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キリスト教一致祈祷週間を準備する方々へ

一致を求めて　　年間を通じて
　キリスト教一致祈祷週間は、北半球では、伝統的に 1 月 18 日から 25 日に行

われます。この日程は、1908 年にポール・ワトソンによって提案されたもので、

当時祝われていた聖ペトロの祝日と聖パウロの祝日を結ぶ期間です。すなわち、

日付そのものに象徴的な意味があります。しかし、南半球では、1 月は休暇の

季節なので、他の日程、たとえばペンテコステ（聖霊降臨の祝日）前後に変更

する地方もあります（1926年に信仰職制運動により提案された日程）。この日も、

教会の一致のために象徴的で意義深い日です。

　このように日程については柔軟性があることをご配慮ください。諸教会がす

でに与えられている交わりを表現し、キリストの御心である完全な一致を求め

て共に祈るために、この資料が年間を通じて用いられるよう願っています。

各地の状況に合わせてテキストを用いる
　この資料は次のような認識のもとに作成されています。この資料は各地域の

状況に合わせていつでも用いることができます。その場合、各地の典礼や礼拝

の形式と、社会的・文化的状況に応じて実施されることが適切です。そのため

には、諸教会が協力して実行するようなエキュメニカルな企画が必要です。エ

キュメニカルな機関がすでに設けられている地域もありますが、そうでない地

域では、この企画が契機となって、そのような機関・組織ができればよいと願っ

ています。

キリスト教一致祈祷週間資料の用い方

＊　教会やキリスト教共同体の団体が、協力して一回の合同礼拝を行う場合に

は、「エキュメニカル礼拝式文」をそのまま使うことができます。

＊　教会やキリスト教共同体の団体は、それぞれの礼拝の中に、この資料を導

入して用いることができます。たとえば、「エキュメニカル礼拝式文」や「八
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日間の聖書の黙想と祈り」、付加された他の祈りを、それぞれの状況に応

じて用いることができます。

＊　一週間を通して祈り、その週の各曜日に礼拝を行う共同体は、その礼拝の

資料として「八日間の聖書の黙想と祈り」を使うことができます。

＊　キリスト教一致祈祷週間のテーマについての聖書研究を行いたい場合に

は、「八日間の聖書の黙想と祈り」に提示されている聖句や考察を基礎資

料として使うことができます。また、日々のディスカッションは、執り成

しの祈りで締めくくることができます。

＊　一人で祈りたい人も、自分の祈りの意向に集中するためにこの資料を役立

てることができます。それを用いることによって、自分たちが、キリスト

の教会を目に見える形でさらに一致させるために祈っている世界中の人々

との交わりの内にあることを忘れずにいられるでしょう。
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2018年キリスト教一致祈祷週間

聖書テキスト

出エジプト記 15・1−21

　モーセとイスラエルの民は主を賛美してこの歌をうたった。主に向かってわ

たしは歌おう。主は大いなる威光を現し、馬と乗り手を海に投げ込まれた。主

はわたしの力、わたしの歌。主はわたしの救いとなってくださった。この方こ

そわたしの神。わたしは彼をたたえる。わたしの父の神、わたしは彼をあがめ

る。主こそいくさびと、その名は主。主はファラオの戦車と軍勢を海に投げ込み、

えり抜きの戦士は葦の海に沈んだ。深淵が彼らを覆い、彼らは深い底に石のよ

うに沈んだ。

　主よ、あなたの右の手は力によって輝く。主よ、あなたの右の手は敵を打ち

砕く。あなたは大いなる威光をもって敵を滅ぼし、怒りを放って、彼らをわら

のように焼き尽くす。憤りの風によって、水はせき止められ、流れはあたかも

壁のように立ち上がり、大水は海の中で固まった。敵は言った。「彼らの後を

追い、捕らえて分捕り品を分けよう。剣を抜いて、ほしいままに奪い取ろう。」

あなたが息を吹きかけると、海は彼らを覆い、彼らは恐るべき水の中に鉛のよ

うに沈んだ。主よ、神々の中に、あなたのようなかたが誰かあるでしょうか。

誰か、あなたのように聖において輝き、ほむべき御業によって畏れられ、くす

しき御業を行うかたがあるでしょうか。あなたが右の手を伸べられると、大地

は彼らを呑み込んだ。あなたは慈しみをもってあがなわれた民を導き、御力を

もって聖なる住まいに伴われた。諸国の民はこれを聞いて震え、苦しみがペリ

シテの住民をとらえた。そのときエドムの首長はおののき、モアブの力ある者

たちはわななきにとらえられ、カナンの住民はすべて気を失った。恐怖とおの

のきが彼らを襲い、御腕の力の前に石のように黙した。主よ、あなたの民が通

り過ぎ、あなたの買い取られた民が通り過ぎるまで。
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　あなたは彼らを導き、嗣業の山に植えられる。主よ、それはあなたの住まい

として、自ら造られた所。主よ、御手によって建てられた聖所です。主は代々

限りなく統べ治められる。

　ファラオの馬が、戦車、騎兵もろとも海に入ったとき、主は海の水を彼らの

上に返された。しかし、イスラエルの人々は海の中の乾いた所を進んだ。アロ

ンの姉である女預言者ミリアムが小太鼓を手に取ると、他の女たちも小太鼓を

手に持ち、踊りながら彼女の後に続いた。ミリアムは彼らの音頭を取って歌っ

た。主に向かって歌え。主は大いなる威光を現し、馬と乗り手を海に投げ込ま

れた。



6

2018年のテーマの解説
「主よ、あなたの右の手は力によって輝く」（出エジプト 15・6）

カリブ諸国
　現代のカリブ諸国は複雑な現実を抱えています。カリブという名称は、以前

カリブと呼ばれていたカリナゴという先住民の一種族の名前からとられていま

す。この地理的に広大な地域には、多種多様な民族、言語、宗教的伝統が混在

する島と本土が含まれています。また政治的にも、海外領土（英国、オランダ、

フランス、アメリカ）から共和国に至るまで、さまざまな政治制度や憲法制度

が混在しています。

　現代のカリブ諸国の人々には、非人間的な植民地政策による搾取の傷跡が深

く刻まれています。商業的利益を積極的に追求する植民者は、人間を売買し、

労働を強制するという残酷な方法をとりました。こうした行為により当初、先

住民が奴隷化され、激減しました。絶滅した地域すらあります。これに続いて、

アフリカの人々が奴隷にされ、インドや中国から来た人々に「年季強制労働」

が課せられました。

　どの段階においても、植民者の手段はアイデンティティー、人間としての尊

厳、自由、自立といった被植民者の侵すことのできない権利を奪おうとするも

のでした。アフリカの人々の奴隷化は、労働者をある場所から別の場所に移送

するだけの問題ではありませんでした。植民者は、神から与えられた人間の尊

厳を傷つけ、人間を別の人間の所有物にし、人間を商品化しました。奴隷は所

有物として認識され、アフリカの人々の人間性を奪う行為がほかにも行われま

した。それらの中には、文化や宗教の権利、結婚して家族生活を営む権利の否

定が含まれていました。
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　残念ながら、植民地政策と奴隷制度が行われたこの 500 年間、この地域のキ

リスト教の宣教活動は、いくつかの際立った例を除いて、この非人間的なしく

みと結びつき、様々な形でそれを正当化し、強化していました。この地域に聖

書を伝えた人々は、奴隷にされた人々の隷属を正当化するために聖書を用いま

した。しかし聖書は、神がすぐそばにおられ、自由へと導いてくださるという

インスピレーションと確信を、奴隷にされた人々の手の中でもたらしました。
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2018年キリスト教一致祈祷週間のテーマ
　カリブ諸国のさまざまな教派のキリスト者は、奴隷制を終わらせるためにさ

かんに働いておられる神の手を今日、目のあたりにします。自由をもたらす神

の救いのわざを、一致のうちに体験するのです。したがって、2018 年キリス

ト教一致祈祷週間のテーマに、モーセとミリアムの歌（出エジプト 15・1−21）

を選択したのは、最も適切であったと思われます。それは抑圧に対する勝利の

歌です。このテーマは「神の右の手」という賛美歌にも取り上げられています。

1981 年 8 月にカリブ諸国教会協議会（CCC）のワークショップで作成され、こ

の地域のエキュメニカル運動の「讃美歌」となったこの「神の右の手」は、様々

な言語に翻訳されています。

　イスラエルの民と同様、カリブ諸国の人々には勝利の歌があります。そして

彼らはそれを歌う自由も手にしています。この歌は彼らを結束させます。しか

し現代社会の問題により、人々は再び奴隷のように扱われる危機に瀕しており、

神にかたどり、神に似せて造られた人間の尊厳が脅かされています。人間の尊

厳は奪うことのできないものですが、しばしば各個人の罪と、罪深い社会的構

造によって傷つけられます。わたしたちの堕落した世界における社会的な関係

には、人間の尊厳を尊重する、正義と思いやりがあまりにも不足しています。

人間の尊厳をゆがめる体験としては貧困、暴力、不公正、薬物やポルノへの依存、

それらに伴う痛み、悲しみ、苦悩などが挙げられます。

　現代の課題の多くは、過去の植民地支配と奴隷売買の遺産です。傷つけられ

た集団心理は今日、自己蔑視、ギャングによる暴力、家庭内暴力、傷ついた家

族関係などがかかわる社会問題として表れています。これらの問題は、過去か

ら受け継いだものですが、今日の現実によってさらに悪化しています。その現

実の多くは、新植民地主義と特徴づけることができるでしょう。現状では、貧

困と負債から抜け出すことは、域内の多くの国にとってほとんど不可能である

と思われます。そのうえ、差別的な要素が残っている法的体制が、多くの地域

にいまだに存在しています。
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　イスラエルの民を奴隷制から救い出し、希望と勇気を与え続けた神の右手は、

