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 常任司教委員会  

 

■10 月定例常任司教委員会 

日 時  2018年 10月 4日（木）10：00－14：30 

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  6人 

 

報 告 

1. 「世界家庭大会」参加について 

2018年 8 月 21日－26日にアイルランドのダブリンで開催された第 9 回「世界家庭大会」に参加した白

浜 満司教他 4人より大会報告書が届き、その内容が紹介された。 
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2. 北海道胆振東部地震の保険加入罹災者状況報告と援助金について 

服部秀昭カリス取締役社長より、9 月 6 日に発生した北海道胆振東部地震の保険加入罹災者対応状況が

報告された。また、カリスから被災地支援として 50万円の寄附を行いたい意向が示され、札幌教区本部

事務局あてに送金することを申し合わせた。 

3. 中央協議会口座の東日本大震災復興義援金残高について 

2018 年 9 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、65,525,917 円、残高は 8,017,031 円となった。 

 

審 議 

1. 2019 年度定例司教総会の日程変更について 

教皇フランシスコが 2019年 2月 21日－24日にバチカンで、未成年者と弱い立場にある成人に対する虐

待防止についての会合を行うために、全世界の司教協議会会長を招集することを教皇庁広報局が発表し

たことを受け、2019年 2月 18 日－22日に予定されている定例司教総会の日程を、2月 12日－15 日に変

更する案を 2018年 12 月の臨時司教総会に諮る。 

2. カトリック教会のカテキズム改訂にともなう『いのちへのまなざし』【増補新版】の改訂について 

『カトリック教会のカテキズム』2267 番改訂にともなう『いのちへのまなざし』【増補新版】の死刑関

連掲載箇所の改訂については、本常任司教委員会の諸意見に基づいて修正した内容を承認した。 

3. 『カトリック新教会法典』用語一部修正について 

教会行政法制委員会から提出された『カトリック新教会法典』用語の一部修正を承認した。  

4. 「聖職者による子どもへの性虐待に対応するためのマニュアル」改定案について 

子どもと女性の権利擁護のためのデスクから提出された「聖職者による子どもへの性虐待に対応するた

めのマニュアル」改定案については、本常任司教委員会での諸意見を加味して修正し、再度常任司教委

員会に諮る。 

5. 教皇庁典礼秘跡省からのラテン語テキスト翻訳集中講座への司祭派遣要請について 

教皇庁典礼秘跡省からの要請である 2019年 4月 29日－7月 19日に開催されるラテン語テキスト翻訳集

中講座に、日本カトリック司教協議会として、日本カトリック典礼委員会委員長梅村昌弘司教推薦の横

浜教区司祭宮内 毅師を派遣することを承認した。 

6. 日本カトリック会館 2019 年修繕計画について 

「日本カトリック会館長期修繕審議会」から提出された､2019 年日本カトリック会館修繕計画を承認し

た｡ 

7. 2019 年度予算編成方針と予算中期事業計画作成日程について 

「日本カトリック司教協議会 2019年度活動方針」をもとに一部修正を加えた「2019年度予算編成方針」

と「2019 年度の予算中期事業計画作成日程」を承認した。 

 

 

 社会司教委員会  

 

■第 20 回社会司教委員会事務局会議 

日 時  2018年 10月 3日（水）16：00－17：00 

場 所  日本カトリック会館 会議室 5 

出席者  4人 

 

報 告  

1. 各種議事録の確認と承認 

2. 「パウロ 6 世・ロメロ大司教列聖」パンフレットの注文状況について 

3. 第 40回正義と平和全国集会名古屋大会の進捗状況について 
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審 議 

1. 『なぜ教会は社会問題にかかわるのか Q&A』について 

2. 司教のための社会問題研修会について 

3. 気候変動・環境問題の取り組みについて 

9 月常任司教委員会で、日本のカトリック教会が環境問題に取り組むために、社会司教委員会委員長の

浜口末男司教が検討会の責任者となり、メンバーを人選し検討を進めるよう依頼された件で、浜口司教

と有識者 3人が検討会立ち上げのための準備会を開催する。 

4. 「出前研修」について 

2019年度「出前研修」メニューの更新を諸委員会・デスクに依頼する。 

 

 

 学校教育委員会  

 

■第 165 回学校教育委員会 

日 時  2018年 9月 6日（木）16：00－18：00 

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  9人 

 

報 告 

1. アジア司教協議会連盟(FABC)奉献生活局 教育・信仰養成局合同会議「アジアにおけるカトリック学校」 

9 月 24 日－28日、タイ・パッタヤで開催される同会議の参加者が、岡本大二郎師（サレジオ修道会）、

松村康平さん（広島学院）、渡邊真理子修道女（聖心会）に決定したことが報告された。  

2. 宗教科カリキュラムプロジェクト（仮称）  

①情報調査用の統一フォーマット作成状況が報告された。 

②カリキュラムにこだわらず活動可能な名称にしたいという理由から、「宗教教育サポートプロジェクト」

の名称が提案され、承認された。 

 

審 議 

1. 第 32回「校長・理事長・総長管区長の集い（集い）」について 

「集い」のテーマ、プログラム概要について話し合い、10月開催シノドス「若者、信仰、そして召命の

識別」の情報共有、10月 18 日、19日に学校連合会で行われるリーダー研修のテーマである「識別」が、

学校責任者や教職員が直面する様々な決断に参考となること、出席者が実体験する時間を作ることなど

について意見が出された。 

阿南秘書から「識別」についての基調講演を李 聖一師(イエズス会)に依頼し、この基調講演者の決定状

況を踏まえ、次回委員会でプログラムについて引き続き検討する。 

2. 2019 年度事業計画に関連し、宗教教育サポートプロジェクトの計画について、以下の点を確認した。 

①活動範囲として、カリキュラムだけでなく、宗教教育全般への情報の蓄積、発信を行う。 

②カリキュラム公開は、冊子ではなくインターネット公開とする。ウェブサイトは、宗教科教員を対象

とし、閲覧にはパスワードを必要とする構造にする。また、掲載内容、公開は、学校教育委員会の制

作物であることに留意して行う。 

 

次回委員会  2018年 10月 4日（木）18：00－20：00  幼きイエス会 ニコラ・バレ修道院  
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 諸宗教部門  

 

■シンポジウム「SNS と宗教」 

日 時  2018年 9月 22日（土）14:00－ 17:00 

場 所  カトリック麹町教会（東京教区） 

出席者  約 130人 

 

2011年より「自死」をテーマに東京、福岡、大阪の三都市にてシンポジウムを開催し、それ以降は「高齢

化社会を豊かに生きること」「平和」「いつくしみとあわれみ」「若者」をテーマに開催し、諸宗教との親交を

深めてきた。今年は「SNS と宗教」と題し、福音宣教における SNS の活用について諸宗教の人々と分かち合

った。 

パネリストは中山義紹師（曹洞宗）、阿部仲麻呂師（サレジオ修道会）、志立正嗣さん（ヤフー株式会社執

行役員）の三人で、第 1部では各パネリストから約 25 分の発題を、第 2部では会場からの質問を受け、質疑

応答と対談を行った。 

 第 1部で中山師は、SNSやインターネットが伝達する情報や知識と「智慧（釈迦が説いた真理）」との違い

について、禅の修行を例に挙げながら語った。禅宗の教えである「智慧」は“体を通して感じること”であ

り、人間の頭で作り出した「知識」や「知恵」とは異なる。SNS やインターネットの持つ発信力や利便性は

有効であると認めつつも、それらは一つの手段に過ぎず、五感を大切にした情報のやり取りの重要性につい

て述べた。 

阿部師は、パソコンやインターネットが普及し始めた約 20 年前からの経験を踏まえ、SNSを活用した宣教

活動の可能性と問題点を挙げた。一人で SNSを使う場合、独りよがりで自分勝手な自慢や批判になり相手を

傷つける恐れがあると指摘する一方で、チームで検討し整理した情報を発信することで有意義な情報共有が

できると述べた。また、最終的には情報を発信する人の心を整え豊かにしなければ容易に発信してはならな

いと語った。 

志立さんは、宣教や政治活動において、インターネットやメディアがどのように活用されてきたのか、イ

ンターネットができる前と後の時代に分け、「キリスト教のアメリカ土着化」「ナチス（ドイツ労働党）」「大

統領選挙とフェイクニュース」「ISIL（イスラム原理主義）」の 4つの事例を挙げて説明した。過激な意見や

フェイクニュースが横行する今、真理に向き合いたい人々にどのように寄り添っていくかが課題だと語った。 

これを受けて行われた第 2部では、会場からの多くの問いかけに対し、パネリストそれぞれの立場や経験

を踏まえながら回答した。 

 

 

 難民移住移動者委員会  

 

■2017 長崎教会管区セミナー 

日 時  2017年 12月 17日（日）13：30－17：00 

場 所  長崎カトリックセンター（長崎市） 

参加者  約 70人 

 

テーマ  ベトナムの教会の現状と日本で働く技能実習生 

講 演  「ベトナムの教会の現状」 グエン・クアン・トゥアン師（広島教区司祭） 

 「日本で働く技能実習生」 岩本光弘さん（外国人技能実習生権利ネットワーク九州） 

内 容  

1. ベトナムの教会の現状 
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ベトナム教会はまだ共産政権下で迫害が続いている。特に北部、中部は教会施設が破壊され土地が強制

収容されている。日本企業のベトナム進出により日本企業への就職や、日本への留学、就職を考える若

者が多い。日本での留学は学費、生活費の負担が大きく、アルバイトをしながらということになる。技

能実習生も派遣会社に多額の保証金を払い来日するが、低賃金、過酷な労働を強いられている。 

2. 日本で働く技能実習生 

増加している在留外国人は 2015年末で 223 万人、2016 年末では 238万人になる（前年比 6.8％増加）。

国別では中国、韓国、フィリピン、ベトナムなど。ベトナム人技能実習生は増加を続けているが、中国

人技能実習生はやや減少している。増加する外国籍の人に関して何が問題か、また日本社会の受け入れ

はうまくいっているか、それに対してカトリック教会はどのように対応しているのかが課題。九州各地

での技能実習生の問題では、特に法定外の残業や残業代の未払いが多い。また労働災害に遭い、治療、

休業補償がされず、解雇、強制帰国なども起こっている。今後も実習生が増加していくにつれ、数多く

の問題が起こるのは明白である。 

 

 

■2018 年度第 1 回事務局会議 

日 時  2018年 1月 10日（水）14：00－17：45 

場 所  日本カトリック会館 会議室 4 

出席者  8人 

 

