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常任司教委員会
■11 月定例常任司教委員会
日

時

2020 年 11 月 5 日（木）10:00－14:00

場

所

日本カトリック会館

出席者

委

５

員

6人

事務局

7人

マレラホール
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報

告
1.

教皇への献金とパパモービレ引き渡しについて
教皇訪日に合わせて募っていた「教皇への献金」は 10 月 9 日に教皇庁国務省に送金し、カトリック新聞
と中央協議会ウェブサイトで報告した。送金金額は 735,874.33 ユーロ（91,770,887 円）
。また、教皇が
長崎のミサで使用したパパモービレが 10 月 7 日にバチカンに寄贈された。

2.

教皇庁国務省からの『今こそ原発の廃止を』
（英語版）送付への礼状について
教皇庁国務省より、日本から送付した『今こそ原発の廃止を』
（英語版）への礼状が届いた。

3.

韓国司教協議会役職人事交代について
韓国カトリック司教協議会秋季司教総会において交代となった役職人事の通知が届いた。
韓国司教協議会会長

スウォン教区

マティアス・イ・ヨンフン司教

韓国司教協議会副会長

ウォンジュ教区

バジル・ジョ・ギュマン司教

韓国司教協議会秘書局担当司教

デジョン教区

ラザロ・ユ・フンシク司教

4.

ウエストミンスター大司教区からの青年サマースクール開催について
ロンドンのウエストミンスター大司教区から、同青少年部主催のイングリッシュサマースクールの開催
案内が届いた。

審

議
1.

2020 年度第 2 回臨時司教総会内容確認について
12 月 10 日(木)に開催予定の 2020 年度第 2 回臨時司教総会で取り扱う事項の確認を行った。議案につい
ては、12 月開催の常任司教委員会で確定する。

2.

教皇訪日 1 周年記念ミサ準備について
12 月 9 日(水)18 時からカトリック麹町教会（東京教区）で行う教皇訪日 1 周年記念ミサの式次第とその
準備事項について確認を行った。コロナウイルス感染症感染拡大を防止するため、招待者のみの参加と
し、オンライン中継を行う。

3.

教皇庁典礼秘跡省からのラテン語テキスト翻訳養成講座について
典礼秘跡省から通知された 2021 年 1 月 11 日－30 日にオンライン、5 月 17 日－6 月 12 日に教皇庁立典礼
研究所で開催予定の「ラテン語テキスト翻訳養成講座」への派遣については、推薦司祭の申し出があれ
ば派遣を行う。

4.

教皇庁信徒・家庭・いのちの部署主催のフォーラムについて
2021 年 6 月 9 日－12 日にローマで開催予定の教皇フランシスコ使徒的勧告『愛のよろこび』をテーマと
したフォーラムには、来年のコロナウイルス感染拡大状況が把握できないため、日本カトリック司教協
議会としての派遣は行わない。

5. 「未成年者と弱い立場におかれている成人の保護のためのガイドライン」について
本常任司教委員会の諸意見に基づいて修正した「未成年者と弱い立場におかれている成人の保護のため
のガイドライン」
（案）を 12 月の臨時司教総会で全司教に提示し、このガイドライン作成に至った経緯
と内容について周知を図る。その後、諸意見をもとにガイドラインを整え、2021 年 2 月の司教総会で確
定できるよう準備を行う。
6.

2021 年度「司教の集い」について
2021 年 3 月に東日本大震災 10 年を迎えるため、2 月の定例司教総会中に「日本の教会としての災害対応」
をテーマに「司教の集い」を開催する。

7.

2021 年 3 月 11 日開催の「東日本大震災」10 年にあたってのミサについて
仙台教区主催で 2021 年 3 月 11 日に開催予定の東日本大震災 10 年目のミサに日本司教団として参加する。

8.

エコロジー問題に取り組むための検討会からの依頼について
回勅『ラウダート・シ』発刊 5 周年を記念して、教皇庁から発行された“JOURNEYING TOWARDS CARE FOR
OUR COMMON HOME

Five Years After Laudato Si”の翻訳を行い、広く周知したいとのエコロジー問題

に取り組むための検討会からの要望については、同検討会推薦の瀬本正之師、吉川まみさんに翻訳を依
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頼すること、監修責任は社会司教委員会とすること、翻訳文書を中央協議会ウェブサイトで公表するこ
とを承認した。
9.

中央協議会発行出版物の企画承認について
出版審議会から提出された以下の書籍を中央協議会から発行することと出版企画書を承認した。
書籍名

教皇フランシスコ講話集 7

内 容

教皇フランシスコの 2019 年講話のペトロ文庫による出版

社会司教委員会
■第 39 回事務局会議
日

時

2020 年 11 月 5 日（木）15:00－18:00

場

所

日本カトリック会館

出席者

報

会議室４（ウェブ会議）

6人

告
1.

2020 年度司教のための社会問題研修会延期について
12 月 11 日－12 日に開催予定の司教のための社会問題研修会で国立ハンセン病療養所栗生楽泉園（群馬・
吾妻郡草津）への訪問は来年以降に延期することを常任司教委員会に報告した。

2.

2021 年度予算案の提出について

3.

エコロジー問題対策検討委員会の進捗状況について
2021 年 2 月司教総会に提案書を提出する予定。

4.

司牧者対象「出前研修」の申込状況について
広島教区司祭研修会（10 月 21 日）
「ハラスメントを防止するために」

大阪教区月修

（11 月 25 日）
「ハラスメントを防止するために」

福岡教区司祭研修会（11 月 30 日）
「LGBT と人権」
審

議
1.

定例会議の議案について
2020 年 12 月 9 日(水)、イエズス会岐部ホール（東京・千代田区）にて開催する定例会議の議案について
話し合った。

2.

ハンセン病問題の冊子について
2021 年 2 月の社会司教委員会に最終案を提出することを目指し、社会司教委員で編集チームを編成し、
12 月 9 日の定例会議にて第一案を審議する。

3.