カリブ諸国のキリスト者に希望をもたらし続けています。彼らは現状の犠牲者

ではありません。諸教会は、こうした共通の希望をあかししながら、域内のす

べての人々、特に最も弱い立場にあり、ないがしろにされている人々に仕える

ために協力しています。賛美歌の歌詞にある通りです。「神の右の手はわたし

たちの土地に、自由と希望と愛の種を植えておられます。」

聖書テキスト（出エジプト15・1−21）に関する聖書的、司牧的考察
　出エジプト記は、三つの期間に分けることができます。すなわち、イスラ

エルの民のエジプトでの生活（1・1−15・21）、荒れ野の旅（15・22−18・27）、

そしてシナイ山での体験（19・1−40・38）です。今年のテーマとして選ばれた

モーセとミリアムの「海の歌」は、神の民が奴隷の身からあがなわれるまでの

出来事を歌っています。この歌は、出エジプト記の第一の期間の締めくくりに

位置します。

「このかたこそわたしの神。わたしは彼をたたえる。」（15・2）
　15 章 1 節から 3 節では、神への賛美が高らかに歌われます。「主はわたしの

力、わたしの歌。主はわたしの救いとなってくださった。このかたこそわたし

の神。わたしは彼をたたえる。わたしの父の神、わたしは彼をあがめる」（2 節）。

イスラエルの民はモーセとミリアムの導きのもとにこの歌を歌い、自分たちを

解放してくださった神を賛美します。たとえファラオの戦車や軍勢であって

も、イスラエルを解放するという神の計画と意思を阻むことはできないことを

彼らは知っていました（15・4−5 参照）。この喜びに満ちた賛美の叫びに共鳴し、

さまざまな教派のキリスト者は、神が唯一の救い主であることを確認し、神が

約束を守り、聖霊を通して救いを与え続けてくださることを共に喜びます。神

からもたらされる救いを通してわたしたちは、そのかたこそが自分たちの神で

あり、自分たちは神の民であることを認識するのです。
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「主よ、あなたの右の手は力によって輝く。」（15・6）
　神の民の解放と救いは、神の力によって成し遂げられます。「神の右の手」は、

敵対する者に対する神の確かな勝利を表すと同時に、神がご自分の民をつねに

守っておられることを表しています。神はファラオの決断を物ともせず、ご自

身の民の叫びを聞き、彼らが滅びることをゆるしませんでした。神はいのちの

神だからです。神はいのちを守り、暴力を打ち破るというご自身の意志を、海

と風を用いて示されます（15・10）。このあがないの目的は、イスラエルを、

揺るぎない神の愛を賛美する民にすることでした。

　この解放は、イスラエルの民に希望と約束を与えました。希望が与えられた

のは、信じる神を自由に拝むことができるようになり、可能性が感じられるよ

うになったために、新しい一日が夜明けを迎えたからです。約束も与えられま

した。それは、旅をする間、神はずっと共に歩んでくださり、イスラエルの民

に対する神の意志は、どんな力にも屈しないという約束です。

神は、暴力に対して暴力をお使いになるのか
　出エジプト記を霊的生活を比喩するものとして解釈する教父もいます。たと

えば、アウグスチヌスは、海に投げ込まれた敵をエジプト人としてではなく、

罪としてとらえました。

　「背後から押し迫ってくるわたしたちのすべての過去の罪を、神は洗礼にお

いて水に沈め、拭い去ってくださいました。わたしたちの内にある闇は、まる

で馬の乗り手が望む通りに馬を動かすように、汚れた霊によって支配されてい

ました。だからこそ使徒は、それらを『この闇の支配者』と呼ぶのです。しかし、

わたしたちは洗礼によってそれらすべてを取り除かれます。それは、十字架に

つけられた主の血によって清められたと言われる『紅海』での出来事のようで

す」（説教 223E）。

　



11

　アウグスチヌスは、敵に追われても絶望せずに希望をもち、耐え忍ぶようキ

リスト者を励ますものとして、この箇所をとらえています。彼にとって洗礼は、

キリストのからだの一部としての真のアイデンティティを各自が確立するのに

不可欠なものでした。彼は、紅海を通して行われるイスラエルの民の解放と、

洗礼におけるキリスト者の罪からの解放とを並列させています。どちらの解放

の歩みも、祈りの集いをもたらします。そのおかげでイスラエルの民は、モー

セとミリアムの勝利の歌を歌いながら、救いにあふれる神の手を喜んでたたえ

ることができたのです。彼らに対するあがないは、奴隷の身であったイスラエ

ルの民を、一つの賛歌によって一致した、一つの神の民の一員にしたのです。

一致
　一致への道のりは、多くの場合、共同体としての苦しい体験を通して行われ

ることを、出エジプト記 15 章は物語っています。奴隷状態からのイスラエル

の民の解放は、この民の基盤となる出来事でした。キリスト者にとってこの道

のりは、受肉と過越の神秘において頂点に達します。解放とあがないは神によっ

てもたらされますが、神は人間を媒介として用いて、ご自身の民をあがなうと

いう目的と計画を実践されます。キリスト者は洗礼を通して、神の和解のわざ

にあずかります。しかし、わたしたち自身の分裂は、神のいやしを必要として

いるこの世界にわたしたちがあかしし、宣教する際の妨げとなっています。
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2018年キリスト教一致祈祷週間の資料の準備

　カリブ諸国の諸教会は、2018 年キリスト教一致祈祷週間の資料の準備をする

よう依頼されました。ローマ・カトリック教会のキングストン教区の大司教で

あり、アンティル諸島司教協議会（AEC）のエキュニメニズム委員会会長であ

るケニス・リチャード司教と、カリブ諸国教会協議会（CCC）総幹事、ゲラルド・

グラナード氏のリーダーシップのもと、さまざまな教派の人々が、チームとし

てこの冊子を準備するよう招かれました。

　CCC の代表者、アンティル諸島司教協議会、そしてこの資料作成に携わった

方々に感謝の意を表したいと思います。

⃝ ケニス・リチャード大司教（作業グループ調整役、AEC エキュメニズム委

員会会長、キングストン教区大司教、ローマ・カトリック教会、ジャマイカ）

⃝ ゲラルド・グラナード氏（CCC 総幹事、作業グループ代表、ローマ・カトリッ

ク教会、トリニダード・トバゴ共和国）

⃝ ルイス・リヴェラパガン博士（プリンストン神学校エキュメニズム学部名

誉教授、バプテスト教会、プエルトリコ）

⃝ カークレイ・サンド博士（コドリントン神学大学チャプレン、聖公会西イ

ンド諸島教区、バハマ）

⃝ パトモア・ヘンリー牧師（メソジスト教会カリブ・アメリカ連絡会議〔MCCA〕

事務局長、アンティグア）

⃝ オルワケミ・リンダ・バンクス博士（CCC 心理臨床協会会長、聖公会、ア

ンギラ）

⃝ ニコール・ポヤー氏（テゼ共同体トリニダード・トバゴ代表、神学修士課

程学生、ローマ・カトリック教会、トリニダード・トバゴ）

⃝ グレナ・スペンサー牧師（MCCA メソジスト教会代表、WCC 前代表、ガ

イアナ）

⃝ キングスレイ・ルイス牧師（モラヴィア教会東西インド諸島監督、CCC 前
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会長、アンティグア）