報 告 

1. アドボカシー(政策提言)・啓発プロジェクトより 

  (1)技能実習制度について、2017年 11月から新たな技能実習法が成立したことに伴い、国が「外国人技

能実習機構」を設立した。受け入れ団体の管理監督と実習生の相談、援助、保護を目的としている。 

  (2)非正規滞在者について、仮放免と収容を繰り返している例が目立つ。仮放免でも就労は厳しく規制さ

れているため支援団体に依存している。政府はオリンピックまでに非正規滞在者をゼロにする方針に

より、収容や強制送還が目立つ。 

2. 「2018年世界難民移住移動者の日教皇メッセージ」の日本語訳について 

テーマは「移住者と難民に対する受け入れ、保護、促進、共生」（2017 年 8 月 15 日発表）。最近の教皇

発言などの関連から直ちに中央協ホームページに掲載する。 

 

審 議 

1. 人身取引問題に取り組む部会（タリタクム日本）講演会（2月 17 日）の内容検討 

2. 援助金申請 1件を承認。 

3. ベトナム移住移動者委員会との今後の関係 

難民移住移動者委員会は日本国内での技能実習生、留学生の問題を取り扱い、ベトナム移住移動者委員

会は技能実習生への事前の情報提供と帰国した後の支援をするような協力関係を築いていく。 

4. カリタスジャパン共催「排除 ZEROキャンペーン」の一環として東京教会管区、大阪教会管区ではそれ

ぞれ管区セミナーの開催を検討する。長崎教会管区については全国研修会を開催。内容、時期について

は各管区教区担当者が企画する。 

 

 

■第 2 回事務局会議 

日 時  2018年 1月 31日（水）10：00－13：00 

場 所  日本カトリック会館 会議室 3 

出席者  7人 
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報 告 

1. 大阪管区セミナー実施について 

日時 2018年 6月 23日(土) 10:00－16:00 カトリック河原町教会（京都教区） 

内容 カリタスジャパンとの共同開催。前回（2017年 2月）名古屋での大阪管区セミナーテーマである

技能実習制度をより深く理解する。その後の制度の動向、各教区や小教区での対応などの報告を

予定。 

2. 東京管区セミナー実施について 

日時 2018年 7月 7日(土) 10:00－16:00 カトリック関口教会（東京教区） 

内容 カリタスジャパンと共催のアクションデーとする。午前は菊地 功大司教、フランシス・ンダミラ

師（カリタスウガンダ責任者）の講話、午後はグループワーク形式、国際ミサで終了。青年ネッ

トワークなどと連絡を取り、協力を打診する。 

 

審 議 

1. 2018 年第 40回日本カトリック正義と平和全国集会名古屋大会分科会企画の検討 

2. 2019 年度事業計画、中期事業計画（3 か年）の策定のため、ワークショップを実施する（2018年 9月）。 

3. 2018 年教区担当者会／ネットワーク合同会議の内容、議題の検討。 

4. ベトナム人司牧者研修会（3月 13日）の内容検討。 

急増するベトナム人の対応について、国内在住のベトナム人司祭、修道者のために技能実習制度、留学

生問題の研修会を開催する。 

 
 

■2018 年度第 1 回定例委員会 

日 時  2018年 1月 31日（水）13：00－15：00 

場 所  日本カトリック会館 会議室 2 

出席者  12人 

 

報 告 

1. アドボカシー・啓発プロジェクトより 

非正規滞在者、退去強制令状が 3 千人以上。子どもも含め多くが収容され、仮放免が下りにくくなって

いる。人道的配慮から在留特別許可を出せないかなど、国会議員団を通じ、移住者と連帯する全国ネッ

トワーク(移住連)、NGO団体などと連携し要請していく。 

2 月上旬に、チャーター機による集団強制送還が行われる情報。執行を防ぐことは難しいが、少しでも

人権侵害とならないように訴えていく。 

2. 長崎管区セミナー（2017 年 12月 17日、長崎カトリックセンター） 

3. 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) 

(1)2月 1 日－2 日、札幌の北海道クリスチャンセンターにおいて、全国協議会、全国集会が開催される。 

(2)4月 23日－25日、韓国のソウルにて日・韓・在日教会国際シンポジウムが開かれる。 

テーマは「移住民宣教」。日本からは松浦委員長が「日本の教会の取り組み」について、ビスカルド

委員は支援活動について報告する予定。 

 
審 議 

1. 2018 年教区担当者会／ネットワーク合同会議（10月 9日－10日）の内容を検討。 

2. 正義と平和全国集会名古屋大会分科会（11月 23日－24日）について 

3. ベトナム移住移動者委員会との今後の関係 

ベトナム視察は、松浦司教と高木委員、山岸委員の 3人で行う。ベトナム移住移動者委員会の全国担当

者会議で日本の取り組みについての報告、技能実習生らが帰国した後の実態の聞き取りを予定。 
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4. 2019 年度事業計画、中期事業計画（3か年）の策定ワークショップの計画を承認した。 

 

 

■移民・移住者の司牧について勉強会シリーズ第 4 回「日本における人身取引の現状と支援」 

日 時  2018年 2月 17日（土）13：00－16：10 

場 所  カトリック布池教会 地下ホール（名古屋教区） 

参加者  約 80人 

 

主 催  神言修道会・聖霊会 JPIC（正義と平和）委員会・名古屋教区正義と平和委員会 

共 催  日本カトリック難民移住移動者委員会・人身取引問題に取り組む部会（タリタクム日本） 

内 容  

1. 人身取引の現状と支援（その 1）－ JFC（ジャパニーズフィリピーノチルドレン）について 

・岐阜で起きた人身取引のケースを紹介(ビデオ) 

  ・岐阜や京都での人身取引で救出したケース（レオニダ・インデリブレ修道女）  

2. 人身取引の現状と支援（その 2）－ 技能実習生について 

  ・人身取引を見抜くために（ビデオ） 

技能実習制度では、実際は労災隠し、不衛生、低賃金など違法なことが行われている。実習生は送り

出し機関に多額の借金をして来日する。技能実習のはずが実際は厳しい労働を負わせられ、低賃金、

生活環境も劣悪で、雇用者からも暴言暴力や、女性への性被害もある。 

  ・技能実習生の現状と支援のために（山岸委員） 

日本は労働者不足といわれ、実際には技能実習生は労働力としての雇用であり、国際社会から日本の

この制度が批判されている。 

3. タリタクム日本の設立と東南アジア会議報告（塩谷惇子修道女）   

東南アジア会議の参加国 11 か国（フィリピン、タイ、インドネシア、東ティモール、カンボジア、マレ

ーシア、シンガポール、日本、韓国、ラオス、ミャンマー）が参加。韓国とは今後協力することを確認

する。各国でどのように取り組んでいくかを発表。 

4. 分かち合い（小グループ）と全体会で終了。 

 

 

■第 3 回事務局会議 

日 時  2018年 3月 7日（水）15：00－17：30 

場 所  日本カトリック会館 会議室 4 

出席者  6人 

 

報 告 

1. アドボカシー・啓発プロジェクトより 

(1)ヘイトクライム｢朝鮮総連銃撃事件｣への署名依頼。 

(2)チャーター機によるベトナムへの一斉送還に反対する声明に賛同。 

(3)東日本入国管理センター所長との交渉「センター内でのベトナム人男性死亡事件」について、対応

は改善したとの回答。どの程度改善したかは不明。 

(4)仮放免の再収容についての状況。再収容が増加、オリンピックまでに非正規滞在者を極力なくす方

針。就労について厳しく取り締まっている。 

(5)院内集会報告。技能実習生が福島で除染作業に従事させられている問題についての報告。 

2. タリタクム日本運営委員会、名古屋研修会（別紙議事録、報告書添付） 
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審 議 

1. 正義と平和全国集会名古屋大会分科会企画について 

カリタスジャパンとの共同企画 

テーマ 共に生きる地球家族 〜今、問われる私たちの選び、私の選択〜 

前半  ｢排除ゼロキャンペーン｣ 

①コンセプトを伝える ②難民、移住者の現状を伝える 

詳しくはキャンペーンワーキンググループで検討する。 

後半  フィリピン、ペルー、ブラジルの特別な祝日を分かち合う企画 

すでに 3 か国の企画は名古屋教区内のグループが進めている。 

2. 2018 年教区担当者会／ネットワーク合同会議について 

実行委員（柳本師、高木師、山岸）と事務局で内容を検討する。 

3. ベトナム移住移動者委員会との今後の関係 

(1)ベトナム人司牧者研修会（3月 13日）の内容検討 

概要 午前 松浦司教から研修会の主旨説明 

山岸委員（ビデオと実態の説明、難民移住移動者委員会の取り組み） 

マリア・ラン修道女（ベトナム人青年司牧の現状） 

午後 佐々木史朗さん（全統一労働組合）講演（具体的ケースや解決例について） 

ベトナム人技能実習生の体験談 

その後に、現状や今後の活動への生かし方を分かち合う。 

(2)ベトナム視察 

現地ベトナム移住移動者委員会総会で、松浦委員長と山岸委員から日本の現状、実習制度の実態、実

習生、留学生被害者について報告する予定。高木師からはカトリック東京国際センターCTICの活動に

ついて話す。ベトナム帰国後の実習生の話を聞きたい旨をベトナム移住移動者委員会側に伝える。詳

しい内容についてはさらに打ち合わせる。 

4. 9月 23日「世界難民移住移動者の日」の配布資料について 

例年通りポスター、委員長メッセージを各小教区、修道院、学校、施設などに配布する。また、オリエ

ンス宗教研究所より当日付『聖書と典礼』コラム欄の執筆依頼を受けている。 

 

 

■ベトナム人司牧者研修会 

日 時  2018年 3月 13日（火）10：00－16：00 

場 所  日本カトリック会館 マレラホール 

参加者  ベトナム人司祭と修道者 16人、ベトナム人司牧関係者（ベトナム人以外）15人 

松浦悟郎委員長と委員、事務局計 15人  合計 46人 

 

内 容 

午前 参加者それぞれの現状の分かち合い 

午後 講演 「急増するベトナムからの技能実習生・留学生の実態と問題点」 

    講師 佐々木史朗さん（全統一労働組合） 

    概要 技能実習生の労働相談は、残業代未払い、長時間労働、劣悪な住居環境が多い。労働条件を

話すと強制帰国させられる。相次ぐ不正行為と人権侵害について、国連などは奴隷労働、人

身売買と指摘している。支援に必要なのは通訳の確保。労働相談、入国管理局（入管）への

出頭、生活支援の面で住居やシェルターに入るにしても通訳が必要である。その後、今後の

対応についての分かち合いを行った。 
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■第 4 回事務局会議 