その他
正義と平和協議会が実行委員として参加している九条世界宗教者会議のオンライン会議が 2021 年 3 月
2 日－3 日に開催される。社会司教委員会はじめ多くの司教に参加して欲しいとの呼びかけがあった。

典礼委員会
■『ゆるしの秘跡』儀式書改訂会議
日

時

2020 年 11 月 9 日（月）10：00

場

所

メールによる審議
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出席者

審

3人

議

『ゆるしの秘跡』儀式書の改訂に向けた準備作業として、規範版に基づく第一次検討作業において未確定で
あった箇所や訳語の統一・確認作業を行った。

■『ミサ典礼書』改訂委員会
日

時

2020 年 11 月 16 日（月）10:00－15:00

場

所

ウェブ会議

出席者

審

5人

議
待降節と降誕節の入祭唱・拝領唱の日本語訳を検討した。

学校教育委員会
■第 175 回学校教育委員会
日

時

2020 年 11 月 2 日（月）15：00－16：45

場

所

ウェブ会議

出席者

報

12 人

告
学校連合会より、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）感染状況に配慮し、各種研修会や会議をウェブ
形式で開催したことが報告された。

審

議
1.

委員推薦・委嘱について
新たな委員委嘱について検討した。

2. 「校長・理事長・総長管区長の集い（集い）
」について
COVID-19 感染拡大防止のため、2021 年度「集い」をウェブ形式で開催することを検討した。具体的な
テーマやプログラムは引き続き検討する。
3.

第 5 回長崎・五島巡礼について
2021 年 8 月に開催予定の第 5 回長崎・五島巡礼について、COVID-19 の国内感染状況を踏まえ、開催の
可否および日程について意見交換を行った。

諸宗教部門
■2020 年度第 2 回会議
日

時

2020 年 11 月 6 日（金）14：00－17：00

場

所

ウェブ会議

出席者

10 人
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欠席者

報

1人

告
1.

前回会合（2020 年 1 月 30 日）での主な合意事項などを確認した。
・
「教区における諸宗教対話の実践に関するアンケート調査」について
アンケート回答集計が報告され、同調査結果をもとに「見える傾向/動向の概要」を含んだ形での簡単
な総評文を酒井司教名で添えることを確認し、一部訂正した。
・諸宗教部門の目的、方針について
既存の資料を参照し、部門の目的を確認した。同資料のもととなったレポートが作成されて 19 年が経
過したため、目的と「活動方針」を再確認、あるいは整理する必要がある。
・2020 年度の活動計画について
次回会合で部門の目的・活動方針を確認の上、2020 年度計画を策定する。

2.

諸宗教部門新担当司教について
諸宗教部門担当司教として中村倫明司教（長崎教区）が任命されたことを報告し、同司教よりあいさつ
があった。

3. 『カトリック教会の諸宗教対話の手引き─実践 Q＆A』重版における改訂内容について
死刑に関する『カトリック教会のカテキズム』2267 番の改訂に伴い、
『カトリック教会の諸宗教対話の
手引き』の関連個所が改訂されたことを報告した。
4. 「諸宗教対話の実践に関するアンケート調査」報告について
責任司教作成の標記調査総評に対する意見がなかったので、前回委員会で決定した通り、アンケート調
査結果（グラフ表記）に同総評を添えて、カトリック中央協議会のウェブサイトに掲載することを確認
した。
審

議

”Serving a Wounded World in Interreligious Solidarity”邦訳の確定について
世界教会協議会（WCC）と教皇庁諸宗教対話評議会（PCID）が共同で発表した標記文書の邦訳素案につい
て、議論された箇所の意見を参考に文書を整え、日本キリスト教協議会（NCC）へ送り、NCC の意見を求
めることを確定した。
次回日程

2021 年 1 月 28 日（木）13：00－16：30 ウェブ会議

青少年司牧部門
■ワールドユースデー（WYD）ウェビナー報告
日

時

2020 年 10 月 15 日（木）19：00－21：00（日本時間）

場

所

ウェブ会議

目

的

2023 年開催予定の WYD リスボン大会に向けた情報共有

主

催

教皇庁信徒・家庭・いのちの部署ユースオフィス

出席者

報

177 人（85 カ国）
、司教協議会より 2 人

告
1.

使徒的勧告『キリストは生きている』203－208 が引用され、同会合の目的を確認した。

2.

情報発信・共有ツール「Syn ACT プラットフォーム」の説明
今後、WYD を含む各国の青年司牧活動・イベントにおいて、情報の発信・共有や学び合い、また教皇庁
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信徒家庭いのちの部署として各国の動きを取りまとめ、分かりやすく一元化するために上記ツールが構
築された。今後、各国窓口へ登録についての詳細情報が送られる予定。
3.

WYD リスボン大会について最新情報の共有
・2020 年 10 月 16 日に同大会のロゴが発表される予定。
・今後の予定については、2021 年夏までに重要事項の詳細が、2022 年夏までにすべての内容の詳細が公
式に決定する予定。
・随時、コミュニケーションチームより上記プラットフォーム、SNS、インスタグラムを通じてその他の
情報が発信される。

難民移住移動者委員会
■第 15 回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
日

時

2020 年 11 月 13 日（金）14：00－16：00

場

所

ウェブ会議

出席者

12 人

欠席者

3人

報

告
1.

前回議事録を確認した。

2.

9 月に実施したオンラインセミナーの実施状況について報告があった。

3.

今年作成する予定だったタリタクムの紹介パンフレットについて、来年度に作成するよう準備を進め
ることが確認された。

4.

タリタクム東南アジアでは 10 月から毎月、メンバー国が企画した人身取引に関するオンラインセミナー
を開催している。2021 年 4 月のセミナーをタリタクム日本が企画、実行することを確認した。

5.

2021 年の「国際タリタクムリーダーシップコース（オンライン）
」の受講生を募集している。タリタクム
日本でも、教会内外で適任者を探すことが確認された。

6.

タリタクム地域コーディネーター会議では、2020 年から 2025 年の優先課題として「ネットワークの
強化」が挙げられことが報告された。

7.

ベトナム人技能実習生を対象としたホットラインが定期的に開催されていることや、コロナ禍で生活
困窮に陥っている外国籍の人たちに対する支援活動について、各地の担当者から報告があった。

審

議
2021 年度の活動について審議し、2 月と 7 月のオンラインの祈りの開催や、ニュースレターの発行、年
2 回程度セミナーを開催することを決定した。

■第 12 回事務局会議
日

時

2020 年 11 月 16 日（月）15：00－17：00

場

所

ウェブ会議

出席者

報

9人

告
1.

前回議事録を確認した。

2.

アドボカシー・啓発プロジェクトより入管法改定について、進捗状況の報告があった
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審

3.