⃝ エルビス・エラヒー牧師（トリニダード・トバゴ長老派教会総会名誉議長、

聖アンデレ神学大学名誉学長、トリニダード・トバゴ）

⃝ マージョリー・ルイス博士（西インド諸島神学合同大学名誉学長、ジャマ

イカ・ケイマン諸島合同教会、ジャマイカ）

⃝ ジョージ・ムルレイン博士（MCAA 名誉会長、トリニダード・トバゴ）

　この作業グループが本文、祈り、考察を選んで準備し、それらを教皇庁キ

リスト教一致推進評議会（PCPCU）と世界教会協議会（WCC）が共同運営す

る国際委員会に提出しました。バハマのナッソーにあるエマウス・ハウスで、

2016 年 9 月 3 日から 7 日にかけて開催された会議において草稿が編集され、仕

上げられました。この国際委員会は、ポンペイ競売所奴隷解放記念館を訪れま

した。この訪問により、バハマと他のカリブ諸国の人々による自由を求める闘

いに対する、編集チームの認識がさらに深まりました。

　わたしたち国際委員会は、エマウス・センターで歓待してくださったナッソー

教区のパトリック・ピンダー大司教と、わたしたちの滞在をより快適なもの

にするために尽力してくださった現地スタッフの方々に感謝します。また、現

地の諸教派の教会指導者、とりわけバハマ・キリスト教協議会会長であるラン

フォード・パターソン牧師と、聖公会のバハマ、タークス・カイコス諸島教区

のライシュ・ボイド主教に対し、地元の教会の知恵と経験を分かち合ってくだ

さったことに感謝の意を表したいと思います。
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エキュメニカル礼拝

はじめに

　この礼拝を執り行う際には、聖書と三本の鎖が欠かせません。それらのシン

ボルを礼拝堂の目立つところに置くよう提案します。

　聖書は、カリブ諸国の諸教会の体験にとってとりわけ重要です。これまでの

歴史の中で、先住民は奴隷にされ、植民者に虐待されてきましたが、その植民

者は同時にキリスト教を伝えました。しかし、この地域の抑圧された人々の手

の中で、聖書は慰めと解放をもたらすもっとも大切な泉となりました。このダ

イナミックな逆転は、聖書それ自体をとりわけ力強いシンボルにします。した

がって、この礼拝では、集まった人々の中に聖書が視覚的に目立つように置か

れることが重要です。また、聖書以外の本や冊子ではなく、聖書そのものの朗

読が読まれることも重要です。

　鎖は奴隷制、人間性はく奪、人種差別を表す非常に力強いシンボルです。そ

れらは、わたしたちを神と隣人から引き離す罪の力を表すシンボルでもありま

す。この礼拝式文の中の「和解の祈り」では、本物の鉄の鎖を使うよう勧めます。

鉄の鎖が用意できない場合は、強い鎖に見えるような別のものを使うとよいで

しょう。この礼拝の間に、奴隷制を表す「鉄の鎖」が、「人間の鎖」に置き換

えられます。人間の鎖は、現代の奴隷制やあらゆる形で行われる個人的、制度

的な人間性はく奪に立ち向かう、交わりの絆や一致団結した行動を表していま

す。この動作に会衆を招き入れることは、この礼拝に欠かせない要素です。

　「みことばの宣言」の後には、賛美歌「神の右の手」を歌うよう提案します。出エ

ジプト記における神の解放のわざをたたえるミリアムとモーセの歌からとられたこの賛美

歌は、カリブ諸国のエキュメニカル運動と結びついています。カリブ諸国の諸教会は、

域内の人々が直面している社会的課題を克服するために、協力し合っています。
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礼　拝　式　文
主よ、あなたの右の手は力によって輝く

（出エジプト 15・6）

開会の歌
（賛美歌が歌われる中、司式者らが入堂する。聖書をもった奉仕者が彼

らを先導する。聖書は礼拝堂の中央にある上座に置かれる。礼拝中の聖

書朗読は、この聖書から読まれる。）

あいさつ

司　式　者：主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが皆さんと共

にありますように。

会　　　衆：また、あなたと共に。

司　式　者：キリストにおいて友である皆さん、キリスト教一致に向けて祈る

ためにこの礼拝に集うわたしたちは、神がキリスト教の伝統を与

えてくださり、人類の歴史の中で解放と救いのみわざを行ってお

られることに感謝します。

今年のキリスト教一致祈祷週間の式文は、カリブ諸国の諸教会に

よって準備されました。この地域のキリスト教の歴史には、一つ

の矛盾が含まれています。植民者は、この地にもともと住んでい

た人々とアフリカ、インド、中国から連れて来られた人々の征服

を正当化するものとして、聖書を用いました。多くの人々が皆殺

しにされたり、鎖につながれて奴隷となり、不正な労働条件を強

いられたりしました。その一方で聖書は、植民者によって苦しめ
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られていた多くの人々の慰めと解放の泉となりました。

今日でも聖書は、慰めと解放の泉であり続けます。そして人間の

尊厳を傷つけ、生活の質を低下させている今の現実に立ち向かう

よう、カリブ諸国のキリスト者を励ましています。奴隷状態を表

す鉄の鎖がわたしたちの手から落ちるとき、愛と交わりという新

しい人間の絆が、人間家族の中に現れます。それは、キリスト教

共同体が祈り求める一致を表しています。

聖霊を求める祈り
（祈りへの応唱は歌うことができる。）

司　式　者：カリブ諸国の信者と共に聖霊に願いましょう。

教会の一致のために祈るわたしたちの心を、燃えたたせてください。

会　　　衆：聖霊、わたしたちのもとに来てください。

司　式　者：わたしたちに祈りかたを教えてください。

会　　　衆：聖霊、わたしたちのもとに来てください。

司　式　者：罪への隷属から、わたしたちを解放してください。

会　　　衆：聖霊、わたしたちのもとに来てください。

司　式　者：弱いわたしたちを助けてください。

会　　　衆：聖霊、わたしたちのもとに来てください。

司　式　者：あなたの子であるわたしたちを新たにしてください。

会　　　衆：聖霊、わたしたちのもとに来てください。

賛美の歌

和解の祈り
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司　式　者：わたしたちは、人を恐怖に落とし入れる奴隷制の霊を受けたので

はありません。神の右手がもつ救いの力を信じ、神のいつくしみ

を願い求めましょう。

（会衆のうち 3 名が、一本ずつ鎖を持って前へ進み出る。それぞれの祈り

と応唱の後で、鎖の中の一本が地面に落とされる。「キリエ・エレイソン」

は歌うことができる。）

司　式　者：神よ、人間の尊厳をむしばみ、新しい形の奴隷制を強要する社会

構造からわたしたちをお救いください。キリエ・エレイソン。

会　　　衆：キリエ・エレイソン。

司　式　者：神よ、兄弟姉妹に貧困と疎外と差別を強いる決定と行いから、わ

たしたちをお救いください。キリエ・エレイソン。

会　　　衆：キリエ・エレイソン。

司　式　者：神よ、わたしたちを分裂させ、希望といやしを制限する恐れと疑

いから、わたしたちをお救いください。キリエ・エレイソン。

会　　　衆：キリエ・エレイソン。

司　式　者：主はわたしたちのよりどころ、わたしたちの力。主はわたした

ちの救いとなってくださいました。わたしたちをあがなってくだ

さった神が、聖なる住まいへと導いてくださいますように。

会　　　衆：アーメン。

みことばの宣言

司　式　者：神よ、人間による抑圧からわたしたちを救ってください。

会　　　衆：あなたの掟を守ることができますように。

司　式　者：み顔の光をあなたのしもべの上に輝かせてください。

会　　　衆：あなたの掟を教えてください。（詩篇 119・134−135 参照）
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出エジプト記15・1−21

司　式　者：聞きなさい。そうすれば自由が与えられます。

会　　　衆：神に感謝。

（詩編は歌う方が望ましい。）

詩編（118・5−7,13−24）　

朗　読　者：恵み深い主に感謝せよ。その慈しみはとこしえに。

苦難のはざまから主を呼び求めると、

主は答えてわたしを解き放たれた。

主はわたしの味方、わたしは誰を恐れよう。

人間がわたしに何をなしえよう

主はわたしの味方、助けとなって

わたしを憎む者らを支配させてくださる。

激しく攻められて倒れそうになったわたしを、

主は助けてくださった。

主はわたしのよりどころ、わたしの力。

主はわたしの救いとなってくださった。

み救いを喜び歌う声が、主に従う人の天幕に響く。

主の右の手はみ力を示す。

主の右の手は高く上がり、

主の右の手はみ力を示す

死ぬことなく、生き長らえて、

主のみわざを語り伝えよう。
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正義の城門を開け。

わたしは入って

主に感謝しよう。

これは主の城門。

主に従う人々はここを入る。

わたしはあなたに感謝をささげる。

あなたは答え、救いを与えてくださった。

これは主のみわざ。

わたしたちの目には驚くべきこと。

今日こそ主のみわざの日。

今日を喜び祝い、喜びおどろう。

ローマの信徒への手紙（8・12−27）

司　式　者：聞きなさい。そうすれば自由が与えられます。

会　　　衆：神に感謝。

（福音書朗読の前後に、ふさわしいアレルヤ唱を歌うことができる）。

マルコによる福音書（5・21−43）

司　式　者：聞きなさい。そうすれば自由が与えられます。

会　　　衆：神に感謝。
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説教

歌

使徒信条

共同祈願

司　式　者：罪への隷属から解放してくださったことに感謝しつつ、主に願い

求めましょう。わたしたちを奴隷にする鎖を打ち砕き、愛と交わ

りの絆にわたしたちを結び付けてください。

（各共同祈願は異なる読み手によって読まれる。読み終えたら、読み手

は会衆と手をつなぐか、腕を組んで「人間の鎖」を作る。）

語 り 手 １：エジプトから脱出させてくださった神よ、あなたはご自分の民に

紅海を渡らせ、彼らをあがなってくださいました。今こそ共にい

てください。あらゆる種類の奴隷制や、人間の尊厳を傷つけるす

べてのものからわたしたちを解放してください。

会　　　衆：主よ、わたしたちの上にみ手を置き、わたしたちを生かしてください。

語 り 手 ２：恵み豊かで優しい神よ、あなたは必要なものは何でも与えてくだ

さいます。今こそ共にいてください。利己主義と強欲を克服でき

るよう助け、この世で正義の使者となる勇気を与えてください。

会　　　衆：主よ、わたしたちの上にみ手を置き、わたしたちを生かしてくだ

さい。
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語 り 手 ３：愛である神よ、あなたはわたしたちをご自分の姿にかたどってお