日 時  2018年 4月 5日（木）15：00－17：00 

場 所  日本カトリック会館 会議室 4 

出席者  8人 

 

報 告 

1. 2018年 4月からの業務委託契約報告と鈴木まりが事務局専従に就いたことが報告された。 

2. 前回議事録確認 

3. アドボカシー・啓発プロジェクトより 

(1)ベトナム人技能実習生「福島での除染作業」問題について 

問題概要と政府見解｢制度の趣旨にそぐわない、実習内容として除染作業は一律に認めない。類似事

案があるかも含め実態調査する｣の報告。 

(2)国連人権理事会の新人権審査制度「UPR（普遍的定期的審査）」の日本審査について 

4. 外キ協 

(1)外キ協年間計画 

(2)韓日国際シンポジウム概要について 

(3)マイノリティ宣教センター「からふるカフェ」について 

5. 2017 年度決算について 

 
審 議 

1. ベトナム移住移動者委員会との今後の関係について 

ベトナム視察（4月 24 日－28 日）について 

ベトナム教会の移住移動者委員会全国担当者会議と実習生、留学生の帰国後の調査に、松浦委員長、

高木委員、山岸委員を派遣する。日本のカトリック教会の取り組み、技能実習制度について説明と対

応について会合を持つ。チャーター機による強制帰国者との面談なども予定。ベトナム視察後にベト

ナム人対応チームにて対応を検討する。 

2. 2019 年度事業計画、中期事業計画（3か年）の策定についてのワークショップ内容を検討した。 

3. 2018 年教区担当者会／ネットワーク合同会議の内容について 

4. カリタスジャパンとの共同キャンペーン「排除 ZERO キャンペーン」の一環として『国籍を越えた神の 

国をめざして（改訂版）』の活用法について 

5. 広報活動に関して、ホームページ更新、ニュース新規発行について検討。 

6. 正義と平和全国集会名古屋大会分科会企画 

テーマ 共に生きる地球家族 〜今、問われる私たちの選び、私の選択〜 

前半  カリタスジャパンとの共同のワーキンググループで検討 

後半  名古屋教区内での移住者グループによる各国固有の典礼行事についての説明と交流 

 

 

■ベトナム視察 

日 時  2018年 4月 25日（水）－27日（金） 

場 所  ベトナム ホーチミン市他近郊 

出席者  5人 

 
視察の経緯 

2017年 9 月にベトナム司教協議会移住移動者委員会担当司教のド・マン・フン司教および秘書のダオ・グ

エン・ヴー師が来日し、難民移住移動者委員会と会合し、ベトナム人司牧や支援に関するベトナム・日本

両国教会の連携について、ベトナム側から具体的な提案があった。今回、ベトナム移住移動者委員会全国
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担当者会議に日本の難民移住移動者委員会を代表して松浦委員長が招聘された。ベトナム移住移動者委員

会全国会議において在日ベトナム人司牧や支援状況を報告するとともに、ベトナム、日本間の連携につい

ての協議を行った。 

 

視 察 

カトリック信徒経営のトイレットペーパーやティシュなどの製造をしている企業の見学。ベトナム北部・

中部地方から多くの国内移住者を受け入れている。 

 

会 議 

1. ベトナム難民移住移動者委員会全国会議 

(1)日本における移住者の状況、日本のカトリック教会の移住者司牧と支援に関する取り組み 

(2)東京教区の移住者司牧と支援の取り組み 

(3)ベトナム人技能実習生の状況と支援の課題 

以上について発題した。その後、全体討論、両教会の連携の可能性などについての意見交換を行った。 

2. ベトナム・日本の教会の今後の連携についての協議 

フン司教、松浦司教の間での話し合いにより、以下の点が確認された。 

(1)ベトナムと日本両国の教会（難民移住移動者委員会）の連携窓口について 

ベトナム側からは、ベトナム・日本の教会の双方に担当チームを置き、今後の情報共有の窓口とした

いとの提案があった。これに対して松浦委員長からは、日本側の窓口については難民移住移動者委員

会内にプロジェクトチーム（司祭、シスターを含めたチーム）をすみやかに設置し報告することを提

案し、フン司教の了解を得た。 

(2)ホーチミン市（サイゴン大司教区）における在日本人司牧対応について 

ベトナム側からは、昨年より在ホーチミンの日本人のための司牧活動が必要であり、正式に日本から

任命してもらいたいとの要請があった。松浦司教からは、在ベトナムの山内堅治師（聖パウロ修道会）

を聖パウロ修道会管区長と協議してベトナム側に報告することが確認された。 

3. 日本からのベトナムへの帰国者への聞き取り 

2018年 2 月のチャーター機による日本からの強制送還により帰国させられた 2人と、技能実習生として

働き、人権侵害からの権利回復の後に帰国した 1 人に話を聞いた。 

 

 

■人身取引問題に取り組む部会（タリタクム日本） 

日 時  2018年 5月 8日（火）15：00－17：00 

場 所  日本カトリック会館 会議室 2 

出席者  14人 

欠席者  7人 

 

審 議 

1. 前回議事録確認 

2. 広報活動 

(1)ニュースレターNo.3の内容検討 

(2)女子修道会総長管区長会総会、男子修道会管区長協議会総会にてニュースレターと 2018年「人身取

引反対世界デー」の祈りのカードを配布し、人身取引問題に取り組む部会（タリタクム日本）の説明

と各修道会にシェルターの依頼をする。 

3. 今後の活動について 

(1)人身取引反対世界デーに祈りのカードを配布する。 

(2)シェルターの確保。修道会に再度要請する。 
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(3)ケースの報告 

ベトナム人技能実習生への賃金未払い、会社からの暴力で帰国したなど 3件の被害報告があった。 

(4)次回セミナー開催の検討。候補地は仙台教区内、10 月後半頃を予定。 

 

 

■第 5 回事務局会議 

日 時  2018年 5月 9日（水）10：00－12：00 

場 所  日本カトリック会館 会議室 4 

出席者  7人 

欠席者  1人 

 

審 議 

1. 前回議事録承認 

2. ベトナム移住移動者委員会との今後の関係構築について 

4 月 25日－27日松浦司教、髙木委員、山岸委員が、ベトナム司教協議会移住移動者委員会の全国担当者

会議に参加して、在日ベトナム人司牧・支援報告を行った。また、両国の教会の連携に向け協議の機会

をもった。チャーター機による強制送還により 2月に帰国させられた 2人、元技能実習生の 1 人に話を

聞いた。 

(1)ベトナムと日本両国の連携窓口について 

・情報共有のための窓口を両国におく。ベトナム側はダオ・グエン・ヴー師と他司祭 1 人を推薦。日

本側はベトナム人司祭、修道女 3 人と事務局数人。日本では全国の司牧担当者と実習生問題などに

取り組む担当者を分ける。 

・ベトナム側は情報入手のため日本の教会ウェブサイトへのアクセス、ベトナム語のミサ情報を求め

ている。ベトナムは情報統制が厳しいが、ベトナム移住移動者委員会サイトが日本サイトへリンク

をはることは可能。 

(2)在ホーチミン日本人共同体司牧について 

在ベトナムの山内堅治師（聖パウロ修道会）について難民移住移動者委員会から聖パウロ修道会に、

日本人司牧の窓口として許可をもらうよう要請する。 

3. 2019 年度事業計画、中期事業計画（3か年）の策定 

委員会のあり方の検討、行動計画作成ワークショップについて。委員会の目標、方向性、組織全体が今

後目指すべき姿を確認し、ビジョンを達成するための役割、組織の存在理由を考え、福音的な価値観か

ら私たちが社会に何を提供できるかの目標を立てる。 

4. 広報活動（ウェブサイトリニューアル、ニュースの発行・名称、配布方法）について 

(1)ニュースレター 

船員の日には「AOSニュース」を発行していたが、「J-CaRM ニュース」（仮称）という形にする。第 1

号は AOS 特集、アドボカシーや委員会活動報告を掲載する。第 2号はクリスマス号。年 3－4回発行

したい。配布先は小教区、修道会修道院、施設、中学高等学校以上の学校。 

(2)ウェブサイトリニューアル 

課題としていた広報関係の改善を今年度に進める。ニュースレター、ウェブサイトも合わせて 2 年目

以降充実させていく。 

中央協の IT 担当者の協力を得ながら、9 月のリニューアルを目指す。ベトナムチームの情報サイト

の準備を平行して進める。 

5. カリタスジャパンとの共同キャンペーン  

『国籍を越えた神の国をめざして 改訂版』の活用法を合同会議中のワークショップにて評価し、一般、

教会向けに指針を考えていく。 

6. 正義と平和全国集会名古屋大会分科会企画について 
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テーマ 共に生きる地球家族 〜今、問われる私たちの選び、私の決意〜 

難民移住移動者委員会案のちらし内容をカリタスジャパンと確認する。 

第 1部 排除のない日本社会をめざして 

第 2部 移住者にとって大切な典礼と祝祭 

 

 

■第 2 回定例委員会 

日 時  2018年 5月 9日（水）13：00－16：00 

場 所  日本カトリック会館 会議室 2 

出席者  13人 

欠席者  2人 

 

報 告 

1. 2018年 4月からの事務局体制について 

2. アドボカシー・啓発プロジェクトより 

(1)入管処遇と強制退去について 

強制退去令が出ている人には強制送還強行の可能性が高くなっている。また仮放免の人への動静監視

がやりすぎではないかと非難が出ている。入管からは少しずつは改善しているとの回答。医療面が改

善されるように、また死亡事故が起こらないように監視する。 

(2)技能実習関連の動き 

実習生が福島県の除染作業に携わっていたことは明らかな資格外就労といえる。人権侵害が少しでも

解消されることが肝要。安倍政権はさらに外国人労働者を大量に受け入れる方針（技能実習制度を踏

まえて在留資格を延長または新設するもの）。 

3. 外キ協 

国際シンポジウムが、2018 年 4月 23 日－25 日にソウルで開催された。日本からは松浦委員長、ビスカ

ルド委員が発題者として出席し、また北海道外キ連からは西 千津委員、広島外キ連からは中井 淳師（イ

エズス会）、事務局からは鈴木が参加した。 

4. 管区セミナー実行委員会（大阪管区、東京管区） 

大阪 6月 23日(土)  

午前 排除 ZERO キャンペーンと教会の取り組み。送り出し国の現状。 

午後 ケンカイさん（岐阜一般労組）の講演。教区の報告。 

東京 7月 7 日(土)   