人身取引に取り組む部会（タリタクム日本）より、運営委員会の開催報告があった。

4.

船員司牧部会関連の報告があった。

議
1.

11 月 17 日、18 日に開催される教区担当者・ネットワーク合同会議の内容を再確認するとともに、進め
方や役割分担を確認した。

2.

緊急一時援助金について
さいたま教区からの仮放免者の生活費・医療費への援助申請について協議し、支援を決定した。教区
担当者もしくは事情をよく知る委員の推薦が必要なため、外部からの申請相談については、教区および
全国の難民移住移動者委員会のつながりの中での支援を重視する姿勢に基づき受け付けないが、必要に
応じて、なんみんフォーラム加盟団体が申請できるマリア・メディカルサポート基金などを紹介する。

■2020 年度全国担当者・実務者ネットワーク合同会議
日

時

2020 年 11 月 17 日（火）10:00－16:00、18 日（水）9:30－ 12:30

場

所

ウェブ会議

出席者

内

44 人

容
1 日目 テーマ
開会の祈り

コロナ禍における各地の難民移住者の状況と各地の取り組み
山野内倫昭司教

委員会の活動報告
・アドボカシー・啓発プロジェクト報告
・専門部会報告

（タリタクム日本、船員司牧）

・言語別司牧報告（スペイン語圏、フィリピン、ベトナム、中国）
事例の共有 1

教会の支援活動

・留学生支援

西 千津委員（札幌教区難民移住移動者委員会）

・仮放免者支援

ビスカルド篤子委員（大阪教区社会活動センターシナピス）

・ベトナム共同体の支援活動
事例の共有 2

山岸素子委員

コロナ禍での状況や取り組み、課題について司牧的な観点から

・長崎管区から

川口昭人師（長崎教区）

・大阪管区から

島袋幹男師（名古屋教区）

・東京管区から

藤田 恵師 （さいたま教区）

ワークショップ（司牧者、実務者のグループに分かれて）
コロナ禍・コロナ後において①小教区・教区で取り組むこと、②J-CaRM（全国レベル）で取り組む
ことについてのグループ討議
ワークショップの結果共有とまとめ
1 日目終了の祈り
2 日目 テーマ

松浦悟郎司教

入管収容・入管法改定問題を知る〜何が問題か、教会の支援活動への影響は〜

2 日目開会の祈り

山野内倫昭司教

オンライン全国セミナー 駒井知会弁護士による講演録画視聴
入管法改定に向けた今後の動き、教会や市民ネットワークによるキャンペーン
ワークショップ
講演を聴いて思ったこと、これからの取り組みについてのグループ討議
ワークショップ結果共有
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山岸素子委員

まとめと終了の祈り

松浦悟郎司教

初めてのオンライン開催となったが、二日間それぞれのテーマについて活発な報告と議論が交わされた。
コロナ禍において教会に集まれず情報把握が困難な中で、ニーズに合わせて実施された様々な支援や、オ
ンライン化が進む中での司牧的工夫が分かち合われた。様々な国の人々が、教会に来れば何かできると集
うことの豊かさ、生きたつながりを教会共同体の中で育むことの大切さも改めて確認された。二日間の会
議で出された意見や提案を、これから 1 年の委員会活動に活かしていく。

カリタスジャパン
■第 2 回新型コロナ関連支援報告会

We are Caritas!「外国人支援の現場から見えてくること」

日

時

2020 年 10 月 31 日（土）14：00－15：30

場

所

オンライン開催

出席者

36 人

テーマ

「コロナ禍の滞日外国人の現状から、日本社会を見つめなおす」

報告者

アミーゴス長澤正隆さん

NPO 法人北関東医療相談会

ビスカルド篤子さん

カトリック大阪大司教区社会活動センター シナピス

平時より虐げられている滞日外国人は、コロナ禍の不況のあおりを真っ先に受けたグループである。技能
実習生をはじめ、普段非正規雇用にも満たない地位で労働力を提供している彼らは、コロナ禍で失職し、
満足に食料を買うこともできず、また国に変えることもできず、日本語が分からない中で、行政サービス
にもアクセスできない状況がある。そうした中で報告団体では、教会のネットワークや姿勢を活かし、多
くの人々に支援の手を伸ばしてきた。
次回報告会

2020 年 12 月 19 日（土）14：00-15：30

テーマ「コロナ禍と女性」

■第 6 回援助審査会会議
日

時

2020 年 9 月 28 日（水）13:30－16:00

場

所

ウェブ会議

出席者

審

4人

議
1.

援助審査

海外 4 件、国内災害（コロナ関連など）2 件、国内一般 1 件を審査。海外 3 件とコロナ関

連 1 件を却下し、以下の海外案件 1 件および国内案件 2 件を継続審議とした。

2.

(1)カリタスミャンマー

「帰還民と若者の支援」

(2)山梨ダルク

「利用者出口支援のための清掃機材購入事業」

(3)カリタス南相馬

「生活困窮者支援」

海外援助方針の見直し作業開始に関する提案が承認された。

次回日程

2021 年 11 月 11 日（水）13：30－16：00 ウェブ会議
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■第 7 回援助審査会会議
日

時

2020 年 11 月 11 日（水）13:30－16:00

場

所

ウェブ会議

出席者

審

4人

議
援助審査

海外 2 件、国内災害（コロナ関連など）3 件、国内 1 件を審査。下記の通り、コロナ関連など

の緊急支援 2 件、国内案件 1 件を承認した。また海外案件 2 件、およびコロナ関連 1 件を保留とした。
(1)全国災害支援ボランティア団体ネットワーク「令和 2 年 7 月九州豪雨被害者支援」2,000,000 円
(2)福岡おにぎりの会

「新型コロナ感染症関連支援」

(3)山梨ダルク

「利用者出口支援のための清掃機材購入」891,300 円

次回日程

1,000,000 円

2021 年 1 月 13 日（水）13：30－16：00 ウェブ会議

■第 6 回事務局会議
日

時

2020 年 11 月 12 日（木）9：30－12：00

場

所

ウェブ会議

出席者

報

7人

告
1.

援助部会、啓発部会、事務局報告

2.

新型コロナ関連支援報告会について

第 2 回を「外国人支援」をテーマに 10 月 31 日に開催した。
第 3 回は 12 月 19 日(土)に「コロナ禍と女性」をテーマにオンラインで開催する。
3.