造りになり、キリストのうちにわたしたちをあがなってください

ました。今こそ共にいてください。隣人を愛し、見知らぬ人を歓

迎できるよう力づけてください。

会　　　衆：主よ、わたしたちの上にみ手を置き、わたしたちを生かしてくだ

さい。

語 り 手 4：平和の神よ、あなたは、たとえわたしたちがあなたから離れて

しまっても、わたしたちとの契約をつねに守り、キリストにおい

てご自身と和解させてくださいました。今こそ共にいてください。

わたしたちが暴力を退け、あなたの平和の使者となれるように、

新しい霊と新しい心を注いでください。

会　　　衆：主よ、わたしたちの上にみ手を置き、わたしたちを生かしてくだ

さい。

語 り 手 ５：栄光に輝く神よ、あなたは全能でありながらも、人間の家族をご

自分の家とすることをイエスのうちに選び、洗礼の水によってわ

たしたちをあなたの子としてくださいました。今こそ共にいてく

ださい。わたしたちが家族の務めと共同体の責務を忠実に果たし、

キリストのうちに兄弟姉妹との交わりの絆を強めることができる

よう助けてください。

会　　　衆：主よ、わたしたちの上にみ手を置き、わたしたちを生かしてくだ

さい。
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語 り 手 ６ ：三位一体の神よ、あなたはキリストにおいて、わたしたちをあな

たと一致させ、わたしたち同士も一致させてくださいました。今

こそ共にいてください。聖霊の力と慰めによって利己主義、傲慢、

恐れからわたしたちを解き放ってください。それらは、あなたの

教会を目に見える形で完全に一致させるのを阻んでいます。

会　　　衆：主よ、わたしたちの上にみ手を置き、わたしたちを生かしてくだ

さい。

主の祈り

司　式　者：手を取り合いましょう。そして鎖によってではなく、わたした

ちの心に注がれるキリストの愛によってつながりましょう。そ

して、イエスに教えられたことばで、御父に祈りましょう。

（「主の祈り」は歌うことができる。）

天におられるわたしたちの父よ……

（「主の祈り」の後、会衆は手を取り合ったまま、一致を祝う歌を歌うこ

とができる。歌い終えたら、「平和のあいさつ」を交わすことができる。）
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派遣

司　式　者：神の右の手によってあがなわれ、キリストの一つのからだにお

いて一致しつつ、行きましょう。聖霊の力によって。

会　　　衆：主の霊は、わたしたちの上にあります。

主がわたしたちに油を塗ってくださったからです。

貧しい人に福音を伝えるために、

捕らわれた人に解放を告げるために、

目の見えない人の視力を回復するために、

虐げられた人を解放するために、

そして、主の恵みの年を告げるために。

アーメン。

アレルヤ。

歌
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八日間の聖書の解説と祈り

レビ記　19・33−34 寄留者を自分自身のように愛しなさい。

詩編 146 主は寄留の民を守る。

ヘブライ 13・1−3 ある人たちは気づかずに天使たちをもてなした。

マタイ 25・31−46 わたしが旅をしていたときに宿を貸した。

　ハイチは世界初の黒人の共和国となって以来、奴隷のように扱われ、自由を

求める人々を温かくもてなしてきました。近年、ハイチ国民は深刻な経済危機

に見舞われ、その多くが出国し、より良い生活を求めて危険な旅をしてきまし

た。彼らは何度も冷遇され、法的な壁に直面しました。カリブ諸国教会協議会は、

ハイチ国民の市民権を制限したり奪ったりしている国々に抗議する運動を行っ

てきました。

考察
　神の民は自分たちの中にいる外国人を受け入れなければならないというおき

ては、イスラエルの民がエジプトでは外国人であったという記憶を背景として

います。自分たちも外国人であったという記憶は、現代社会における移住者と

外国人への思いやりと連帯を促すものと考えられていました。神の救いのわざ

にあずかるわたしたちキリスト者は、イスラエルの民と同じように疎外と離反

　　神とみ国から離れること　　を思い起こしながら、共通の体験をしていま

す。このようなキリスト者の記憶には倫理的な意味合いがあります。神はキリ

ストのうちにわたしたちの尊厳を取り戻し、わたしたちをみ国の民にしてくだ

さいました。それは、わたしたちがそれ相応のことをしたからではなく、神ご

第1日　エジプトの地では外国人だったのだから、
あなたがたも外国人を愛しなさい。
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自身が愛のうちに無償の賜物として与えてくださったからです。わたしたちも

同じように愛に動かされ、無償で行動するよう招かれています。キリスト者の

愛とは御父のように愛することです。それは尊厳を認め、与えることにより、

分裂した人間家族をいやすのを助けることなのです。

祈り
永遠の神、

あなたはどの土地にも文化にも属さず、すべて人の主です。

あなたは自分たちの中にいる外国人を受け入れるよう招いておられます。

わたしたちがみ名のもとにすべての人を受け入れ、

み国の正義をもって生活しながら、

兄弟姉妹として生きられるよう、

あなたの霊によってお助けください。

イエスのみ名によって祈ります。

アーメン。

神の右の手は

わたしたちの土地に自由と希望と愛の種をまいてくださいます。

多くの民が住むこの地で

神の子らが皆、手をつないで

神の右の手とひとつになれますように。
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創世記　1・26−28 神はご自分にかたどって人を創造された。

詩編 10・1−10 主よ、なぜ遠く離れて立っておられるのか。

フィレモン もはや奴隷としてではなく、愛する兄弟として。

ルカ 10・25−37 善きサマリア人のたとえ

　人身売買は現代における奴隷制です。その犠牲者は搾取者の利益のために売

春、児童労働、臓器摘出を強要されたり、だまされてそう仕向けられたりして

います。それは数百万ドル規模の世界産業です。この問題はカリブ海地域でも

深刻化しつつあります。カリブ諸国の改革派教会は、世界宣教協議会とカリブ

海・北アメリカ宣教協議会との協力のもとに、人身売買を無くすためにキリス

ト教共同体で教育活動をしています。

考察
　わたしたちが旧約聖書と新約聖書の中で最初に学ぶことの一つは、神がご自

分にかたどって人間を創造されたことです。しかし、この奥深く美しい真理は、

人間の歴史の中で何度もあいまいにされたり、否定されたりしました。たとえ

ば、ローマ帝国では奴隷の尊厳は否定されていましたが、それは福音の知らせ

に反しています。イエスはサマリア人の尊厳をさげすむ社会常識に異議を唱え

ました。そしてサマリア人のことを、エリコに行く途中で襲われた人の「隣人」

　　律法のもとに愛すべき隣人　　として示します。またキリストによって勇

気を与えられたパウロは、以前は奴隷であったオネシモを「愛する兄弟」と記

しています。パウロは彼が属する社会の規範を越えて、オネシモを人として認

めているのです。

第2日　もはや奴隷としてではなく、愛する兄弟として
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　キリスト者の愛はどんなときにも、勇気にあふれていなければなりません。

その愛はあえて境界線を越え、他者の中に自分と同じ尊厳を認めます。キリス

ト者は、聖パウロのように「キリストのうちに勇気をもち」、一斉に声を上げ

なければなりません。そして、違法売買の犠牲者を自分たちの隣人として、愛

する兄弟姉妹としてはっきりと認識し、現代における奴隷制を無くすために協

力するのです。

祈り
恵みあふれる神、

人身売買の被害者に寄り添ってください。

彼らの苦境に目を向け、彼らの叫び声を聞いてください。

誰も搾取されず、すべての人が解き放たれ、

尊厳と平和に満たされた生活を送ることのできる日を迎えるために、

あなたの教会がいつくしみと勇気をもって一致して働くことができますように。

思いもよらない、計り知れないことがおできになる

三位一体の神のみ名によって祈ります。

アーメン。

神の右の手は

この地から落ちた人を、

一人ひとり引き上げてくださいます。

一人ひとりが名前で覚えられ、

神の右の手によって引き上げられ、

今、恥から救われます。
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出エジプト 3・4−10 神は奴隷の身となった人々を救ってくださる。