午前 カリタスウガンダのンダミラ師と菊地大司教と対談。移住者、難民の体験談の発表。 

午後 互いを知り合うためのワークショップ。青年企画の国際ミサ。 

5. 人身取引問題に取り組む部会（タリタクム日本）運営委員会、研修会 

「人身取引反対世界デー」への呼びかけに祈りのカードを制作した。 

6. 全国研修会実行委員会 

日程は 2019 年 2 月 28 日(木)－3 月 2 日(土)。会場は福岡教区開催なら大名町教会が候補。テーマ、基

調講演については未定。2 日目フィールドワークは①北九州、下関、朝鮮との友好と負の歴史、と朝鮮

学校、②筑豊炭鉱の強制労働の歴史、③外国人技能実習生を受けて入れている会社の見学の３コースを

企画する。 

7. AOSコア会議 

(1)7月 16日(月)－17 日(火)の全国研修会は神戸中央教会で開催。 

(2)船員がけがをした時に対応したり、ミサを頼まれたりするため、全国のネットワークを構築する。 

(3)DVDは教区、小教区への活動紹介のために早急に制作する。 

(4)コアメンバーを中心に各港を訪問して調査していく。全国に拠点港が 18あり 10 教区にわたる。 
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8. 2017 年度決算について 

9. 広報活動（ウェブサイトリニューアル、ニュースの発行・名称、配布方法）について 

(1)ニュースレターの新設。年 3 回程度の発行とする。「AOS ニュース」、「クリスマス瓦版」とを併せて

啓発、活動報告を掲載する。 

(2)見やすく更新しやすいウェブサイトへリニューアルする。9月予定。ニュースと合わせて 1 年目は立

ち上げ、2年目以降に充実させていく。このあと審議するベトナム語による情報発信も組み込む。 

 
審 議 

1. ベトナム移住移動者委員会との今後の関係 

昨年 9 月、ベトナム移住移動者委員会の提案として、非常に多くのベトナム人が日本に来ていることか

ら日本の教会とベトナムの教会に窓口を作りたいと提案された。ベトナム人支援の観点から委員会も何

が出来るかを話し合うために、3 月にベトナム人司牧者研修会を持った。 

今回 4 月にベトナム教会の移住者司牧担当者会議があり、松浦司教が招聘され、高木師と山岸委員も同

行し協議した。 

(1)ベトナム、日本双方の教会で窓口を作りチームで対応する。日本に特別プロジェクトのチームを作っ

て対応することは可能と話した。ベトナムの教会は社会的な情報発信をできないので、日本の委員会

のサイトで情報発信し、ベトナム教会からリンクをはる。 

(2)日本人共同体担当司祭の日本からの任命について。 

在ベトナムの山内師（聖パウロ修道会）について難民移住移動者委員会から聖パウロ修道会に、日本

人司牧の窓口として許可をもらうよう要請する。 

2. 2019 年度事業計画、中期事業計画（3か年）の策定 

難民移住移動者委員会のあり方の検討、行動計画作成のワークショップ 

日時 9月 10日(月)18:00－12日(水)16:00  場所 カルメル修道会聖テレジア修道院 

3. 2018 年教区担当者会／ネットワーク合同会議 

「委員会の中期計画」、『国籍を越えた神の国を目指して改訂版』小冊子活用の 2つをテーマに、例年に

ならった合同会議議題をたたき台として提案する。ワークショップ担当は柳本師とし、小冊子を活用し

たグループワークを出席者で体験する。 

 

 

■2018 船員司牧（AOS）担当者会議 

日 時  2018年 5月 22日（火）11：00－16：00 

場 所  日本カトリック会館 マレラホール 

出席者  21 人 

 

審 議 

1. コア委員交代について 

川口 薫師の異動に伴い、コア会議で横浜教区の濱田壮久師が推薦され、委員長から梅村昌弘司教に依頼

状を出した。 

2. 船員司牧の活動 

(1)各港、教区の活動 

参加 11教区（札幌、仙台、新潟、さいたま、東京、横浜、名古屋、大阪、広島、福岡、那覇）より

報告があった。 

(2)コア委員の視察報告 

コア委員が、岡山、広島、山口の小教区を訪ね、AOS活動状況の視察報告。今後 AOS活動を進めるこ

とでネットワークに組み込む。 

(3)訪船以外の活動 
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横浜教区と苫小牧センターから具体的な情報共有があった。他に ITF（国際運輸労連）、JSU（全日本

船員組合）との連携協力で、車両の援助や船員の労働問題などでの協力が報告された。 

(4)船員へのケア 

船内でのミサ、ゆるしの秘跡などの司牧活動が多い。最近は船員でない港湾労働に従事する外国人

が増えている。また、漁船、クルーズ船など、訪船活動の困難な船員ケアも必要。 

(5)AOS活動紹介 DVD制作進捗状況 

画像などの素材を集め、6月頃を目途に制作する。 

(6)これから AOS活動を始める教区への広報活動を始める。 

(7)各教区のネットワーク構築 

緊急時の対応のためのネットワークが必要。今回の出席者の連絡先を基本に教区担当者に配布する。 

 

 

■第 6 回事務局会議 

日 時  2018年 6月 6日（水）15：00－17：30 

場 所  日本カトリック会館 会議室 4 

出席者  8人 

 
報 告 

1. アドボカシー・啓発プロジェクトより 

(1)経済財政諮問会議で外国人労働者拡大策が出た。首相は「移民政策ではない」と明言。人権団体など

は、技能実習制度とは切り離された制度として、外国人労働者の権利が認められる受け入れ制度とし

て求めていく。 

(2)外国人実習機構への要請。管理団体に対する罰則ができているが、認可を取り消したケースはこれま

でゼロ件。相談件数は電話相談中心に 700 件の実績があるが、管理団体や企業側からの相談がほとん

どと判明。実習生側はなかなかアクセスできないことの改善を移住連などの活動団体とともに要請。 

(3)ヘイトスピーチ解消法成立 2年の院内集会。インターネットでのバッシングがあまりにひどい。ヘイ

ト側のリツイートが、営利事業になっているという指摘があった。 

2. AOS全国担当者会議（5 月 22日） 

AOSの活動をまだやっていない教区の参加が多数あった。 

クルーズ船の船員、スタッフはフィリピンの人がほとんどで、厳しい待遇、家族と長期間離れるなどの

状況に置かれている。漁船についてはインドネシア、ミャンマーなどからの船員が多い。対応について

は今後の検討課題。 

3. 大阪管区セミナー、東京管区セミナー実行委員会より 

4. 広報活動（ニュースの発行、ホームページリニューアル）について 

(1)J-CaRM News 1号を準備中。AOS特集と外国人労働者拡大策の記事、ベトナム視察報告などの内容。 

(2)ウェブサイトリニューアルに向けて基本メニューを確認している。記事の修正・執筆作業を開始する。 

 

審 議 

1. ベトナム移住移動者委員会との今後の関係 

ベトナム担当チーム打ち合わせ報告。担当チームの役割は、ベトナムにいる人への情報発信、技能実習

生や留学生への情報提供。次回 7月の会議に情報を持ち寄って、9月の J-CaRM ウェブサイトリニューア

ルにあわせて開設する。 

2. 人身取引問題に取り組む部会（タリタクム日本）について 

(1)タリタクムセミナー企画 

場所は郡山教会、日程は 11 月 17日で進める。 

(2)女子修道会総長管区長会、管区長協議会総会にタリタクム日本の活動報告をし、拠点シェルターへの
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金銭的継続支援を依頼した。 

3. 2019 年度事業計画、中期事業計画（3か年）の策定 

中期計画作成ワークショップ（9月 10日－12 日、カルメル修道会テレジア修道院黙想の家）の確認。 

4. 2018 年教区担当者会/ネットワーク合同会議の議題確認 

5. 移住連全国フォーラム 2019 in東京実行委員会への参加について 

 

 

■大阪管区セミナー 

日 時  2018年 6月 23日（土）10：00－16：00 

場 所  カトリック河原町教会（京都教区） 

出席者  約 70人 

 

内 容 

1. カリタスジャパンとの共同キャンペーン「排除ゼロキャンペーン」の背景（瀬戸師、山岸委員） 

「排除ゼロキャンペーン」と教皇庁からの「カトリック教会の 20 の取り組み」についての解説 

2. パネルディスカッション 

「送り出し国側の現状」カンボジア、ミヤンマー、ベトナムの視察報告 

3. 講演 ケンカイさん（岐阜一般労組 中国、ベトナム、フィリピン人他のシェルター運営） 

技能実習生の労働災害の実態とシェルター運営についての講演と被害中国人実習生の話を聞いた。 

4. 大阪教会管区 5 教区の昨年の管区セミナー以降の教区内での技能実習生、留学生、その他の外国籍の

状況報告。 

 

 

■第 7 回事務局会議  

日 時  2018年 7月 5日（木）15：00－17：00 

場 所  日本カトリック会館 会議室 4 

出席者  7人 

欠席者  1人 

 
報 告 

1. アドボカシー・啓発プロジェクトより 

安倍政権「骨太方針」の新たな外国人材の受け入れについて。技能実習生在留資格増加の方向で入管法

改定案が秋ごろ出される予定。受け入れ環境の整備として、在留管理体制の強化などが進めらている。 

また、技能実習制度に業種が拡大される。技能実習生の延長でない別の在留資格も検討されている。実

質的には在留者が増える。経済界からの要求が強く、政府がこれに踏み切った。 

2. 大阪管区セミナー（6月 23 日、河原町教会） 

参加者約 70 人。前半はカリタスジャパンからの排除ゼロキャンペーンの解説と海外視察の報告、後半は

ケンカイさん（岐阜一般労組）の技能実習生の労働災害についての講演。 

3. 東京管区セミナー（7月 7日、関口教会）実行委員会の準備状況について 

4. 小教区アンケートについて 

「排除ゼロキャンペーン」の一環としてのアンケート実施についてカリタスとの合同会議で話し合った。

アンケートを通じて、キャンペーン周知を目的にする。9 月までにアンケート案を作成し配布の準備を

する。 

5. 広報活動（J-CaRM News ほか発行、ウェブサイトリニューアル準備）について 

J-CaRM News 1 号を発行した。また、ウェブサイトリニューアルに向けて、サイトの大枠をテストサイ

トで確認している。 
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審 議 

1. ベトナム人司牧・対応関連 

(1)ベトナム担当チームの進捗 

J-CaRMのサイトリニューアルに合わせて、ベトナム語情報サイトを立ち上げる。ベトナム語の情報、

日本の情報を持ち寄って今月の会議で確認する。 

(2)ベトナムと日本の連携についての会議 

神戸で関係者会議を開いた。ベトナム教会と委員会との連携について在ベトナム日本人 2 人に協力を

依頼した。 

2. 人身取引問題に取り組む部会（タリタクム日本） 

タリタクムセミナー・郡山シェルター視察企画を 11月 16 日(金)－17日(土)に郡山教会で開催する。 

3. 中期行動計画ワークショップについて 

カルメル修道会聖テレジア修道院（京都・宇治市）にて、9月 10日(月)－12 日(水)に開催する。委員・

事務局の他の参加者の確認など準備を進める。 

4. 2018 年教区担当者会/ネットワーク合同会議のプログラム参加者などについての検討。 

5. 「世界難民移住移動者の日」配布物について 

委員長メッセージを 6ヵ国語に翻訳。ポスター、リーフレットを小教区、修道院、カトリック学校、カ

トリック施設に送付する。『聖書と典礼』（オリエンス宗教研究所刊）のコラムについては高木師が対応。 

 