援助業務システムの改善について

委託会社を決定して、システム構築を開始。2021 年 1 月より新システム稼働予定。
4.

『We are Caritas20 号』について
クリスマス号として 11 月 25 日発行予定。

5.

2021 年四旬節キャンペーンについて

四旬節愛の募金キャンペーンキットの検討、制作を進行中。
6.

東日本大震災 10 年の取り組み評価について
東日本大震災への 10 年の取り組みの評価を行う。この評価を通しての学びを今後の災害に生かすことが
目的。評価実施の企画書を作成中。

審

議
1.

今後の事務局体制について

2.

回勅『ラウダート・シ』に関するカリタスジャパンの取り組みについて

3.

12 月 15 日のカリタスジャパン委員会・部会合同会議準備に関して

■教区担当者実行委員会会議
日

時

2020 年 11 月 18 日（火）10：00－15：00

場

所

ウェブ会議

出席者

7人
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報

告
来年度四旬節キャンペーン小冊子デザインの進捗状況について確認した。

審

議
2021 年 2 月の教区担当者会議オンライン開催の議題について検討したが、継続審議となった。

次回日程

2021 年 12 月 9 日（水）10：30－12：00 ウェブ会議

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

2020 年 10 月 28 日（水）14：00－16：00

場

所

日本カトリック会館

出席者

報

会議室 4（ウェブ会議）

6人

告
1. 「性暴力被害者の裁判のための基金」について
2. 「未成年者と弱い立場におかれている成人のためのガイドライン」（案）進捗状況

審

議
1. 「全国教区担当者の集い」について
11 月 27 日(金)14:00－17:00 のプログラム、役割分担、事務局準備を確認した。
2.

神学生養成についての提案
東京カトリック神学院および福岡カトリック神学院の委員長に提案書を送付する。

■事務局会議
日

時

2020 年 11 月 20 日（金）14：00－16：00

場

所

日本カトリック会館

出席者

報

6 階（ウェブ会議）

7人

告
1.

司祭の養成のあり方の文書について
加筆修正を行い、デスクより、両神学院長ならびに両神学院常任司教委員の大司教、司教各位あてに送
付する。送付先は司教協議会事務部に確認する。

2.

聖職者による未成年者への性虐待に対応するためのガイドラインについて
2021 年 2 月の司教総会に諮る予定。

審

議
1. 「全国教区担当者の集い」（ZOOM によるウェブ会議）
2020 年 11 月 27 日(金）
、プログラム、役割分担、発題資料の確認などを行った。
2.

その他

(1)2021 年度「社会司教委員会出前研修」については 12 月事務局会議の議題とする。
(2)東京カトリック神学院の助祭（神学生）が DV（配偶者からの暴力）などのシェルターを視察し当事者
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や施設の責任者から話しを聞いた。

HIV/AIDS デスク
■事務局会議
日

時

2020 年 11 月 12 日（木）13：00－14：00

場

所

ウェブ会議

出席者

報

5人

告
2020 年 第 2 回事務局会議（9 月 10 日）

審

議
次回の定例会議の審議、報告内容、資料などを確認した。

次回日程

2020 年 12 月 2 日（水） 15：00－16：00

■定例会議
日

時

2020 年 11 月 19 日（木）13：00－15：00

場

所

ウェブ会議

出席者

報

9人

告
1.

第 4 回（通算第 102 回）定例会議（9 月 24 日）

2.

第 3 回 HIVAIDS デスク事務局会議（11 月 12 日）

3.

今後の参加予定行事について

4.

2021 年度予算案

5.

他委員会からの執筆依頼について
部落差別人権委員会のニュースレター執筆依頼があり、委員が執筆を行った。

6.

TOKYO AIDS WEEKS 2020（11 月 15 日－12 月 15 日）

7.

第 10 回 AIDS 文化フォーラム in 京都（10 月 1 日、オンライン開催）

8.

第 28 回エイズキャンドルパレード（10 月 17 日）

9.

オンライン講義
例年、出張講義に行っている大学からオンライン講義の依頼があり、録画撮りを行った。
オンライン授業時間に配信を行う。

10.

オンライン講義受講報告

講義名 DSDs（ディエスディーズ）Differences of sex development

審

体の性の様々な発達

主 催

公益財団法人 人権教育啓発推進センター 芝大門人権講座

講 師

ヨ・へイルさん（ネクス DSD ジャパン主宰、日本性分化疾患患者家族連絡会代表）

議
1.

今後の活動について

2.

小学生（低学年）向けパンフレットの作成について
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3.

世界エイズデー(12 月 1 日)メッセージ作成について
検討の結果、既に HIV/AIDS デスクのホームページに掲載してある『新型コロナウイルスと HIV/エイズ』
のメッセージがその役目を担っているため、新しいメッセージは作成しないこととなった。ホームペー
ジのトップに世界エイズデー（12 月１日）の見出しを掲載し、イベント情報として、「世界エイズデー
礼拝」の案内を掲載する。

4.

2021 年度社会司教委員会「出前研修」のテーマと実施方法について

5.

HIV/AIDS デスク内規（案）について
次回、継続審議

次回日程

2020 年 12 月 16 日（水）

13：00－15：00

中央協議会事務局
■総務
1 月会議予定
14 日(木)

常任司教委員会

日本カトリック会館

14 日(木)

難民移住移動者委員会担当者
・ネットワーク情報交換会(ウェブ会議)

〃

14 日(木)

難民移住移動者委員会事務局会議(ウェブ会議)

〃

29 日(金)

学校教育委員会 (ウェブ会議)