詩編 24・1−6 主よ、わたしたちはみ顔を尋ね求める人。

一コリント 6・9−20 だから、自分のからだで神の栄光を現しなさい。

マタイ 18・1−7 つまずきをもたらす者は不幸である。

　カリブ諸国の多くの教会は、ポルノの問題、とりわけインターネットで配信

されるポルノに共に懸念を示しています。ポルノは人間の尊厳に破壊的な影響

をもたらし、とくに子どもと若者に被害を及ぼします。奴隷制度と同様、ポル

ノは人間を商品化し、人々を依存症に陥れ、愛の結び付き全体を傷つけます。

考察
　出エジプト記には、人間に隷属する人々への神の思いやりが記されています。

神は燃える柴の中でモーセの前に現れ、ご自分の民を解放したいという意思を

力強く宣言されました。神は人々の苦しみを見、叫び声を聞き、彼らを救い出

すために来られました。今日でも神は、奴隷のように扱われている人々の叫び

声を聞き、彼らを解放したいと望んでおられます。セックスは人間が結びつく

ために神から送られたたまものであり、親しさの表れですが、このたまものを

ポルノによって悪用することは、ポルノの作成に巻き込まれた人々と消費者双

方を中毒にし、退廃させます。神はそうした人々の苦しみに気づかないかたで

はありません。キリスト者も彼らの苦しみに心を配るよう求められています。

　わたしたちは自分のからだで神の栄光をたたえるよう招かれていると、聖パ

ウロは記しています。つまり人間関係を含むわたしたちの生活のあらゆる側面

は、神に喜ばれるささげ物となることができますし、そうなるべきです。人間

第3日　あなたのからだは聖霊の神殿
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の尊厳が尊重され、神の小さな民の前につまずきの石が置かれず、人々がみ旨

に従って自由に生活できる社会を築くために、キリスト者は協力しなければな

りません。

祈り
神よ、あなたの天の恵みによって

わたしたちの心とからだを立て直し、

清い心と純粋な気持ちをお与えください。

み名を賛美することができますように。

諸教会があなたの民を清めるという目標を

イエス・キリストを通して

ともに達成することができますように。

イエスは今もとこしえに

聖霊と一つになって

あなたとともに生きて支配しておられます。

アーメン。

神の右の手は

ぼろぼろになったからだと心、魂をこの地でいやしておられます。

神の右の手によっていやされるとき、

その感触は驚くほどすばらしく、

その愛は果てしなく深い意味をもっています。
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イザヤ 9・2−7 神の権威は増し、平和は絶えることがない。

詩編 34・1−15 平和を尋ね求め、追い求めよ。

黙示録 7・13−17 神は彼らの目から涙をことごとくぬぐわれる。

ヨハネ 14・25−27 わたしは平和をあなたがたに残す。

　暴力はカリブ諸国において諸教会が対処すべき問題です。殺人発生率は驚く

ほど高く、その大半が家庭内暴力、ギャング間の闘争や他の犯罪行為によるも

のです。また、いくつかの地域では自傷行為や自殺の発生率も高まっています。

考察
　神が約束してくださったみ国、イエスが告げ知らせ、ご自分の公生活の中で

明らかにしてくださったみ国とは、正しく平和で、聖霊のうちに喜びに満たさ

れている国です。暴力の闇に捕らわれた人にとって、この福音は何を意味して

いるでしょうか。預言者によれば、光は深い闇に包まれた土地に住む人々の上

に輝きました。しかしキリスト者は、家庭内暴力やギャングによる暴力という

闇の中で暮らしている人々にどのようにイエスの光を投げかけたらよいでしょ

うか。キリスト者はどのような希望を届けることができるでしょうか。悲しい

ことに、キリスト者同士の分裂は、希望を届けるのを阻む障害物の表れとなっ

ています。

　一方、諸教会、諸教派間の平和と和解を求めることは、そうした傾向をくつ

がえします。争いにまみれた世界で一致を求めるとき、キリスト者は和解のし

るしをこの世界にもたらしています。特権と地位を求める考え方を拒否し、他

者やその共同体をないがしろにすることを拒むキリスト者は、神の国の平和を

第4日　希望といやし
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あかししています。その国では、神の小羊が聖人たちをいのちの水の泉へと導

いています。これこそが世界が必要としている平和です。それは、暴力によっ

て傷ついた人々にいやしと慰めをもたらします。

祈り
すべてのいやしと希望の源である神、

あなたの復活は十字架の暴力を打ち負かしました。

あなたの民であるわたしたちが、

この世の暴力は克服されることを

はっきり表すしるしとなれますように。

復活した主のみ名によって祈ります。

アーメン。

神の右の手は

わたしたちが行くべき道をこの地で指しておられます。

その道はあまりにも混乱し、

迷いやすい道です。

それでも神の右の手は導いてくださいます。



32

申命記 1・19−35 主なる神はあなたに先立って進み、あなたを背負ってくださる。

詩編 145・9−20 主は倒れようとする人を一人ひとり支えてくださる。

ヤコブ 1・9−11 富んでいる者は草花のように滅び去る。

ルカ 18・35−43 ダビデの子イエスよ、わたしを憐れんでください。

　カリブ諸国の経済は、もともと欧州市場に向けた原材料の生産を基盤として

きたために、まったく自立していません。その結果、国際市場から資金を借り

ることが開発のために欠かせなくなりました。その債務を返済するためには、

交通、教育、医療、他の公共サービスへの支出を減らさざるをえません。しか

しそれにより、貧しい人々にもっとも深刻な影響が及んでいます。カリブ諸国

教会協議会は、この地域における現在の債務危機に対処する取り組みを、貧し

い人のための国際ネットワークを通して開始しました。

考察
　イエスがエリコに近づいたとき、群衆がどんなに騒いでいたか想像すること

ができます。多くの人の声が、目の見えない物乞いの叫び声をかき消していま

す。彼は邪魔で恥ずべき存在でした。旧約聖書の中で神がつねに貧しい人々の

声に耳を傾けておられるように、こうした騒動の中にあってもイエスはこの盲

人の声を聞き分けます。倒れようとする人を支えておられる主は、聞くだけで

なく、応えてくださいます。それにより、この人の人生はまったく変わります。

　キリスト者同士の分裂は、世界の混乱と無秩序の一つの表れです。エリコの

はずれでわめいていた群衆の声と同じように、わたしたちの分裂も貧しい人の

叫び声をかき消してしまうかもしれません。しかし、わたしたちが一つになり、

第5日　この地の隅々から湧き上がる貧しい人々の叫びを
聞きなさい
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完全にこの世におけるキリストの現存となるなら、さらにしっかりと耳を傾け、

傾聴し、応えることができるでしょう。騒音をさらに大きくするのではなく、

もっとも聞かれる必要のある声を聞き分け、耳を傾けられるようになるのです。

祈り
いつくしみ深い神、

あなたは貧しく苦しんでいる人々を奮い起こし、

彼らの尊厳を取り戻してくださいます。

この世の貧しい人々のために叫ぶわたしたちの声を聞いてください。

希望を再び与え、彼らを立ち上がらせてください。

あなたのすべての民が一つになれますように。

イエスのみ名によって祈ります。

アーメン。

神の右の手は

倒れようとする人一人ひとりをこの地で支えておられます。

一人ひとりが名前で呼ばれ、

神の右の手に支えられ、

今、恥から救われます。
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イザヤ 25・1−9 主の救いを祝って喜びおどろう。