 

■東京管区セミナー 

日 時  2018年 7月 7日（土）10：00－16：00 

場 所  カトリック関口教会 ケルンホール（東京教区） 

参加者  約 200人 

 

内 容  

1. カリタスジャパンとの共同キャンペーン「排除ゼロキャンペーン」について（菊地大司教） 

2. フランシス・ンダミラ師（カリタスウガンダ責任者）と菊地大司教との対談。 

「世界の現状、カリタスウガンダの難民プログラムについて」 

3. 日本在住の難民、移住者の声 

ウガンダ系の青年、ベトナム難民、フィリピン人 DV被害者の 3人の話 

4. 国籍を越えた「出会い」を体現するワークショップ 

5. 日本在住の外国籍の青年たちの企画の国際ミサで終了 

 

 

■2018 船員司牧（AOS）全国研修会 

日 時  2018年 7月 16日（月）16:00－17日（火）12:30 

場 所  カトリック神戸中央教会（大阪教区） 

参加者  34人 

 

内 容 

1 日目 講演 「船員司牧とは、神戸船員奉仕会の活動と船員の状況」ポール・トルハースト師 

（聖公会 神戸船員奉仕会） 

2 日目 

(1)苫小牧からの報告 苫小牧キリスト教船員奉仕会 柳谷 豊さん 

(2)横浜教区からの報告 横浜教区 AOS  服部京子さん、森山民雄さん 
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(3)大阪管区からの報告 加藤喜美子修道女 

(4)分かち合い テーマ ①2日間で印象に残ったこと ②これから私たちにできること 

ポール師のまとめから―分ち合いの発表を聞いて、2 つのキーワードがあった。広報（船員さんのた

めの広報、AOS などの活動の広報）ということ。そして、シナジー（相乗効果）ということ。別々で

あれば小さなことでも、一緒に協力すれば大きなことができるということ。AOS は分かりづらいし、

どこで何をすればいいのか見えづらいが、仲間が見つかれば必要なことが明確になってくる。 

 

 

■第 8 回事務局会議  

日 時  2018年 9月 5日（水）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 

1. アドボカシー・啓発プロジェクトより 

(1)新しい外国人受け入れ政策について 

  関係閣僚会議が設置され、総合的対応策案の検討中。内閣官房主導で受け入れだけが進められてお

り、各省庁も追いついていないのが現状。活動団体、委員会は人権、権利の守られた中身のある法制

化を要求。 

(2)非正規滞在者への管理強化が深刻な問題になっている。家族分断、家族ぐるみの強制送還が増加し、

非人道的な処分が目立つ。教会として取り組むべき課題。 

(3)国連人種差別撤廃委員会から日本政府への勧告が 8 月 30 日に出された。ヘイトスピーチ、従軍慰安

婦、技能実習生、難民などについて政府の対応が指摘されている。政府はすでに対応できているとし

てこれらの勧告に従わない立場を取っている。 

2. 東京管区セミナー（７月７日、カトリック関口教会） 

午前中にカリタスウガンダのンダミラ師、菊地大司教、当事者 3人の話を聞き、午後は参加者の交流と

してフィリピン人グループが準備したワークショップ。参加は約 200 人。 

3. 船員司牧（AOS）全国研修会、広報/DVD検討チームについて 

(1)AOS全国研修会（7 月 16 日－17 日、カトリック神戸中央教会） 

聖公会船員奉仕会のポール・トルハースト師の講演。横浜教区、苫小牧の AOS活動報告。 

(2)約 4分程度の AOS紹介ビデオを制作。各地での研修会、説明会で補助的に使用する。 

4. 広報活動（ホームページリニューアル）進捗状況について 

5. 外キ協 

外キ協マイノリティ宣教センター「からふるカフェ」の内容を漫画化した小冊子を発行した。ニュース

レター発送に併せ案内ちらしを同封する。カトリック学校連合会にも紹介して、中学高校への配布を検

討する。 

 

審 議 

1. ベトナム移住移動者委員会との今後の関係 

難民移住移動者委員会リニューアルウェブサイトに、ベトナム語での情報提供ページを作り発信してい

くことが、両教会の連携事業として始まった。日本に来る前に知っておいた方がいい情報、日本に来た

時にベトナム語ミサの情報などや、ベトナム帰国後の年金の脱退一時金についての手続きや情報などが

載っている。 

2. 人身取引問題に取り組む部会（タリタクム日本） 

タリタクムセミナー（11 月 17 日、カトリック郡山教会）については、現地とも相談して技能実習生の

実態と支援についてプログラムを企画する。 
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3. 中期行動計画ワークショップについて確認。 

4. 援助金申請 1件を承認。 

5. 2019 年度事業計画案および 2019年度予算案 

事務局提案の事業計画案と予算案を原案通り、次回定例委員会に提出する。 

 

 

■中期行動計画ワークショップ 

日 時  2018年 9月 10日（月）18：00－12日（水）15：00 

場 所  カルメル修道会 聖テレジア修道院（京都・宇治市） 

参加者  19人 

 

 難民移住移動者委員会は多民族・多国籍・多文化共生社会実現のため平等で基本的人権が尊重され共に兄

弟姉妹として生きる社会実現のため、啓発活動、アドボカシー（政策提言）などを行ってきた。2019年 4 月

に定例委員任期交代、事務局員の交代が予定されていることもあり、この機会にこれまでの委員会活動を振

り返り、今後の活動計画の確立のためワークショップを開いた。 

 この委員会の目的、組織、歴史を再確認し、利害関係者の関係、活動の分析を経て委員会のビジョン、ミ

ッション、3年後の姿をイメージした。今後 2019年 3 月までに委員会、各教区、各管区の取り組みの具体的

計画と実行目標の策定に移る。 

 

 

■第 3 回定例委員会 

日 時  2018年 9月 12日（水）15：00－16：00 

場 所  カルメル修道会 聖テレジア修道院 黙想の家 

出席者  13人 

欠席者  3人 

 

報 告 

1. アドボカシー・啓発プロジェクトより 

東京都条例「東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念実現のための条例（仮称）」に向け

て委員会として意見を出した。 

政府の外国人受け入れ対応策では、新たな在留資格の創設が検討されているが、管理も強化される。出

入国管理局から出入国管理庁へ格上げされる。 

国連人種差別撤廃委員会の日本審査プロセスで出された勧告と日本政府の対応の報告。 

2. 人身取引問題に取り組む部会（タリタクム日本）運営委員会、研修会の確認 

3. 管区セミナー（大阪管区、東京管区）について 

4. 全国研修会実行委員会（2019年 2月 28日－3月 2 日、福岡） 

5. 船員司牧（AOS）全国研修会、DVD 制作について 

約 4分の AOS紹介 DVD を作成した。10月の教区担当者会で紹介する。各教会、地区での研修会に AOSの

説明の補助として利用する。 

6. 広報活動（ウェブサイトリニューアル、J-CaRM News の発行）について 

7. 援助金について 

8. 外キ協 

外国にルーツを持つ人の声の小冊子『からふる』（外キ協マイノリティ宣教センターからふるカフェ発行）

を紹介。学校への配付方法について学校連合会にも相談してみる。 

9. 中期計画ワークショップについて 
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審 議 

1. ベトナム移住移動者委員会との今後の関係 

難民移住移動者委員会リニューアルウェブサイトに、ベトナム語での情報提供ページを作り発信してい

くことが、両教会の連携事業として始まった。日本に来る前に知っておいた方がいい情報、日本に来た

時にベトナム語ミサの情報、ベトナム帰国後の年金の脱退一時金についての手続きや情報などが載って

いる。 

2. カリタスジャパンとのキャンペーン取り組みについて 

(1)正義と平和全国集会名古屋大会分科会について検討。 

(2)キャンペーン期間中に外国籍信徒の司牧調査アンケートを実施する。詳細は教区担当者/ネットワー

ク合同会議にて検討する。 

3. 2018 年教区担当者会/ネットワーク合同会議の内容の検討。 

『国籍を超えた神の国をめざして 改訂版』を小教区で普及させるために分かち合いのガイドラインを作

成する。作成に当たって教区担当者会/ネットワーク合同会議で体現するための素案を検討した。 

4. FABC OHD 難民移住者人身取引に関する会議（2019年 2月 11日－17日、バングラデシュ）への委員会

からの派遣について 

イグナシオ師、他に予定を聞く。詳細プログラムについて現地に問い合わせる。 

5. 2019 年度事業計画案の承認 

事務局から提案の計画案を承認した。引き続きカリタスジャパンとの共同キャンペーンの継続、中期行

動計画の実行、全国研修会、アドボカシー（政策提言）、啓発活動、人身取引問題、AOS（船員司牧）が

中心。特に人身取引について全国に呼びかける日を設定する。 

6. 2019 年度予算案 

 事務局から提案の予算案を承認した。 

7. 中期行動計画は、まとめたものを事務局会議で確認し、アクションプランのたたき台作成を事務局で

進めるか、ワーキンググループで進めるかなどを検討する。 

 

 

■第 9 回事務局会議 

日 時  2018年 10月 4日（木）15：00－17：00 

場 所  日本カトリック会館 会議室 4 

出席者  8人 

 

報 告 

1. 前回議事録確認 

2. アドボカシー・啓発プロジェクトより 

・新たな外国人材受け入れ制度に関する動向について 

・入管収容施設被収容者数と収容期間の実態 

3. ホームページリニューアル進捗 

4. ベトナム人司牧・対応関連 

技能実習制度ベトナム人向け情報のためのウェブサイト進捗について 

 