〃
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<会報 2021 年 1 月号

公文書>

教皇訪日一周年を迎えて 日本カトリック司教協議会 会長メッセージ
教皇訪日一周年を迎えて
日本カトリック司教協議会 会長メッセージ
この 11 月 23 日～26 日は、教皇フランシスコの訪日一周年です。この 1 年の大半は世界中が、新型コロナ
ウイルス感染への対応やその予防に明け暮れ、これまで 5,500 万以上の感染者と 130 万以上の死者を出し、
人の交流や経済が大きく停滞し、先行きも不透明なままです。
このような状況の中で教皇訪日一周年をどのように迎えたらよいでしょうか。すでに個人的に、各家庭、
各共同体、各小教区、各教区において教皇メッセージに応えようと努力しておられると思いますが、あらた
めて呼びかけをさせていただきたいと思います。
1. 「すべてのいのちを守るため」を生活の指針に
この教皇訪日のテーマはいつの時代の誰もが実践すべきものです。このテーマをこれからもわたしたちの
生活の重要な指針としてはいかがでしょうか。
「すべてのいのち」とは、わたしたち皆がともに暮らす家1である地球とその環境の中で神に造られ生かさ
れているすべてのもの、人間はもちろん、ありとあらゆる生き物2を指します。それに、いのちあるものが生
きていくために必要不可欠な水や空気なども大切にしなければなりません。
「わたしたちの身体そのものが地
球の諸元素からできています。わたしたちは地球の大気を呼吸し、地球の水によって生かされ元気をもらっ
ている」3からです。
いのちは、身体的ないのちだけではありません。動植物にもそれぞれ魂のようなものがあると考えられて
いますが、特に神に似せてその像として造られ、神の霊によって生かされて肉体と霊魂とが一体となった人
間には、心と知恵、知性と自由意志という能力、良心といった、いわば内面のいのちがあります4。そして「人
間はその内面性によって事物の世界を超越している」だけでなく、神と出会うことができるのです5。その内
面のいのちを生かすのが愛の霊です（ローマ 5・5 参照）
。それゆえ人は、その身体および内面のいのちによ
って神と他の人々と自然環境とつながり、そのつながりによって真に生きることができるのです。すべての
いのちを大切にするということは、それらの生きた愛のつながりを大切にすることでもあります。
2.

平和な世界をつくり続ける

多数のいのちを破壊する人間の最悪の行為が戦争です6。その戦争を準備し行うために、人類はその歴史の
過程でさまざまな武器を開発してきました。その頂点に核兵器があります。実際、一つの核爆弾で数十万の

1

教皇フランシスコ回勅『ラウダート・シ』1。

2

申命記 10・14; ヨブ記 12・7～10; 詩編 104・1, 10-30; 136・25; 使徒言行録 17・24～25 ほか参照。

3

『ラウダート・シ』2。

4

第二バチカン公会議『現代世界憲章』12、14～16。創 2・7; イザヤ 42・5; マラキ 2・15;知恵 2・23; 12・1; 15・11

5

第二バチカン公会議『啓示憲章』21 参照。

6

教皇ヨハネ・パウロ二世「広島平和アピール」の冒頭の言葉（1981 年 2 月 25 日）参照。

参照。
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いのちを破壊できるということは広島と長崎で実証済みですが、現在はその数十倍あるいは数百倍の破壊力
を持つといわれる核兵器が開発されています。
この核兵器が他の国に与える脅威を土台に核保有国の間で核抑止が働き、それによって平和が維持されて
いる、という考えがあります。しかし、
「人の心にあるもっとも深い望みの一つ」である平和と安定、従って
国際的な平和と安定は、核兵器という「相互破壊への不安や壊滅の脅威」の上に成り立つことはできません7。
核兵器を製造することも所有することも倫理に反します8。すなわち、神に対しても人に対しても悪いこと
なのです。おびただしい人々が飢えで苦しんでいる一方で、全人的発展のために活用すべき資源を無駄遣い
し、破壊的な武器を製造、改良、維持、商いに財を費やすことは神に対するテロ行為だからです9。
国際的な平和と安定は、相互の信頼に基づく連帯と協働によって得られます。そのためには、このような
「絶対悪」とも言える核兵器は完全に廃絶するほかありません。それを実現させる効果的な手段が「核兵器禁
止条約」です。これは、核兵器の開発、実験、製造、備蓄、移譲、使用および脅威としての使用の禁止なら
びにその廃絶に関する条約です10。バチカンは、最初の批准国の一つでした。教皇は長崎でこう訴えました。
「核兵器から解放された平和な世界」、
「この理想を実現するには、すべての人の参加が必要です。個々人、宗
教団体、市民社会、核兵器保有国も非保有国も、軍隊も民間も、国際機関もそうです」。カトリック教会は、
民族間、また国家間の平和の実現のために、
「核兵器禁止条約を含め、核軍縮と核不拡散に関する主要な国際
条約に則り、たゆむことなく、迅速に行動し、訴えていきます」
。11
長崎と広島での教皇メッセージの影響もあったと考えられますが、今年 10 月 24 日核兵器禁止条約の批准
国が 50 に達したため、規定により、90 日後、すなわち 2021 年 1 月 22 日に発効することになりました。し
かし核保有国や、日本を含む、核の傘のもとにある国々はこの条約に反対しています。そのため世界的に世
論を喚起して、核保有国に圧力をかける必要があります。その中で被爆国である日本が先頭に立つべきだと
思います。
もちろん、真の平和を実現するためには、核兵器廃絶だけでなく、すべての人が互いに基本的人権を認め、
愛をもって自由に義務を果たし、キリストの平和（ヨハネ 14・27; 20・21 参照）を生き、広めることこそ必
要です。
3.

地球環境を守る

教皇フランシスコのご意向に沿って、日本の教会でも司教協議会は、2016 年に 9 月の第一日曜日を「被造
物を大切にする世界祈願日」とし、今年から 9 月 1 日～10 月 4 日を「すべてのいのちを大切にするための月
間」と定め、地球環境を守るため全国の教会を挙げて具体的な行動をとるように呼びかけました12。今年は新
型コロナウイルス感染防止を考慮して活動は限定されましたが、この月間に限らず、年間を通して行われる
ことが望まれます。
地球環境をこれ以上汚染させ傷つけないで守るために、各自、各共同体が具体的な行動をとる必要があり
ます。以下の具体例を参考にしていただければ幸いです。
①

7

資源の消費・浪費・廃棄量の削減（水・電気・食料など）

教皇フランシスコ「核兵器についてのメッセージ」2019 年 11 月 24 日

長崎・爆心地公園、
『すべてのいのちを守る

ため──教皇フランシスコ訪日講話集』
。
8

同上、
「平和のための集い」2019 年 11 月 24 日 広島・平和記念公園。

9

同上、
「核兵器についてのメッセージ」2019 年 11 月 24 日 長崎・爆心地公園。

10

2017 年 7 月 7 日、国連総会において採択された。

11

前掲書、
「核兵器についてのメッセージ」2019 年 11 月 24 日

12

https://www.cbcj.catholic.jp/2020/05/12/20724/を参照。日本の教会が 9 月の第一日曜日に定めた「被造物を大切に

長崎・爆心地公園。

する世界祈願日」は、世界では 9 月 1 日に祝われており、正教会ではすでに 1989 年から 9 月 1 日を「被造物の保護を
祈る日」としていた。2007 年に開催された第 3 回ヨーロッパエキュメニカル会議において、その 9 月 1 日からアシジ
の聖フランシスコの記念日である 10 月 4 日までを「被造物のための期間」とすることが提唱され、世界教会会議（WCC）
がそれを支持、現在では「被造物の季節（Season of Creation）
」としてエキュメニカルな年間行事になっている。
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②

化学物質を含む洗剤やプラスチック製品など、環境汚染物質の不使用、使用量の削減

③

美化活動（海浜、里地里山、街中など、身近な場所でのゴミ拾い・清掃）

4.

