケアのために力と時間、資産を費やしている人々も、マリアとヨセフの取り次ぎにゆ

だねます。わたしは皆さんに心から使徒的祝福を送ります。 

バチカンにて 

2015年 9月 12日 

マリアのみ名の記念日 

フランシスコ 

 

 

 

 

 抗議声明  

「沖縄県東村 米軍北部訓練場ヘリパッド工事の強行な再開は人権侵害です」   

 

PROT. No.SCJP-16-11 

2016年 7月 28日 

内閣総理大臣 安倍晋三 様 

防衛大臣 中谷 元 様 

内閣府特命担当大臣（沖縄及び北方対策担当）島尻 安伊子 様 

沖縄防衛局局長 中島浩一郎 様 

日本カトリック正義と平和協議会 

会長 勝谷太治司教 

 

沖縄県東村 米軍北部訓練場ヘリパッド工事の強行な再開は人権侵害です 

 

 カトリック教会は、人間の権力は、神の望まれた限界を越えてはならないものと考えています（『教会の

社会教説綱要』382）。そして、キリストは、権力を絶対化しようとするあらゆる力に勝つ栄光の子羊である

と、信じています。 

 

 沖縄県東村にある米軍北部訓練場では、2007年以降、東村高江の集落を囲むように６基のヘリパッドの建

設の計画が進んでいます。すでに２基のヘリパッドが完成し、オスプレイの昼夜を問わない離発着訓練、低

空飛行訓練が始まっています。高江の住民は、オスプレイの低周波騒音と高い事故率への不安に平和な生活
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を脅かされながら、ヘリパッド（オスプレイパッド）の建設にねばり強く抵抗し、工事はこの２年あまり中

断していました。 

 

 しかし、７月 10日の参議院選挙から一夜明けた 11 日の早朝午前６時、住民 160人に満たないこの小さな

村に、機動隊約 100人、民間警備員約 20人が押し寄せ、工事用資機材の基地内への搬入が始まりました。 

 その後、警官・機動隊は県外からも動員が行われて 500人にまで増員され、工事に反対する市民を排除す

るため、現場周辺の県道 70 号を封鎖、検問所が設置されました。工事に反対する市民が県道区域に設置した

テントや備品、車両も撤去、没収されました。このように極めて強引な形で、22日、工事が再開されました。 

 この間、住民、支援する市民と警察との間にはげしいもみ合いが起こり、複数の怪我人が救急搬送されま

した。 

 

 今回のこのような、突然の襲撃ともいえるヘリパッド工事の再開、警官・機動隊の大量投入に対して、沖

縄県議会は７月 21 日、工事の即時中止を要求する決議を行いました。わたしたち日本カトリック正義と平和

協議会もまた、これら一連の出来事は、住民を恐怖に陥れ、かつ、集会、結社、表現の自由という、憲法で

保障された国民の権利の行使を不当に弾圧する、深刻な人権侵害であると考えます。わたしたちは、今回の

沖縄県議会の決議に全面的に同意し、政府、沖縄防衛局が県議会と住民の要求を聞き入れ、工事を即刻中止

するよう、要求します。 

  

併せて、沖縄県議会が 2016 年 5 月 26日に発表した「元海兵隊員の米軍属による女性死体遺棄事件に関す

る意見書 」の要求する諸項目、特に「在沖米海兵隊の撤退及び米軍基地の大幅な整理・縮小」の要求にも、

わたしたち日本カトリック正義と平和協議会が同意することをここで確認し、日本政府は沖縄県議会の要求

に応じ、オスプレイ訓練を行う米海兵隊の、沖縄からの全面撤退をただちに実現するよう、強く要求します。 

 

平成 28年 7 月 21日 沖縄県議会米軍北部訓練場ヘリパッド建設に関する意見書 

http://www.pref.okinawa.jp/site/gikai/documents/2806heriikennsho.pdf 

平成 28年 5 月 26日 元海兵隊員の米軍属による女性死体遺棄事件に関する意見書 

http://www.pref.okinawa.lg.jp/site/gikai/documents/h285gatu26nitiikensyo.pdf 

 

 

 

 

 新刊書籍案内  

 

※ 「回勅 ラウダート・シ ― ともに暮らす家を大切に」      教皇フランシスコ 

 

 

 

 

カトリック中央協議会 「 会報 」 2016年 9・10月号 （通巻 539号） 

発行日 2016年 9月 20日 

発行  宗教法人カトリック中央協議会  http://www.cbcj.catholic.jp 

〒135-8585 東京都江東区潮見 2-10-10 電話 03-5632-4411  Fax 03-5632-4457 

 

 

http://www.cbcj.catholic.jp/