審 議 

1. 人身取引問題に取り組む部会（タリタクム日本） 

(1)タリタクムセミナーを 11 月 17日(土)13時、カトリック郡山教会（仙台教区）で開催する予定。 

テーマ 「人身取引と技能実習制度〜ベトナム人技能実習生の実態と支援の取り組み〜」 

(2)郡山ベトナム人シェルターは、郡山教会が今後支援してくことになり、難民移住移動者委員会も協力 

する。 
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2. 中期行動計画ワークショップについて 

9 月に行った中期行動計画ワークショップから出された行動計画から、今後 3 年間の具体的計画書の作

成の方法と実行について検討した。 

3. 2018 年教区担当者会／ネットワーク合同会議 

プログラム案の確認と、ワークショップの内容の検討。 

4. 排除 ZEROキャンペーン関連（カリタスジャパンとの共催）について 

(1)アンケートの詳細項目の検討 

(2)正義と平和全国集会名古屋大会分科会の内容検討 

(3)2019全国研修会（2019 年 2月 28日－3月 2日、福岡）進捗 

5. 移住連東京フォーラム助成金支出を承認。 

6. FABC OHD 難民移住者人身取引に関する会議（2019月 2月 11日－17日、バングラデシュ）出席者派遣

について、候補者の選定を検討した。 

 

 

 カリタスジャパン  

 

■第 5 回事務局会議 

日 時  2 018年 1 0月 2日（火）9：30－12：00 

場 所  日本カトリック会館  会議室4 

出席者  7人 

 

審 議 

1. 排除 ZEROキャンペーンの進捗状況を確認し、今後の対応を検討した。 

2. カリタスジャパンの 2019 年度予算案を確認した。 

3. 2017 年度－2019年度の戦略計画の振り返りと 2020 年度以降の計画について検討した。 

4. オリエンス宗教研究所からの協力要請について検討し、要請にこたえることとした。 

5. カリタスジャパンの委員会・部会体制の将来像について検討したが、次回以降継続審議となった。 

 

次回日程  2018年 12月 21 日（金）14：30－ 17：00  日本カトリック会館 

 

 

■第 5 回援助部会会議 

日 時  2 018年 10月 2 日（火）13：30－16：45 

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。援助審査会の結果を報告した。 

2. 海外会議 

 国際カリタス事務局プログラムパートナー会議に参加した。（9月3日－4日、バチカン） 

3. 災害対応 

(1)災害対応マニュアルについての意見交換を引き続き各教区で行っている。 

(2)西日本豪雨災害 

・広島教区、高松教区では、各地の社会福祉協議会災害ボランティアセンターの動きに合わせ、宿泊

所を開設している。 
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・カリタスジャパンは、被災した団体・施設などからの援助申請に対してもこたえていく。 

4. 援助実績報告 

5. 事務局報告 

排除ZEROキャンペーングッズを引き続き実施中。 

 

審 議 

1. 海外会議、視察 

反人身取引に関する現地視察（11月 29 日－30日、タイ）を承認した。 

2. その他 

(1) 熊本地震の募金受付を 2018年 12月末日で終了する。 

(2)定例全国教区担当者会議での国内援助に関する取り組みの報告について検討した。  

(3)ミャンマー出発前研修資料（受け入れ国である日本についての情報が現地語で書かれたリーフレッ

ト）を排除 ZEROキャンペーン募金で作成する。 

(4)海外援助事業契約書改定に関して、まずは援助方針を検討することとした。次回以降継続審議。 

3. 援助審査  国内 5件、海外 3 件を審査、、以下 6 件を承認、2件を保留とした。 

(1)高知ダルク「女性用グループホーム新規開設のための物件改修事業」1,000,000円 

(2)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 3/3 年目」300,000円 

(3)愛の実行運動事務局「西日本豪雨災害における要配慮者に対する避難支援・避難生活支援に関する自

治体調査」1,000,000円 

(4)カンボジア「若者職業訓練支援（2/3年目）」15,000 US ドル 

(5)バチカン「国際カリタス事務局プログラム 2019年度」20,000ユーロ 

(6)レバノン「カリタス中東・北アフリカ地域司教総会」5,000 USドル 

 

次回日程 2019年 1月 8日（火）14:00－18:00  日本カトリック会館 

 

 

■なんみんフォーラム 2018 年度第 2回運営委員会会議 

日 時  2018年 10月 4日（木）13：30－16：00 

場 所  イエズス会 岐部ホール（東京・千代田区） 

出席者   カリタスジャパンより 1人 

 

報 告 

1. 映画「Father」上映会について 

2. ワーキンググループより活動報告 

3. 各団体より行事予定の告知および活動報告 

 

審 議 

1. 難民高等弁務官事務所高等弁務官来日時における NGO意見交換内容について 

2. 九州地域とのネットワーク活動について 

3. 全国難民支援者会議について 

4. アジア太平洋難民人権ネットワーク会合について 
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 正義と平和協議会  

 

■定例委員会 

日 時  2018 年 9月 25日（火）11：00－16：00 

場 所  日本カトリック会館  会議室 2 

出席者  17人 

 

報 告  

1. 「わすれないふくしま」上映会実施状況 

2. 安倍改憲 No! 3000万人署名の協力状況 

3. 部会報告 

改憲対策部会、平和のための脱核部会、死刑廃止を求める部会、活動状況報告 

 

審 議 

1. 全国会議（2019年 2月 28 日－3月 2日）について 

テーマ、講演会講師、プログラムを検討した。公開講演会を 28日夜に行う。 

2. 今後の課題、取り組みについて 

3. パックスクリスティ国際会議について 

2020年 5 月に広島で予定している上記会議について、広島の委員より現状の報告。 

パックスクリスティとの今後の連携の持ち方を討議した。 

 4. 2019年度予算案は事務局で作成し、委員に諮ることを承認した。 

 5. 専門委員について、役割、人選を検討した。 

 

 

■第4回韓日脱核巡礼と懇談会 

日 時  2018 年 9月 13日（木）－16日（日） 

場 所  韓国 ソウル、霊光、光州、扶安、大田 

参加者  日本より 19人、韓国より 40人 

 

主 催  韓国司教協議会環境生態系委員会 

概 要 

2015年より、正義と平和協議会平和のための脱核部会は、韓国の脱原発、環境保全に関わるカトリック信

徒と交流を行っている。４回目になる今年は韓国南部の霊光原発、扶安のエネルギー自立の村、大田の原

子力研究院を訪問し、脱原発運動住民グループと懇談し、 脱原発の世論を高めるために韓国で行われてい

る運動の形を学んだ。また、 日本の原発再稼働や福島事故後の低線量被曝問題について報告し、国際的な

協力を求めた。 

 

 

 部落差別人権委員会  

 

■事務局会議 

日 時  2018年 10月 12日（金）11：00－16：00 

場 所  日本カトリック会館 会議室 3 

出席者  8人 
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報 告 

1. 2018 年度第 4回事務局会議（8月 1 日）       

2. 2018 年第 3 回定例委員会（9月 14日） 

3. シンポジウム「ハンセン病家族訴訟に学ぶ」（9月 8日、 カトリック麹町教会） 

 4. その他      

・大阪教会管区部落差別人権活動センター 

 10月－12 月の活動予定 

・第 95回社会司教委員会（9月 6日）  

・各教区の活動予定 

 

審 議 

1. ハンセン病謝罪声明        

・謝罪声明(案)を検討した。 

・要修正箇所を修正し、次回の定例委員会に提案する。 

2.  正義と平和全国集会名古屋大会  

・分科会（11月 24 日、カトリック布池教会）    

   「差別と向き合う－ハンセン病をとおして」 講師 森元美代治さん 

   時間割(予定)の確認 

・資料配布および物販（11月 23 日、カトリック布池教会） 

   配布物の確認と追加 

森元さんの証言集『証言・自分が変わる 社会を変える』、狭山事件のピンバッヂなどを販売予定 

3. 『いのちへのまなざし』“抜粋”冊子の発行について    

後書き(案)を事務局で準備する。 

 4. 2019年度－2021年度中期事業計画について       

・シンポジウム  テーマ、開催地について検討。  

・2019年合宿   候補地などを検討。 

5. 2019 年度－2021年度予算案             

原案が承認された。 

6. その他  

・次期定例委員について         

・「出前研修」メニュー          

11月 30日までに 2019 年度のメニューを提出。 

 

 

 子どもと女性の権利擁護のためのデスク  

 

■事務局会議 

日 時  2018年 10月 10日（水）15：00－17：00 

場 所  日本カトリック会館 会議室 5 

出席者  5人 

 

報 告 

1. 前回議事録の確認 

2. 9 月外部研修について 

「性犯罪をなくすための対話 小児性犯罪」 
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SAFER（Sexual Assault-Free Environment & Resilience）プログラム 

3. 国際会議（2019年 2月 18 日－22 日）「未成年者と弱い立場にある成人の虐待防止について」 

 

審 議 

1. 「聖職者による子どもへの性虐待に対応するためのマニュアル」改定案について 

10 月常任司教委員会での修正意見を加味して 11月常任司教委員会に再提出する。 

2. 日本カトリック神学院常任司教委員会への提案書について 

提案書は、ワーキンググループより 12 月の定例会議に提出する予定である。 

3. 社会司教委員会「出前研修」メニューの更新について 

  事務局より「出前研修」の講師にメニューの更新を依頼する。 

4. 2019 年度事業計画について 

・会議開催 

   定例会議 4回、事務局会議 10回、臨時会議、対応会議は適宜開催予定。 

・「性虐待被害者のための祈りと償いの日」 

  2016 年日本の司教団は四旬節第二金曜日を「性虐待被害者のための祈りと償いの日」に定め、被害者

の痛み、苦しみに寄り添い、祈りと償いのうちに過ごすことを勧めている。全国的にこの日を定着さ

せるために事務局は各教区の取り組みに協力している。2019年 3月は新潟教区に協力する予定。 

 ・「教区対応委員会の集い」 

詳細は次回定例会議で検討する。 

  ・加害者回復プログラムの検討 

 

 

 中央協議会事務局  

 

■総務 

12 月会議予定 

3 日(月)       難民移住移動者委員会ベトナム対応チーム会議         日本カトリック会館 

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

5 日(水)       社会司教委員会事務局会議                      〃 

5 日(水)       第 62回財務委員会                          〃 

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

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

7 日(金)       難民移住移動者委員会タリタクム事務局会議                   〃 

7 日(金)       日本カトリック神学院助祭研修                             〃 

10 日(月)           WYD2019 第 2回同伴者会議                                       〃 

10 日(月)           子どもと女性の権利擁護のためのデスク 

                    ワーキンググループ会議・定例会議       〃 

10 日(月)          『ゆるしの秘跡』儀式書改訂会議                                     〃 

13 日(木)           2018年度第 2 回臨時司教総会                                        〃 

14 日(金)      司教のための社会問題研修会                     〃 
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<会報 2018年 12月号 公文書> 