いのちの福音を証しする

教皇フランシスコの訪日で残されたメッセージや説教を思い起してみましょう。
1) 殉教
自分の死をもって復活の信仰を証しした殉教者は、わたしたちが宣教する弟子として生きるよう招いてい
ます。それは、
「日々黙々と務める働きによる『殉教』を通して、すべてのいのち、とくにもっとも助けを必
要としている人を保護し守る文化のために働く」ようになることです13。
2) 王であるキリスト
イエスが十字架に付けられた場所には、秩序も正義もなく、無理解と無関心のため罪のない人の死を茶化
す一方、自分は正しいと主張する人々がいます。そういう場で、犯罪人のひとりが十字架上のイエスに救い
を求めたのです。わたしたちも彼と同じように、苦しむ罪のない主イエスに寄り添い、その孤独を支え、弁
護し、その方に仕えたいものです。なぜなら、その主イエスは、病人、障がい者、高齢者、難民、見捨てら
れた人たちだからです。そのためには「十字架上のキリストから与えられ、差し出され、約束された愛こそ
が、あらゆるたぐいの憎しみ、利己心、嘲笑、言い逃れを打ち破るという信仰」を持つ必要があります14。
3) 被災
わたしたちは、自然災害に見舞われた人々に対して、尊厳ある生活を保障するための衣食住の支援と地域
の復興に寄与することはもちろん、
「展望と希望を回復させてくれる友人や兄弟姉妹との出会いが不可欠」15だ
という考えをもって積極的に関わる必要があります。また、環境汚染で苦しむ貧しい人々、難民生活を余儀
なくされている人々、その日の食べ物にも事欠く人々、経済格差の犠牲になっている人々と共感し、連帯す
ることができれば幸いです。
4) 差別といじめ
東日本大震災の後、福島から別の地域に移転した家庭のこどもたちは、放射能に汚染された人間と見なさ
れて除外されたり、いじめられたりしました。また若い人の中には、体形や外国人というだけでいじめられ
る人もいます。教皇は若者たちにこう訴えました。いじめという「疫病に対して使える最良の薬は、皆さん
自身です。……皆さんの間で、友人どうし仲間どうしで、
『絶対だめ』
」16、人を攻撃するのは「間違っている」
というべきです。
ちなみに、新型コロナウイルス感染拡大の中で、わたしたちは、人のいのちの脆さと同時に、いかに多く
の人たちのおかげで生活ができているかを実感しています。神の恵みと人々の支えを感謝しなければなりま
せん。しかし、その一方で感染者とその家族、医療従事者に至るまで、差別されたり、誹謗中傷されたりす
るという事態が起こっています。わたしたちは、むしろ、苦しんでいる人たちに寄り添い、彼らを支え、励
ますべきです。
「傷をいやし、和解とゆるしの道をつねに差し出す準備のある、野戦病院となること」、これ
が「いのちの福音を告げる」ということです17。
5) 生きる目的
教皇は若者たちにこう語りかけました。
「何のために生きているかに焦点を当てて考えるのは、それほど大
切ではありません。肝心なのはだれのために生きているのかということです。次の問いを問うことを習慣と
してください。
『何のために生きているかではなく、だれのために生きているのか。だれと、人生を共有して
いるのか』と。
」18

13

前掲書、
「殉教者への表敬」2019 年 11 月 4 日

14

長崎・西坂公園。

同上、
「ミサ説教（王であるキリストの祭日）
」2019 年 11 月 4 日

15

同上、
「東日本大震災被災者との出会い」2019 年 11 月 25 日

16

同上、
「青年との集い」2019 年 11 月 25 日

17

同上、
「ミサ説教（すべてのいのちを守るため）
」2019 年 11 月 25 日

18

同上、
「青年との集い」
。

長崎県営野球場。

東京・ベルサール半蔵門。

東京カテドラル聖マリア大聖堂。
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東京ドーム。

6) すべてのいのちを守る
「この世での己の利益や利潤のみを追い求める世俗の姿勢と、個人の幸せを主張する利己主義」は、わたし
たちを不幸にし、
「真に調和のある人間的な社会の発展」を阻みます。必要なことは、自分の現実も自由さえ
も神からの恵みとして喜んで受け取り、与えられたものを分かち合い、他者に差し出し、交わることです 19。
むすび
教皇フランシスコは、その最新の回勅20において、新型コロナウイルス感染の世界的な拡大を目の当たりに
して、世界中の人々が、
「だれも一人だけで救われない」ということに気づき、皆互いを兄弟姉妹として認め、
日常の個人的関係、社会、政治、公共制度において、兄弟愛（fraternity）と対話（dialogue）と友愛（fellowship）
を土台とするよう諭しています。なぜなら、現代世界は、利己主義と共通善への無関心、利益追求と市場論
理の支配、人種差別、貧困、権利の不平等、女性への抑圧、難民、人身取引など、兄弟としての関係を否定
あるいは破壊する思想と行動にあふれているからです。このような中でわたしたちは、イエスのたとえの善
いサマリア人のように、苦しむ人や弱い立場の人のために善い隣人とならなければなりません。そのために
は、自分自身から外に出て、他者のよりよい人生を望むという、神の愛といつくしみに倣う必要があります。
わたしたちもまたみじめな存在であり、神のいつくしみを受けているからです。なお、教皇は、軍備拡張の
費用で、飢餓の撲滅のための国際基金を設立することを提唱されました（262）
。この基金が設立された暁に
は、協力を惜しまないようにしたいものです。
キリスト信者として、すべてのいのちを守るために、世界の平和と正義と兄弟愛を推進していきましょう。
そのために神の名と人類兄弟愛の名のもとに「道筋として対話の文化を、態度として相互協力を、方法・規
範として相互理解を採り入れる」（285）ようにしましょう。今後、教皇訪日の実りが一つでも多くもたらさ
れるよう祈りたいと思います。
2020 年 11 月 23 日
日本カトリック司教協議会 会長