詩編 82 苦しむ人、乏しい人の正しさを認めよ。

フィリピ 2・1−4 めいめい自分のことだけでなく、他人のことにも注

意を払いなさい。

ルカ 12・13−21 どんな貪欲にも注意を払い、用心しなさい。

　国際金融規制改革はカリブ諸国の貿易と商業に悪影響を及ぼし、多くの家庭

の家計を脅かし続けています。カリブ諸国の人々が海外で働いて家族に仕送り

することは、ますます難しくなっています。カリブ諸国の教会は、貧しい人々

が経済活動のために融資を受けられるようにするために、クレジット・ユニオ

ン（信用金庫）を推奨する運動を導入しました。

考察
　神はつねに貧しい人々を優先しておられることを、聖書は絶えずあかしして

います。神の右の手は、力ある人々ではなく、力のない人々のために働いてお

られます。同様に、イエスは貪欲の危険性についても警告し続けています。し

かし、その警告にもかかわらず、貪欲の罪はしばしばキリスト教共同体をむし

ばみ、競争の論理を導入しています。一つの共同体が隣の共同体と競っている

のです。わたしたちが世俗社会と自分自身の違いを認識せず、争いをもたらす

競争精神に従うなら、「苦境にある人々の逃れ場、嵐の中のシェルター」を提

供できなくなってしまいます。

　わたしたちの中にはさまざまな教会や教派がありますが、神の目から見た豊

かさとは、自分の共同体の中に多くの信者が属している　　もしくは寄付をし

第6日　他者のことに注意を払いましょう



35

ている　　ことではありません。むしろ、わたしたちキリスト者が経済上の「北」

と「南」の相違を乗り越えて一致し、世界中に数えきれないほど多くの兄弟姉

妹をもっていることを認識することこそが豊かさです。このキリストにおける

兄弟愛に気づくとき、キリスト者はすべての人の経済的正義を促すために、手

を取り合うことができます。

祈り
全能の神、

あなたの教会が征服と抑圧のただ中でも

正義と公正さを絶えず主張することができるよう、

勇気と力をお与えください。

キリストにおける一致を祝いつつ

他の人のニーズにも注意を払えるよう、

聖霊がわたしたちを助けてくださいますように。

アーメン。

神の右の手は

羨み、憎しみ、貪欲を

この地からたたき出してくださいます。

わたしたちのわがまま、欲望、うぬぼれ、不正行為は

神の右の手によって無くなります。
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出エジプト 2・1−10 モーセの誕生

詩編 127 主ご自身が建ててくださるのでなければ、家を建て

る人の労苦はむなしい。

ヘブライ 11・23−24 モーセは両親によって隠された。彼らはその子の美

しさを見たからである。

マタイ 2・13−15 ヨセフは起きて、子どもとその母親を連れて、夜の

うちにエジプトに逃げた。

　カリブ諸国の家庭は、奴隷制の遺産と、両親の移住、金銭上の問題、家庭内

暴力などの新しい要素の悪影響を受け続けています。こうした現状に対し、カ

リブ諸国の教会は核家族と拡大家族双方を支えるために活動しています。

考察
　家庭は、子どもたちを守り育てるために極めて重要です。モーセとイエスの

幼少時代について書かれた聖書箇所によれば、二人とも怒りにかられた支配者

の残忍な命令のために、生まれた時からいのちの危険にさらされていました。

このことは、子どもたちは外からの力にどんなに弱い存在であるかを物語って

います。それらの箇所は、幼い子どもたちを守るために行うべき行動も示して

います。マタイは、とりわけ困難に直面しているときに、主の命令に愛をもっ

て忠実に従う父親の模範をわたしたちに示しています。

　聖書は子どもを祝福として、未来への希望として捉えます。詩編作者にとっ

て、子どもは「勇士の手の中の矢」のようなものです。わたしたちキリスト者

は皆、助けを差し伸べる家族ネットワークとして活動するよう招かれています。

第７日　家族と教会で家庭を築く
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そして、子どもたちが守られ、活躍できるような強力な共同体を築くという責

務を果たすために、主の力により頼みます。

祈り
恵み深い神、

あなたは御子を普通の家庭の子として遣わしてくださいました。

イエスは忠実でありながらも罪深い祖先とともにおられました。

家庭や共同体のすべての家族を祝福してください。

キリスト者の家庭の一致のためにとりわけ祈ります。

世界中の人々が信じることができますように。

イエスのみ名によって祈ります。

アーメン。

神の右の手は

力と愛をもってこの地に記しています。

わたしたちの争い、恐れ、

勝利、そして涙は

神の右の手によって記されます。
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イザヤ 11・12−13 エフライムはユダをねたまず、ユダはエフリムに敵

対しない。

詩編 106・1−14、43−48 わたしたちを集め、聖なるみ名に感謝をささげさせ

てください。

エフェソ 2・13−19 キリストは隔ての壁を取り壊す。

ヨハネ 17・1−12 わたしは彼らによって栄光を受けました。

　カリブ諸国の教会は、地域内にある「キリストのからだ」の傷をいやすため

に協力しています。その傷は植民地時代から受け継いだものです。和解はしば

しば悔い改め、償い、そして記憶のいやしを必要とします。その一例がイギリ

スのバプテスト教会とカリブ諸国の間で行われた謝罪と償いです。教会はイス

ラエルの民のように一致し、和解のしるしと働き手となるよう求められている

のです。

考察
　救いの歴史に関する聖書の記述には、一つのテーマがはっきりと表れていま

す。それは、ご自分の民と呼ぶことのできる人々によって一つの民を作り上げ

るという、主の確固たる決意です。聖なる契約により神と一つとなったこの民

は、主の救いの計画に参加し、み名の栄光をたたえ、あがめます。

　この契約は、さまざまな社会階層の間の関係が正義、思いやり、いつくしみ

に満たされていることを必要とします。預言者たちはそのことをイスラエルの

民に繰り返し伝えました。イエスは自らの血によって新しい契約を結ぶために

備えつつ、御父に深く祈りました。御父からご自身に与えられた民が、ご自分

第8日　神は離散していた者を地上の四隅から
集めてくださる
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と御父が一つであるように、一つになるよう祈っておられました。キリスト者

がイエスのうちに一致していると感じるとき、彼らは御父の現存のうちにキリ

ストの栄光にあずかっています。その栄光は、この世界が創造される前に御父

の現存のうちに示された栄光です。したがって、神と契約を結んだ民は、和解

の共同体となるようつねに努力しなければなりません。その共同体は、正義と

平和のうちに生きるすべを地上のすべての人に示す力強いしるしとなります。

祈り
主よ、慎んでお願いします。

あなたの恵みによって

世界中の教会があなたの平和の道具となれますように。

あなたのいやしの使者、働き手として協力し、

分裂した民を愛のうちに和解させることによって、

主のみ名があがめられ、称えられますように。

アーメン。

神の右の手は

自由と希望と愛の種を

この地に植えます。

多くの民が存在するこの地上で、

すべての神の子らが手をつなぎ、

神の右の手とともに一つになれますように。
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カリブ諸国のエキュメニズムの現状
　カリブ海地域は、北はバハマから南アメリカ大陸のスリナム、ガイアナ、フ

ランス領ギアナ（カイエンヌ）まで、そして東はバルバドスから、西は中欧ア

メリカのベリーズに至ります。この地域に共通するアイデンティティーは、地

理的要素だけでなく、植民地政策と搾取、外国支配に対する抵抗、さらには共

通の文化的意識に根差しています。

　ローマ・カトリック教会、聖公会をはじめとするいくつかの教会が、植民地

時代初期にこの地にやって来ました。他の諸教会はその後、18 世紀から 20 世

紀初期までの宣教活動の一環として到来しました。ごく最近では、福音主義運

動やペンテコステ派が、カリブ海地域で運動を繰り広げました。したがって域

内の多くの国や地域に、福音主義同盟や協力組織が存在しています。

　カリブ諸国教会協議会（CCC）は、1960 年代の活発なエキュメニカル運動を

先駆けとして成長し、1970 年代初頭の社会的、文化的、政治的な動乱の中で設

立されました。この時期は、多くの国が政治的に独立した、植民地独立直後の

時代にあたります。それは地域全体が自立、発展、新しい自己表現に向かう動

きの中にいた時代です。こうした新しい地域意識に対する諸教会共同の対応と

貢献として、カリブ諸国の発展のためのキリスト教運動（CADEC）と呼ばれ

る団体の設立を挙げることができます。この団体は CCC の前身であり、後に

CCC の二つの主な部署の一つとなりました。もう一方の部署は諸教会刷新のた

めの機関（ARC）でした。

　CCC の第一回総会は 1973 年にジャマイカのキングストンで行われました。

その憲章の序文には次のように記されています。「歴史、言語、文化、階層、

隔たりによってもたらされた課題を克服するために、諸教会が神学的考察や洞

察、会議、共同作業を通して域内で連帯し協力することを、キリストのうちに

共通の召命を受けた、わたしたちカリブ諸国のキリスト者は誓います。したがっ
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て、わたしたちは平和を構築し、人々の全体的な発展を促し、社会正義とすべ