 

 2018年船員の日 委員長メッセージ  

 

2018 年船員の日 委員長メッセージ 

 

大海の一滴の大切さ 

 

2018年 7月 8日      

難民移住移動者委員会委員長  

松浦悟郎 

 

 今年の４月、ベトナムを訪問し、ベトナムの移住移動者委員会の担当司教をはじめとした関係者と会って

きました。それは、最近、急激に増えた技能実習生のことについて両国の教会がどのように協力し合えるか

協議するためでした。技能実習生については、ベトナムで 100万円近いお金を支払って日本に来るものの、

実習生という弱い立場からさまざまな不当な待遇や暴力を受けている実態があります。強制退去させられた

元実習生の話も聞きましたが、このようなひどいケースが教会や市民グループ、労働組合などに持ち込まれ

ています。残念ながら日本がテレビで放映されるような「おもてなしの国」とはとても言えない実態があり

ます。 

 

実際に関わっている人たちが、実習生などの権利を勝ち取るために懸命に努力しても、それはまるで「大

海の中の一滴」であるようなわずかな成功例があるのみで、多くの人たちは失意のうちに帰国させられたり、

不当な労働に甘んじざるを得なかったりしています。それでも、実習生たちが「もう日本には二度と来たく

ない」と言いながらも、関わってくれた人に、「でも、あなたに会えてうれしかった。あなたのことを絶対忘

れない」と言ってくれることがあります。関わりの「一滴」には質の違う不思議な力があるのでしょう。 

ある僧侶が国会前でマイクを持ち、政府に対して「百の悪も一つの善に勝つことはできない、私たちは小

さな力でもあきらめない」と語っていました。私たちが対峙するのは、問題の多い日本の難民移民政策の方

針とそれを具体化する法律というとてつもなく大きい課題ですが、一方で一人ひとりの問題に大切に関わっ

ていくことは、たとえそれが大海の一滴であっても、巨悪を越えていくことに必ずつながることを信じたい

と思います。 

 

もうすぐ「船員の日」です。AOS というグループでは、港に入る船を調べ、訪船して船員たちに会い、彼

らを友として迎え、その必要性に応える活動をしています。数知れない船の数知れない船員たちの中で、こ

うして会える人たちは少ないでしょう。船員たちにとっても、そのように迎えいれてくれる人たちに会う機

会はほとんどなく、それこそ大海の一滴かもしれません。それでも、AOS のような活動があり、祈る人たち、

また船員に会いに行こうとする人たちが実際にいること自体が、世界の海で働く船員たちに対して、「私たち

は海で働くあなたたちを決して忘れていません」というメッセージになるのです。 

 

大海の前にすくんだり、ため息をついたりせずに、一滴の力を信じて祈り、行動したいものです。 
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 2018年第 2回貧しい人のための世界祈願日 教皇メッセージ  

 

第二回「貧しい人のための世界祈願日」教皇メッセージ 

年間第 33主日 2018年 11 月 18 日 

「この貧しい人が呼び求める声を主は聞いてくださった」 

 

1.「この貧しい人が呼び求める声を主は聞いてくださった」（詩編 34・7）。一般に「貧しい人」と呼ばれる

多くの兄弟姉妹が生活している、苦しみと疎外に満ちたさまざまな場に出向くよう招かれるとき、この詩編

作者のことばはわたし自身のことばにもなります。この作者は、そうした境遇からかけ離れた人ではなく、

むしろその逆です。彼は貧しさを自ら経験し、その体験を主への賛美と感謝の歌に変えました。この詩編は、

真に貧しい人とはどんな人であるかを、多種多様な貧しさに囲まれている現代のわたしたちにも教えてくれ

ます。わたしたちは貧しい人の叫びに耳を傾け、彼らが何を必要としているかを知るために、その人々に目

を向けるよう招かれているのです。 

 ご存じのように、主は貧しい人が呼び求める声にとりわけ耳を傾けてくださいます。そして、悲しみと孤

独、疎外によって打ち砕かれた心で、主のうちに逃れ場を探す人に優しくしてくださいます。また、尊厳を

踏みにじられても、光と慰めを受けるために天を仰ぎ見る力を失わない人の声を聞いてくださいます。偽り

の正義の名のもとに迫害され、名ばかりの施策によって抑圧され、暴力に脅かされても、神が救い主である

と確信している人々の声を、主は聞いてくださいます。わたしたちに耳を傾け、受け入れてくださる御父に

自らをゆだね、信頼する思いは、まさにこの祈りから湧き上がります。この箇所に照らして考えれば、真福

八端の中でイエスが宣言したことばをさらに深く理解することができます。「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）。 

 

 この体験は比類のないもので、どんな方法を用いても十分に言い表すことはできませんし、そうすべきで

もありません。しかしそれは、他の人々に、とりわけこの詩編作者のように貧しく、拒まれ、疎外されてい

る人々に伝えたいという思いを湧き上がらせます。自分は御父の愛から除外されているなどと決して考えて

はなりません。富をもつことが第一の目標となり、人々が閉鎖的になっているこの世界ではなおさらです。 

 

2.この詩編は三つの動詞を用いて、貧しい人の姿と、神と彼らの関係を表しています。最初に「叫ぶ」とい

う動詞です。貧しさをひとことで言い尽くすことはできません。しかし貧しさは天に響く叫びとなり、神に

届きます。苦しみ、孤独、落胆、希望以外の何を、貧しい人の叫びは表すというのでしょう。わたしたちは、

どうして自分は神のみ前に届く彼らの叫びに耳をかさず、冷淡で無関心でいられるのか自らに問うべきです。

この世界祈願日にあたり、わたしたちは自分が本当に貧しい人の声を聞くことができるかどうか見極めるた

めに、良心を深く糾明するよう招かれています。 

 

 貧しい人の声を聞き分けるためには、聞く側が静かにする必要があります。自分たちがいつまでもしゃべ

っていたら、彼らの声は聞こえません。多くの取り組みは、たとえそれらが称賛されるべき必要なものであ

ったとしても、貧しい人の声を受け止めるためというよりは、むしろ自己満足のために行われていると、わ

たしはしばしば感じています。そうした場合、貧しい人の叫び声を聞いても、対応は一貫しておらず、彼ら

の状況に対応することもできません。鏡に映った自分を見て、自分自身のことばかり考えるよう仕向ける文

化にあまりにもとらわれているために、自分が直接かかわらなくても、利他的なしぐさをするだけで十分だ

と考えてしまうのです。 

 

3.第二の動詞は「こたえる」です。詩編作者によれば、主は貧しい人の声を聞くだけでなく、その叫びにこ

たえてくださいます。救いの歴史全体を通して示されているように、主のこたえは、あふれるほどの愛をも

って貧しい人の状況にかかわることです。アブラハムが、自分も妻のサラもすでに高齢で子どもがいなかっ
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たにもかかわらず、子孫が欲しいと神に願ったときがそうでした（創世記 15・1－6参照）。また、モーセが

燃え尽きることのない柴の炎の間から神の名を啓示され、民をエジプトから連れ出すという使命を託された

ときもそうでした（出エジプト 3・1－15参照）。そしてそのこたえは、民が荒れ野を旅する間中、空腹と渇

きをおぼえるたびに（同 16・1－16、17・1－7参照）、また契約を守らず、偶像を崇拝するという最悪な事態

に陥るたびに（同 32・1－14 参照）確かめられました。 

 

 貧しい人に対する神のこたえは、心身の傷をいやし、正義を取り戻し、尊厳ある生活を再び送れるよう助

ける救いのわざとしてつねに示されます。神のこたえはまた、神を信じるすべての人が同様のことを人とし

て可能な範囲で行うようにとの招きでもあります。「貧しい人のための世界祈願日」は、貧しい人が自分の叫

びはむなしく消えてしまうと思わないようにするために、世界に広がる全教会が、あらゆる状態と地域の貧

しい人にささやかなこたえを示す日です。それは貧しさという荒れ野に落ちた一滴の水のようなものかもし

れません。しかし、困窮している人々との分かち合いを表すしるしとなり、積極的にかかわる兄弟姉妹がい

ることを伝えることができます。貧しい人が必要としているのは、代理人の派遣ではなく、彼らの叫びを聞

いた本人がかかわることです。信者の心遣いは、支援という一つのかたち――まず必要なものであり、み旨

にかなっていますが――に限定されるべきではありません。相手を人間として尊重し、その幸福を願う「愛

のまなざし」（使徒的勧告『福音の喜び』199）を向けることが求められているのです。 

 

4.第三の動詞は「解放する」です。聖書の中の貧しい人は、神が自分たちのために介入し、尊厳を取り戻し

てくださると確信しながら生きています。貧しさは求めるものではなく、利己主義、思い上がり、強欲、不

正義が原因で引き起こされるものです。人類誕生のときから存在するこれらの悪は、多くの無実の人を巻き

込み、社会に深刻な影響を及ぼす罪であり続けます。主の解放のわざは、悲しみや苦しみを訴える人に対す

る救いのわざです。神の介入の力によって、貧しさの鎖が打ち砕かれます。多くの詩編は、貧しい人自身の

人生に映し出されたこの救いの歴史を伝え、賛美しています。「主は貧しい人の苦しみを決してあなどらず、

さげすまれません。み顔を隠すことなく、助けを求める叫びを聞いてくださいます」（詩編 22・25）。み顔を

仰ぎ見られることは、神が親しく寄り添い、救ってくださるしるしです。「あなたはわたしの苦しみをごらん

になり、わたしの魂の悩みを知ってくださいました。……わたしの足を、広い所に立たせてくださいました」

（詩編 31・8－9）。貧しい人に「広い所」を与えるとは、「仕掛けられた罠」（詩編 91・3）から彼らを解放す

ることを意味します。思うように歩き、穏やかな目で人生を見つめられるように、道中に仕掛けられた罠を

取り除くのです。神の救いは、貧しい人に差し出された手として表現されますが、その手は貧しい人を受け

入れ、守り、彼らが求めている友情を実現させます。このような実際的で具体的な親しさから、解放への真

の歩みが始まります。「すべてのキリスト者とすべての共同体は、貧しい人々が社会に十全に組み入れられる

ようにするため、彼らを解放し高める神の道具となるよう呼ばれています。それは、貧しい人々の叫びに素

直に注意深く耳を傾け、彼らを救うようにということです」（『福音の喜び』187）。 

 