19

同上、
「ミサ説教（すべてのいのちを守るため）
」
。

20

教皇フランシスコ回勅『Fratelli Tutti（仮訳：きょうだいの皆さん）
』
（2020 年 10 月 3 日）
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髙見

三明

CELEBRATING THE FIRST ANNIVERSARY OF THE VISIT OF POPE FRANCIS TO JAPAN
CELEBRATING THE FIRST ANNIVERSARY OF THE VISIT OF POPE FRANCIS TO JAPAN
A MESSAGE FROM THE PRESIDENT OF
THE CATHOLIC BISHOPS' CONFERENCE OF JAPAN

November 23-26 is the first anniversary of the visit of Pope Francis to Japan. For
much of the year since then, the world has been responding to the new coronavirus that
has infected more than 55 million people and killed more than 1.3 million. Interactions
between people as well as the economy have all been affected, and the future remains
uncertain.
What is the best way in this situation to celebrate the anniversary? We have tried
to respond to the pope's message individually, as families, as communities, as parishes
and as dioceses. I want to take this opportunity to call on us once again to renew that
response.
Make “Protect All Life" a guideline for life
The theme of the papal visit to Japan, Protect All Life, is something that everyone
in any era should put into practice. Shall we make this theme an important guide to
our lives in the future?
“All life” refers to all living things that share this common home, the Earth, not just
humans.1 God has created us all and the environment that sustains us.2 We must
value the water and air, which are essential to life. “We have forgotten that we
ourselves are dust of the earth; our very bodies are made up of her elements, we
breathe her air and we receive life and refreshment from her waters.”3
Life is not merely physical. Plants and animals have some sort of spirit, and that is
especially so in the case of humankind made in the image of God. With body and soul,
emotion and intellect, intelligence and free will along with conscience all in unity,
humans are given an inner life by the spirit of God.4 Thanks to that inner life that
transcends the world of things, human beings can encounter God.5 The spirit of love
makes that inner life possible (Romans 5:5). We only truly live by connecting God and
others with the natural environment through our bodies and inner life. To cherish all
life is to cherish the connection of their living love.
Continue to create a peaceful world
Of all the many ways humanity has found to destroy life, the worst is war.6 In the
course of history humankind has developed various weapons of war, the worst of which
1

2
3
4

5
6

Pope Francis, encyclical Laudato Si’, 1.
See Deuteronomy 10:14; Job 12 :7-10; Psalms 104:1, 10-30; 136:25; Acts 17:24-25 among others.
Laudato Si’, 2.
Vatican 2, Gaudium et spes: The Pastoral Constitution on the Church in the Modern World, 12, 14-16, Genesis 2:7;
Isaiah 42:5; Malachy 2:15, Wisdom 2:23, 12:1, 15:11.
Vatican 2, Dei Verbum: the Dogmatic Constitution on Divine Revelation, 21.
John Paul II, Opening words of “Appeal for Peace at Hiroshima,” February 25, 1981.
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are nuclear weapons. We saw their reality in Hiroshima and Nagasaki where single
nuclear bombs destroyed tens of thousands of lives, and today’s nuclear weapons are
tens or hundreds of times more destructive.
There is a notion that peace is maintained by nuclear deterrence, the threat of
destruction unleashed by such weapons. However, “One of the deepest longings of the
human heart is for security, peace and stability,” and “Peace and international stability
are incompatible with attempts to build upon the fear of mutual destruction or the
threat of total annihilation.”7
It is immoral to manufacture or possess nuclear weapons.8 It is a sin against God
and others. Manufacturing, developing, maintaining and trading in such destructive
weapons while great numbers of people suffer from hunger wastes resources that
should be used for the development of all people. It is an act of terrorism against God.9
International peace and stability can be obtained through solidarity and
collaboration based on mutual trust. But to do so, we have no choice but to completely
abolish the absolute evil of nuclear weapons. The Treaty on the Prohibition of Nuclear
Weapons is one effective means of realizing this.10 This treaty calls for the prohibition
and abolition of the development, testing, manufacturing, stockpiling, transfer, use and
threatened use of nuclear weapons. The Vatican was one of the first ratifying countries.
In Nagasaki Pope Francis appealed for “a world of peace, free from nuclear weapons”
and reminded us that “to make this ideal a reality calls for involvement on the part of
all: individuals, religious communities and civil society, countries that possess nuclear
weapons and those that do not, the military and private sectors, and international
organizations.” To achieve peace among peoples and nations, the Catholic Church
“must never grow weary of working to support the principal international legal
instruments of nuclear disarmament and non-proliferation, including the Treaty on the
prohibition of nuclear weapons.”11
Some think that the pope’s messages in Hiroshima and Nagasaki had some effect
upon the fact that on October 24 the number of nations that have ratified the Treaty on
the Prohibition of Nuclear Weapons finally reached 50. Therefore, the treaty will enter
into force 90 days after that, next January 22. However, the nuclear powers and
countries such as Japan under the nuclear umbrella oppose this treaty. Therefore, it is
necessary to mobilize public opinion worldwide and put pressure on the nuclear powers.
Japan, the only country that was bombed with atomic weapons, should be a leader in
this effort.
Of course, to achieve true peace requires more than the abolition of nuclear
weapons. It is also necessary that all people recognize each other's basic human rights,
fulfill their obligations freely with love, and live in the peace of Christ (John 14:27;
20:21).
Protect the global environment
In line with Pope Francis's wishes in 2016, the bishops' conference called on churches
across the country to take concrete action to protect the global environment, marking
7
8
9
10
11