ての人の尊厳を確かなものとするために尽力します。キリストのうちに共に歩

み、この世にみ国を広めるために共に協力し合うことを誓います」。

　CCC に 33 もの教会が加盟していることは、人々と文化が非常に多種多様で

あることを示しています。それらの教会は南アメリカと中央アメリカの本土や

主な島々に広がり、オランダ語、英語、フランス語、スペイン語という四つの

言語圏に属しています。そうした分類の中にはカイエンヌ（仏領ギアナ）、キュー

バ、グアドループ、ハイチ、マルティニク、プエルトリコも含まれます。CCC

加盟教会は共通の確信をもっています。すなわち、たとえ長い植民地支配によっ

て分裂が生じていても、カリブ諸国を一つにする真のアイデンティティーが存

在しており、それを通してカリブ諸国の人々は自分たちに向けられたみ旨を伝

え、また、そのみ旨に応えなければなりません。

　6 つのエキュメニカル地域連合（REO）の一つである CCC は、創設メンバー

にローマ・カトリック教会が　　司教協議会を通して正式に　　加わった世界

初のケースであり、これまでにない独特なものです。アンティル諸島司教協議

会（AEC）が CCC の創設メンバーとして加わっていることは、1997 年に行わ

れたアメリカ特別シノドスの準備文書の中で一例として取り上げられました。

「地域と交わりの道」というタイトルの文書の一部には次のように記されてい

ます。「他の教派との対話をさらに実現可能にする一つの見本は、カリブ諸国

の司教たちの働きによって示されます。彼らは、その地域で唯一のエキュメニ

カル団体を設立することに貢献しました（4 章、42 節）」。

　設立後の 43 年間、CCC 加盟教会は神学、キリスト教教育、包括的発展、若

者と女性の問題、家庭生活、人権、コミュニケーションの分野で多くの取り組

みを共に行ってきました。CCC の主な業績としては、報道番組「Contact and 

Caribbeat」、月刊誌「Caribbean Contact」、キリスト教教育シリーズ「Fashion 

Me a People」が挙げられます。
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　1983 年、CCC の使命が新たにされました。それは、「イエス・キリストに従

い、貧しい人と連帯しつつ、エキュメニズムおよび社会変革を促進すること」

です。それ以来、CCC は効率的なアプローチを展開し、カリブ諸国に影響を及

ぼしている多くの社会経済問題や社会不正に対し、包括的なプログラムを実施

してきました。それらの問題には、地方独自の貧困、高い HIV/AIDS 発症率、

麻薬取引と依存、さらには自然災害や暴力、雇用やより良い生活の追求といっ

た、さまざまな要因による移住が含まれます。

　CCC の取り組みは、加盟教会が教会として深くかかわり、諸機関や地元の共

同体を通して互いに協力し合う中で進められました。主な活動は以下の通りです。

⃝ 優先的な地域活動（HID/AIDS、麻薬、暴力、家庭、食料、移住者）

⃝ 持続可能な社会経済的発展（貧困の軽減、資金計画、災害予防措置）

⃝ 弁護とコミュニケーション（社会認識、情報、対話と交わり）

⃝ 国際関係（地域統合、連帯のための訪問）と文化的事業

　CCC はこれらの問題に対処するために、カリブ共同体（CARICOM）をはじ

めとする域内の主要な政府間団体と密接に協力しています。また、国連（UN）

の諸部門、欧州や北アメリカ諸国の政府のとも長年、かかわってきました。

　上記の取り組みに加えて、CCC はキリスト教協議会地域フォーラムも設立し

ました。このフォーラムは、域内のキリスト教協議会（NCC）がネットワーク

や相互協力を向上させる場となっています。このことは、域内のさまざまな地

域で NCC が重要な役割を果たしていることが認められているあかしです。た

とえばキューバやジャマイカの NCC のように、CCC よりも何十年も前に設立

されたものもあります。このフォーラムは「新しい歌を歌おう」というタイト

ルのもとに 2001 年に第一回が開催されて以来、2008 年まで毎年行われました。

他の取り組みと同様、この地域フォーラムも資金不足のために無くなってしま

いました。
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　近年、CCC 事務局と加盟教会は、エキュメニズムの神学的基盤にさらに重点

を置いています。「ディアコニア（奉仕）」を強調しすぎたために、あやふやに

されてきた「コイノニア（参加）」という根本的な要素に目を向けようとして

います。したがって、他の教派の「信仰や規律」について討議するだけでなく、

「歓待の場」が設けられ、諸教派の人々　　神学者や聖職者など　　が、相互

理解と相互啓発に満ちた環境の中で互いに会うことができるようにしなければ

なりません。「エキュメニカルな出会いと対話のためのカリブ地域センター」

は、そうした目的のために 2014 年 12 月に設立されました。CCC とベネディク

ト会寄留の聖母修道会の修道者が協力してこのセンターを設立しました。この

約 100 年の歴史をもつ修道会は、三位一体の聖ベネディクト山として広く知ら

れています。（これまで多くの他宗教の信者に対して司牧活動を行ってきたた

めに、この修道会はそうした取り組みに適した自然環境や選択としてとらえら

れました）。CCC はそれ以外にも、エキュメニカルな表現や構成を用いた新た

な取り組みを行っています。たとえば、テゼ共同体の活動や、世界キリスト教

フォーラム（GCF）のカリブ支部としての活動です。後者は、福音派やペンテ

コステ派のキリスト者との友好関係を深め、対話するために重要です。CCC は

実際、カリブ GCF の主催者、進行役として活躍してきました。

　カリブ海地域には、CCC 以外にもエキュメニズム機構があります。その中で

も際立っているのが、ジャマイカにある西インド諸島神学連合大学（UTCWI）

です。UTCWI は、さまざまなプロテスタント教派が連携する場です。興味深

いことに、この UTCWI の隣には、ローマ・カトリック教会の聖ミカエル神学

大学（以前には神学校も併設）があります。両大学の講師と生徒は、大学が設

立されてからの数年間、非常に友好的で互いに啓発し合うことのできる雰囲気

を享受してきました。

　さらに広範囲なレベルでは、カリブ神学校連合（CATS）があります。この

連合には、英語を公用語とする二つの大学　　UTCWI と聖公会のコドリント

ン大学（バルバドス）　　と、二つのカトリック系の大学　　聖ジャン・ヴィ
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アンネとウガンダの殉教者大学（トリニダード島）と聖ミカエル大学（ジャマ

イカ）　　が、互いに連携し合いながら参加しています。

　プロテスタントのエキュメニカルな神学校で、スペイン語を使用している

ものとしては、プエルトリコの福音主義神学校とマタンサス福音主義神学校

（キューバ）が挙げられます。両校とも、プロテスタントの諸教派の共同組織

です。後者の学長は、CCC の前会長であり、世界教会協議会（WCC）のスタッ

フでもあったカルロス・エミリオ・ハム牧師です。

　カリブ諸国のエキュメニカルな状況を考える際に忘れてはならないのが、

WCC の三代目事務総長、フィリップ・アルフォード・ポター牧師です。彼の

働きにより、カリブ諸国は世界のエキュメニカル運動に大きな功績を残しまし

た。ポター牧師はドミニカ出身のメソジスト教会の牧師であり、WCC 総幹事

として在任の間（1972−1984）、南アフリカの非人道的なアパルトヘイト政権と

戦いました。彼の任期中には、教皇ヨハネ・パウロ二世の WCC 本部（スイス

のジュネーブ）訪問という歴史的な出来事もありました。それは、バチカンと

WCC の間のエキュメニカルな関係において画期的な出来事でした。現在、カ

リブ諸国には 13 の WCC 加盟教会が存在し、キリスト者の数は約 140 万人で

あると推測されます。ポター牧師の足跡に従い、カリブ諸国出身のエキュメニ

ズム活動家たちが世界中のエキュメニズムの分野で活躍しています。その中に

はジャマイカのネヴィル・カラム牧師がいます。彼は現在、世界バプテスト連

盟（BWA）の総幹事を務めており、以前は、WCC の「信仰と職制委員会」の

主要メンバーとして長年、活躍していました。
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◇キリスト教一致祈祷週間のテーマ一覧（1968－ 2018年）◇
1968…年、世界教会協議会（WCC）信仰職制委員会と、教皇庁キリスト教一致
推進評議会が共同発行した冊子が初めて使用されました。

1968　神の栄光をほめたたえるに至るために （エフェソ 1･14）

1969　自由への召し （ガラテヤ 5･13）

1970　わたしたちは神の同労者である （一コリント 3･9）

1971　聖霊の交わり （二コリント 13･13）

1972　わたしは新しいおきてをあなたがたに与える （ヨハネ 13･34）

1973　主よ、祈ることを教えてください （ルカ 11･1）

1974　すべての舌が「イエス・キリストは主である」と告白するように （フィリピ2･1−13）

1975　すべてはキリストのもとに （エフェソ 1･3−10）

1976　わたしたちはまことの姿になるよう召されている （一ヨハネ 3･2）

1977　ともに希望をもって屈せず （ローマ 5･1−5）

1978　もはや他人ではない （エフェソ 2･13−22） 

1979　み栄えのため互いに仕えよう （一ペトロ 4･7−11）

1980　み国が来ますように （マタイ 6･10） 

1981　一つの霊　多くの賜物　一つの体 （一コリント 12･3b−13） 

1982　主こそわがやどり （詩編 84）

1983　イエス・キリスト−この世の生命 （一ヨハネ 1･1−4） 

1984　主の十字架は一致への道 （一コリント 2･2, コロサイ 1･20） 

1985　キリストとともに死から生命へ （エフェソ 2･4−7） 

1986　我が証人となれ （使徒言行録 1･6−8） 

1987　キリストにあってともに新しく （二コリント 5･17−6･4a）

1988　愛は恐れをとりのぞく （一ヨハネ 4･7−21）

1989　キリストに結ばれて一つのからだに （ローマ 12･1−21）

1990　キリストの祈りのうちに （ヨハネ 17） 

1991　すべての国よ、主を賛美せよ （詩編 117, ローマ 15･5−13）

1992　わたしはあなたがたとともにいる。だから行きなさい。（マタイ 28･16−20）

1993　聖霊の実はキリスト者の一致を生む （ガラテヤ 5･22−23） 
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1994　神の家族・心も思いも一つにして （使徒言行録 4･23−37） 