5.多くの貧しい人が、福音記者マルコによって語られたバルティマイ（10・46－52）の姿と自分自身を重ね

合わせていることを知って、わたしは心を揺り動かされます。目の見えないバルティマイは「道端に座って

物乞いをしていました」（46 節）。そして、イエスが通ると聞いて、自分をあわれんでほしいと「ダビデの子」

に「叫び始めました」（47 節参照）。「多くの人々が叱りつけて黙らせようとしたが、彼はますます……叫び

続けました」（48節）。御子は彼の叫び声を聞いて「『何をしてほしいのか』と言われました。盲人は、『先生、

目が見えるようになりたいのです』と言いました」（51 節）。福音書のこの箇所は、詩編が約束として告げた

ことを目に見えるかたちで表しています。バルティマイは、見ること、働くことといった根本的な力のない

貧しい人です。今日でも、いかに多くの道がさまざまなかたちの不安定な状況につながっていることでしょ

う。人類が発展したにもかかわらず、生きるのに最低限必要な手段が欠如していたり、労働力を十分提供で

きないために人々が差別されたり、社会の中で人々がさまざまな形の奴隷労働を強いられたりしています。

今日でも、どれほど多くの貧しい人がバルティマイのように、自分が置かれた状況にどんな意味があるのか

考えながら、道端にうずくまっていることでしょう。多くの人がなぜこのようなどん底に来てしまったのか
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自問し、どうすればそこから逃れられるか考えています。そしてだれかが近寄って、「安心しなさい。立ちな

さい。お呼びだ」（49節）と言ってくれるのを待っているのです。 

 

 しかし、残念ながらよく聞かれるのは、叱りつける声や黙って我慢するよう求める声です。それらの荒々

しい声は、多くの場合、貧しい人に対する恐れにとらわれています。貧しい人のことを貧窮している人とし

てとらえるだけでなく、不安感や不安定さ、無秩序を日常生活にもたらす人と考え、かかわりをもたず離れ

ていたほうがよいと思い込んでいるのです。わたしたちは貧しい人と距離を置くことによって、知らず知ら

ずに主イエスから遠ざかっています。イエスは貧しい人を拒絶しないばかりか、呼んでなぐさめてくださる

からです。キリスト者の生き方を教える預言者イザヤのことばほど、このことを的確に表しているものはあ

りません。「悪による束縛を断ち、くびきの結び目をほどいて、虐げられた人を解放し、くびきをことごとく

折ること。さらに、飢えた人にあなたのパンを裂き与え、さまよう貧しい人を家に招き入れ、裸の人に会え

ば衣を着せかけること」（イザヤ 58・6－7）。これらの行いによって、罪はゆるされ（一ペトロ 4・8 参照）、

正義が行われるようになり、主を叫び求めたときに「わたしはここにいる」（イザヤ 58・9 参照）とこたえて

いただけるようになるのです。 

 

6.最初に神の存在に気づき、神が人生に寄り添ってくださることをあかしできるのは、貧しい人です。神は

ご自分の約束をつねに守り、夜の闇の中でも、ご自分の愛と慰めの温もりを必ず与えてくださいます。しか

し、貧困という耐えがたい状態から抜け出るためには、自分のことを心配し、心といのちの扉を開いて、友

人や家族のように思わせてくれる兄弟姉妹がいることを彼らが実感する必要があります。そうして初めてわ

たしたちは、「彼らの生活がもっている救いをもたらす力を認め、彼らを教会の歩みの中心に置く」（『福音の

喜び』198）ことができるのです。 

 

 この「貧しい人のための世界祈願日」にあたり、わたしたちは「貧しい人は食べて満ち足ります」（詩編

22・27）という詩編のことばを実現させるよう招かれています。ご存じのように、エルサレムの神殿ではい

けにえの儀式の後に祝宴が催されました。昨年の第一回「貧しい人のための世界祈願日」には、多くの教区

でこうした祝宴が開かれました。大勢の人が、家庭の温かみと、祝宴で食事を味わう喜びに触れ、兄弟愛に

満ちた気どらない雰囲気の中で食卓をともに囲みたいと望む人々と連帯しました。わたしはこの世界祈願日

が今年も、そしてその後も、一緒にいられる喜びを象徴する行事によって祝われるよう望みます。主日に共

同体の中でともに祈り、食事を分かち合うのです。それは、わたしたちを初期キリスト教共同体に立ち戻ら

せる体験です。福音記者ルカは独自のかたちで簡潔に記しています。「彼らは、使徒の教え、相互の交わり、

パンを裂くこと、祈ることに熱心であった。……信者たちは皆一つになって、すべての物を共有にし、財産

や持ち物を売り、おのおのの必要に応じて、皆がそれを分け合った」（使徒言行録 2・42、44－45）。 

 

7.キリスト教共同体は、目前にある多種多様な貧しさへの寄り添いと支援の表れとして、日々、数多くの取

り組みを行っています。信仰ではなく人類の連帯のもとに行われる他の取り組みと力を合わせることにより、

単独ではなしえない援助が可能になる場合も珍しくありません。わたしたちは、貧しさというはかり知れな

い世界では、自分たちの取り組みも限界を抱えた弱く無力なものであることを認め、他の人々の手を借りる

ようになります。互いに協力し合うことにより、さらに効果的に目的を達成できるからです。わたしたちは

信仰と、愛するよう求める命令のもとに行動していますが、別のかたちの援助活動や連帯が部分的にでも同

じ目的のために行われていることを認めることができます。ただしその際には、すべての人を神と聖性へと

導くというわたしたち独自の使命を見失ってはなりません。わたしたちがなしうる福音への適切で完全な応

答は、さまざまな体験を分かち合い、自分が主人公にならずに謙遜な心で協力することなのです。 

 

 貧しい人の前では、だれが主導しているかは問題ではありません。聖霊こそが、神の応答と親しさのしる

しとなる行いの源であることを、わたしたちは謙虚に認めるべきです。貧しい人に寄り添うすべを見いだす

とき、わたしたちを主導しておられるのは、わたしたちの目と心を回心へと開け放ってくださる神であるこ
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とに気づきます。貧しい人が必要としているのは、主役に必要な資質ではなく、人々に注目されず、忘れら

れても、実践される愛のわざです。真の主人公は主と貧しい人です。奉仕する人は、神の現存と救いを伝え

るためにみ手のうちに働く道具です。聖パウロはこのことを心に留め、主導権をめぐってカリスマを競い合

っていたコリントの信徒に次のように書き送っています。「目が手に向かって『お前は要らない』とはいえず、

また、頭が足に向かって『お前たちは要らない』ともいえません」（一コリント 12・21）。パウロは、からだ

の中でほかよりも弱くみえる部分こそ、かえって必要とされるという重要な指摘もしています（22 節参照）。

「わたしたちは、からだの中でほかよりも格好が悪いと思われる部分を覆って、もっと格好よくしようとし、

見苦しい部分をもっと見栄えよくしようとします。見栄えのよい部分には、そうする必要はありません」（23

－24 節）。パウロはカリスマに関する重要な教えを伝えると同時に、もっとも弱く困窮している人に福音的

に接するよう教えています。キリストの弟子は、その人々に対して軽蔑的、偽善的な行為をするのではなく、

むしろ彼らはわたしたちの間におられるイエスの真の姿であるという確信のもとに、敬意を表し、彼らの優

位を認めるよう招かれています。「わたしの兄弟であるこのもっとも小さい者の一人にしたのは、わたしにし

てくれたことなのである」（マタイ 25・40）。 

 

8.権力と富を持っていても、貧しい人のことを疎外し、彼らのことを無益で恥ずべき存在だと考えている

人々に敬意を示し、従い、倣おうとする世俗の考え方と、わたしたちの生き方がいかに異なっているかが、

今ここではっきりしました。使徒パウロのことばは、キリストのからだの中でほかの部分よりも弱く無力な

部分と連帯し、福音を完全に生きるよう招く呼びかけです。「一つの部分が苦しめば、すべての部分がともに

苦しみ、一つの部分が尊ばれれば、すべての部分がともに喜ぶのです」（一コリント 12・26）。ローマの信徒

への手紙の中でも、パウロは同様にわたしたちに強く促しています。「喜ぶ人とともに喜び、泣く人とともに

泣きなさい。互いに思いを一つにし、高ぶらず、身分の低い人々と交わりなさい。自分を賢い者とうぬぼれ

てはなりません」（12・15－16）。これこそがキリストの弟子の召命です。つねに目指すべき理想とは、「キリ

スト・イエスにもみられる」（フィリピ 2・5）心がけにできるだけ近づくことなのです。 

 

9.希望のことばは、信仰が自然に導き出すことばです。あまりにも内向的で、現状にとらわれている人生観

から生じる無関心さを揺さぶるのは、多くの場合、貧しい人にほかなりません。貧しい人の叫びは、解放さ

れるという確信を表す希望の叫びでもあります。その希望は、ご自分に自らをゆだねる人々を決して見捨て

ない神の愛に根ざしています（ローマ 8・31－39参照）。アビラの聖テレジアは『完徳の道』に次のように記

しています。「清貧は世のあらゆる宝をそのうちに含んでいる宝です。それは大きな領土です。つまり、いっ

たん世の財宝を無視すると、この世のいっさいの財宝のあるじとなります」（2、5〔東京女子カルメル会訳『完

徳の道』、ドン・ボスコ社〕）。わたしたちは、真の善を見分ければ見分けるほど、神のみ前で豊かな者になり、

自分自身と他者の前で賢い者になります。そしてまさに、富の真正な意味を見いだせば見いだすほど、人間

性において成長し、分かち合えるようになるのです。 

 

10.貧しい人の叫びに対する教会のこたえを小教区、団体、活動の中で目に見えるかたちで実践している、

わたしの兄弟である司教、司祭、そしてとりわけ貧しい人のために尽くすべく按手を受けた助祭（使徒言行

6・1－7 参照）、さらには修道者とすべての信徒に呼びかけます。新しい福音宣教ための特別なときとして、

この世界祈願日を過ごしてください。貧しい人は、福音のすばらしさを日々発見できるようわたしたちを助

け、わたしたちを福音化してくれます。この恵みに満ちた機会を無駄にしないようにしましょう。この祈願

日にあたり、わたしたち全員が、貧しい人々に恩義を感じることができますように。なぜなら、互いに手を

差し伸べ合うからこそ、救いをもたらす出会いが生まれるからです。その出会いは信仰を支え、愛のわざを

促し、到来する主への歩みにおいて希望を保たせてくれるのです。 

バチカンより 

2018年 6月 13日 

パドバの聖アントニオの記念日 

フランシスコ 
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