Pope Francis, "Address on Nuclear Weapons" at Nagasaki Hypocenter Park, November 24, 2019.
Pope Francis, "Meeting for Peace" at Hiroshima Peace Memorial Park, November 24, 2019.
Pope Francis, “Address on Nuclear Weapons” at Nagasaki Hypocenter Park, November 24, 2019.
Adopted by the United Nations General Assembly, July 7, 2017.
Pope Francis, “Address on Nuclear Weapons” at Nagasaki Hypocenter Park, November 24, 2019.
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each first Sunday of September from this year as Japan’s participation in the World
Day of Prayer for the Care of Creation and September 1 to October 4 as the Month for
Protecting All Life. 12 This year, activities were limited by the new coronavirus
pandemic, but it is expected that activities on behalf of creation will take place
throughout the year, not just during this month.
Protecting the global environment from further damage requires that each
individual and community take concrete action. Specific examples include:
•Reducing consumption and waste, and the wasteful use of resources like water,
electricity, food, etc.
•Not using or reducing use of environmental pollutants such as detergents and
plastic products containing chemical substances.
•Environmental restoration activities such as clearing litter in public places like
beaches, natural areas and cities.
Give Witness to the Gospel of Life
Let us reflect on the messages and sermons given by Pope Francis on his visit to
Japan.
Martyrdom: Martyrs who have testified to their faith in the Resurrection with their
own deaths invite us to live as disciples who proclaim that faith. “Their witness
confirms us in faith and helps us to renew our dedication and commitment to that
missionary discipleship which strives to create a culture capable of protecting and
defending all life through the daily ‘martyrdom’ of silent service towards all, especially
those in greatest need.”13
Christ the King: When Jesus was crucified, there was neither order nor justice.
Those who claimed to be just mocked the death of the innocent because of ignorance or
indifference. It was in that situation that one of the criminals asked Jesus for salvation.
Like that man, we want to be close to the suffering and innocent Lord Jesus. We desire
to support his loneliness, to defend him, and to serve him in the sick, the disabled, the
elderly, the refugee and the abandoned. To do so, we must “profess courageously that
the love poured out in sacrifice for us by Christ crucified is capable of overcoming all
manner of hatred, selfishness, mockery and evasion.”14
Disasters: It is essential that victims of natural disasters receive food, clothing and
shelter to guarantee a dignified life and contribute to the reconstruction of their
community. However, equally essential is “a friendly and fraternal hand, capable of
helping to raise not just a city, but also our horizon and our hope.”15 We also desire to
sympathize with and live in solidarity with the poor who suffer from environmental
pollution, those who are forced to live as refugees, those who lack food for the day and
those who are victims of economic disparity.
Discrimination and bullying: After the Great East Japan Earthquake, children
from families who moved from Fukushima to other areas were excluded or bullied
12

13
14
15

https://www.cbcj.catholic.jp/2020/05/12/20724/ The World Day of Prayer for the Care of Creation celebrated
internationally on September 1 is marked by the Catholic Church in Japan on the first Sunday of September. The
Orthodox Church has marked September 1 as the Day of Prayer for Creation since 1989. At the Third European
Ecumenical Assembly in 2007, it was proposed that the period from September 1 to October 4, the feast of St. Francis
of Assisi, be "Creation Time." The World Council of Churches (WCC) supported this and it is now an annual
ecumenical event, the Season of Creation.
Pope Francis, "Tribute to the Martyr Saints" at Nagasaki Nishizaka Park, November 24, 2019.
Pope Francis, homily for the Solemnity of Christ the King at Nagasaki Prefectural Baseball Stadium.
Pope Francis, Meeting with the Victims of Triple Disaster at Tokyo Bellesalle Hanzomon November 25, 2019.
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because they were thought to be radioactively contaminated. Other young people are
bullied just because of their body shape or because they are foreigners. About such
bullying, the pope said, “It is an epidemic, and together you can find the best medicine
to treat it. …. it is necessary that among yourselves, among friends and among
colleagues, you join in saying: ‘No! No to bullying, no to attacking another. That’s
wrong.’”16
The new coronavirus pandemic forces us to realize how fragile human life is and
how many people we rely upon to live. We must give thanks for God’s grace and the
support of others. However, infected people, their families and even healthcare
professionals are being discriminated against and slandered. We should rather be close
to those who are suffering, to support and encourage them. “The proclamation of the
Gospel of Life urgently requires that we as a community become a field hospital, ready
to heal wounds and to offer always a path of reconciliation and forgiveness.”17
The purpose of living: Speaking to young people, Pope Francis said, “It is not so
important to focus on what I live for, but whom I live for. Learn to ask yourselves this
question: not what do I live for, rather, for whom do I live? With whom do I share my
life?”18
Protect all life: “Worldly attitudes that look only to one’s own profit or gain in this
world, and a selfishness that pursues only individual happiness, in reality leave us
profoundly unhappy and enslaved, and hinder the authentic development of a truly
harmonious and humane society.” All we really need is to joyfully receive our reality
and even our freedom as blessings from God, to share with others what we have been
given, and to live in communion with each other.19
Conclusion
In his latest encyclical, Pope Francis, seeing the global spread of the new coronavirus
infection, affirms that “no one is saved alone.”20 We must recognize each other as
brothers and sisters, and build our everyday relationships, societies, politics and social
systems based on fraternity, dialogue and fellowship. The modern world is full of ideas
and actions that deny or destroy fraternal relationships. These include indifference to
selfishness and the common good, control by profit and market logic, racism, poverty,
inequality of rights, oppression of women, refugees, and human trafficking. In this
situation, we must be good neighbors to the suffering and the weak like the good
Samaritan in the parable of Jesus. To do this, we must imitate God's love and go out of
ourselves to respond to others’ hope for a better life because we too are poor creatures
who receive God's mercy. The pope advocates the establishment of a global fund to
eradicate hunger by using the wealth “spent on weapons and other military
expenditures.” (262). If this fund is established, we should not spare any effort to
cooperate.
As Christians, let us promote world peace, justice and love to protect all life. For
this purpose, let us “declare the adoption of a culture of dialogue as the path; mutual
cooperation as the code of conduct; reciprocal understanding as the method and
standard.” (285) in the name of God and human fraternal love.
16
17
18
19
20

Pope Francis, Meeting with Young People at the Tokyo Cathedral, November 25, 2019.
Pope Francis, Sermon “Protect All Life” at Tokyo Dome, November 25, 2019.
Pope Francis, Meeting with Young People.
Pope Francis, Sermon “Protect All Life.”
Pope Francis, encyclical Fratelli Tutti, October 3, 2020.
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I pray that the Pope's visit to Japan will continue to bear much fruit in the future.
November 23, 2020
Mitsuaki Takami, President
Catholic Bishops’ Conference of Japan
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