1995　コイノニア・神にある交わり、お互いの間の交わり（ヨハネ 15･1−17）

1996　見よ、わたしは戸口に立って、たたいている （黙示録 3･14−22） 

1997　神と和解させていただきなさい （二コリント 5･16−21）

1998　“ 霊 ” は弱いわたしたちを助けてくださる （ローマ 8･14−27）

1999　神が人と共に住み、その神となり、人は神の民となる （黙示録 21･3）

2000　神はほめたたえられますように。神はわたしたちをキリストにおいて祝

福で満たしてくださった （エフェソ 1･3−14）

2001　わたしは道、真理、いのち（ヨハネ 14・6）

2002　神よ、命の泉はあなたにある（詩編 36・6−10）

2003　わたしたちは、このような宝を土の器に納めています（二コリント 4・7）

2004　わたしの平和を与える（ヨハネ 14・27）

2005　教会の土台であるキリスト（一コリント 3・1−23）

2006　二人または三人がわたしの名によって集まるところには、わたしもその

中にいる（マタイ 18・18−20）

2007　耳の聞こえない人を聞こえるようにし、口の利けない人を話せるように

してくださる（マルコ ７・31−37）

2008　絶えず祈りなさい（一テサロニケ ５・（12a）13b−18）

2009　それらはあなたの手の中で一つとなる（エゼキエル 37・15−28）

2010　あなたがたはこれらのことの証人となる（ルカ 24・48）

2011　使徒の教え、相互の交わり、パンを裂くこと、祈ることにおいて一つ（使

徒言行録２・42 参照）

2012　わたしたちは皆、主イエス・キリストの勝利によって変えられます（一

コリント 15・51−58 参照）

2013　神が何をわたしたちに求めておられるか（ミカ 6・6−8 参照）

2014　キリストは幾つにも分けられてしまったのですか（一コリント 1・1−17）

2015　イエスは「水を飲ませてください」と言われた（ヨハネ 4・7）

2016　主の力あるわざを、広く伝えるために招かれて（一ペトロ 2・9 参照）

2017　キリストの愛がわたしたちを駆り立てています（二コリント5・14−20 参照）

2018　主よ、あなたの右の手は力によって輝く（出エジプト 15・6）
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東京都新宿区西早稲田2-3-18-24169-0051
03-6302-1919 03-6302-1920



〈カトリック中央協議会扱い〉（2016年9月1日 〜 2017年8月31日） 〈日本キリスト教協議会扱い〉

 2017年キリスト教一致祈祷週間の献金者（敬称略）

「2018 年　キリスト教一致祈祷週間」
日本キリスト教協議会・カトリック中央協議会　共同発行

愛徳カルメル会　本部
青森市キリスト教協議会
アトンメントのフランシスコ会
アトンメントのフランシスコ女

子修道会
イエスの小さい姉妹の友愛会
　本部
イエズス会　上石神井修道院
イエズス会　黙想の家
大阪聖ヨゼフ宣教修道女会
幼き聖マリア修道会
お告げのフランシスコ姉妹会
聖血礼拝修道会
カトリック市川教会
カトリック上田教会
カトリック大阪大司教区　
カトリック岡山鳥取地区センター
カトリック（横浜）金沢教会
カトリック北 26 条教会
カトリック麴町教会
カトリック笹丘教会
カトリック志家教会
カトリック谷山教会
カトリック戸部教会
カトリック鳴門教会
カトリック幟町教会
カトリック萩教会
カトリック彦根教会
カトリック東広島教会
カトリック母間教会
カトリック松戸教会
カトリック三次教会
カトリック門司教会
カトリック横浜司教区
カルメル修道会
　幼きイエズス修道院
カルメル修道会
　三位一体修道院
カルメル修道会
　聖ヨゼフ修道院
カルメル修道会　聖家族修道院
教団聖ヶ丘教会・カトリック渋

谷教会　キリスト教一致祈
祷集会

熊本朝祷会
クリスト・ロア宣教修道女会
汚れなきマリアのクラレチアン

宣教修道女会
ケベック・カリタス修道女会
厳律シトー会
　灯台の聖母トラピスト大修道院
御受難会修道院　みことばの家
御受難修道女会
　悲しみの聖母修道院
坂出・丸亀地区キリスト教一致委員会
サレジアン・シスターズ
　静岡修道院
サレジアン・シスターズ
　守護の天使修道院

サレジアン・シスターズ
　扶助者聖マリア修道院
サレジアン・シスターズ
　別府修道院
サレジアン・シスターズ
　山中雪の聖母修道院
三位一体の聖体宣教女会
静岡県志太・榛原地区キリスト

教一致祈祷会
シトー会　那須の聖母修道院
姉妹教会交流会礼拝（日本ホー

リネス教団由木教会・日本
基督教団永山教会・カトリッ
ク高幡教会 合同一致祈祷会）

シャルトル聖パウロ修道女会
シャルトル聖パウロ修道女会
　片瀬修道院
殉教者聖ゲオルギオのフランシ

スコ修道会
純心聖母会　本部
純心聖母会　小野田修道院
純心聖母会
　原爆ホーム第二修道院
純心聖母会　川内修道院
純心聖母会　西町修道院
純心聖母会　八王子修道院
純心聖母会　恵の丘修道院
ショファイユの幼きイエズス修道会
　本部
ショファイユの幼きイエズス修道会
　大浦信愛修道院
ショファイユの幼きイエズス修道会
　久留米信愛修道院
聖クララ会（上越市）
聖心会
聖体奉仕会
聖パウロ女子修道会
聖ビンセンシオの愛徳姉妹会
聖フランシスコ病院修道女会
聖ベネディクト女子修道院
聖母奉献修道会
聖霊奉侍布教修道女会
　聖霊修道院
世田谷地区 キリスト教一致祈

祷会
高松キリスト教一致祈祷集会
天使の聖母トラピスチヌ修道院
ドミニコ会　聖ヨゼフ修道院
ドミニコ会
　ロザリオの聖母修道院
奈良南朝祷会　
新潟キリスト教連合会
ノートルダム・ド・ヴィ
パリ外国宣教会
藤沢市内キリスト教連絡会
フランシスコ会
　聖アントニオ修道院
ベタニア修道女会
ベリス・メルセス宣教修道女会

マリアの宣教者フランシスコ修道会
　本部
マリアの宣教者フランシスコ修道会
　北広島修道院
マリアの宣教者フランシスコ修道会
　熊本修道院
マリアの宣教者フランシスコ修道会
　札幌修道院
マリアの宣教者フランシスコ修道会
　戸塚修道院
聖心の布教姉妹会　本部
三原地域合同一致祈祷会
無原罪聖母宣教女会
茂原祈りの集い
レデンプトリスチン修道会
　鎌倉修道院
レデンプトリスチン修道会
　茅野修道院
レデンプトリスチン修道会
　長崎修道院
レデンプトリスチン修道会
　宮崎修道院

伊藤　全
香月　茂
新開慈郎
鈴木崇代
竹内久枝
立林久美
寺濱康子
永井和夫

外山　誠
上野玲奈
世田谷地区キリスト教一致祈祷会
日本聖公会九州教区
山梨県教会一致懇談会
福山市内一致祈祷会
青森市キリスト教協議会
高鍋町内合同礼拝
広島市キリスト教会連盟
坂出・丸亀地区キリスト教一致

委員会
カトリック北上教会・日本基督

教団北上教会　合同祈祷会
カトリック谷山教会
西武地区キリスト教教会連合
高松キリスト教一致祈祷集会
松山地区教会一致祈祷会
カトリック茂原教会
新潟キリスト教連合会
京都キリスト教協議会（ＫＣＣ）
伊東・熱海一致祈祷会
秦野市キリスト教協議会
長崎キリスト教一致礼拝
黙想と祈りの集い準備会
日本基督教団金沢八景教会
カトリック高幡教会・日本ホー

リネス教団由木教会・日本基
督教団永山教会　合同一致祈
祷会

カトリック三条教会・聖公会聖
母マリア教会・中越ルーテル
教会・日本キリスト教団三条
教会・三条福音キリスト教会　
合同一致祈祷会

（2016年 9月1日～ 2017年 8月31日）




