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定例司教総会
■2021 年度定例司教総会
日

時

2021 年 2 月 15 日（月）14：00－18 日（木）11：45

場

所

ウェブ会議

出席者

会

員

16 人

オブザーバー

6人

司教総会事務担当スタッフ

7人
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報

告
1.

被爆地広島と長崎のカトリック司教による共同声明について
2021 年 1 月 22 日付で、広島教区の白浜 満司教との共同声明「核兵器禁止条約の発効にあたって」
を発表したことが長崎教区の髙見三明大司教から報告された。

2. 「日本二十六聖人殉教者」のロゴマークについて
「日本二十六聖人殉教者」のロゴマークを作成したことが長崎教区の髙見三明大司教から報告された。
このマークは、2012 年 4 月に関係 5 教区（京都、大阪、広島、福岡、長崎）が「二十六聖人長崎へ
の道」のロゴマークとして作成したものを、2021 年 1 月に「日本二十六聖人殉教」独自のロゴマーク
として転用したもので、二十六聖人殉教記念日の幟に使用する。
3.

アジア司教協議会連盟（FABC）聖職者局のウェブ会議について
ヨゼフ・アベイヤ司教から、2020 年 11 月 24 日に参加した FABC 聖職者局のウェブ会議についての報
告が行われた。FABC 聖職者局の 16 年間のあゆみの報告、各国の課題が主な内容であり、司祭の霊性
を深めていく必要性とそのための司教の役割の重要性を感じた会議であったとの感想が述べられた。

4. 「日本の教会における司祭生涯養成プログラム」について
2022 年 1 月から始動する「日本の教会の司祭養成プログラム」について、各教区から出された諸意
見の報告を行うとともに、叙階年数 15 年－20 年の司祭を対象としたプログラム案を紹介した。
5. 「国際人類きょうだい愛の日」（仮称）について
駐日教皇庁大使館ヴェチェスラヴ・トゥミル臨時代理大使から、2 月 4 日の「国際人類きょうだい愛
の日」（仮称）にあたって、「人類友愛のための高等委員会」事務総長からの呼びかけに日本のカト
リック教会としてどのような働きかけができるかを検討してほしいとの依頼が届いたことを受け、
中央協議会ウェブサイトに詳細を掲載し、周知を図ることが報告された。
6.

第 52 回国際聖体大会への日本巡礼団の派遣取りやめについて
2021 年 9 月 5 日－12 日に開催予定の第 52 回国際聖体大会の巡礼者募集時期にあたり、新型コロナ
ウイルス感染症（COVID-19）パンデミック終息の目処が立たないことから、日本からの巡礼団の派
遣を取りやめることになった報告が、司教協議会としての代表参加者の白浜 満司教から報告された。
オンラインで行事への部分的な参加が可能であれば、それを検討して情報提供をおこない、大会期
間中に広島教区での聖体礼拝と小規模なミサを予定する。

7.

2021 年度「校長・理事長・総長管区長の集い」について
学校教育委員会が毎年春に全国のカトリック学校責任者を対象に開催する「校長・理事長・総長管
区長の集い」を今年は新型コロナウイルス感染拡大防止のために、オンラインで 4 月 30 日(金)に開
催することが、学校教育委員会委員長の前田万葉枢機卿から報告された。テーマは、
「ポストコロナ
におけるカトリック校の挑戦」。若松英輔さんに講師を依頼している。

審

議
1.

日本のカトリック教会が環境問題に取り組むための提案について
日本のカトリック教会がどのように環境問題に取り組むかについては、
「エコロジー問題に取り組む
ための検討会」からの提案と本司教総会での諸意見をもとに、司教協議会としての方針を策定する
チーム（仮称「ラウダート・シ」チーム）を発足して検討を行う。
チームメンバーとして、髙見三明大司教、ヨゼフ・アベイヤ司教、山野内倫昭司教、成井大介司教を選任
した。

2.

浜口末男司教の逝去にともなう社会司教委員会委員長任命と常任司教委員会委員選出について
故浜口末男司教の司教協議会としての役職の後任として、社会司教委員会から互選された勝谷太治
司教を社会司教委員会の委員長として任命した。また、常任司教委員会の１人の欠員委員について
は、司教協議会会長が推薦したヨゼフ・アベイヤ司教を選出した。

3.

広報担当司教の任命について
日本カトリック司教協議会としての広報部門を担い、カトリック中央協議会の広報の充実を図る広
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報担当司教に酒井俊弘司教を任命した。
4.

朗読奉仕者と祭壇奉仕者の奉仕職に女性を加えることに関する「教会法｣第 230 条第 1 項の改定について
教皇フランシスコ自発教令の形式による使徒的書簡「スピリトゥス･ドミニ」（Spiritus Domini）に
よる、朗読奉仕者と祭壇奉仕者の奉仕職に女性を加えることに関する「教会法｣第 230 条第 1 項の改
定について、提案された本文と日本における教会法施行細則の該当改定箇所の邦訳を承認した。

5. 「世界青年の日」の祈願日の移動について
2020 年まで「受難の主日」に祝われてきた「世界青年の日」を、2021 年から「王であるキリスト」
の祭日に祝うことを教皇フランシスコが発表したことを受け、日本の教会としても 2021 年から「世
界青年の日」を「王であるキリスト」の祭日に移動することを承認した。
6. 「聖ヨセフの連願」と「聖ヨセフへの祈り」について
本司教総会での諸意見を加味して修正した「聖ヨセフの連願」と「聖ヨセフへの祈り」を日本カト
リック司教協議会の公式な祈りとして 2021 年 2 月 16 日付で承認した。
7. 「災害被災者のための祈り」制定について
現行の災害被災者のための祈りに加え、今後想定されるあらゆる災害時に祈る事ができるよう提案
された「災害被災者のための祈り」については、本司教総会での諸意見を加味して修正を加え、2021 年
2 月 16 日付で日本カトリック司教協議会の公式な祈りとすることを承認した。
8.

東日本大震災復興 10 年にあたっての司教団メッセージについて
本司教総会に提出された、東日本大震災復興 10 年にあたっての司教団メッセージ（案）については、
本司教総会での諸意見を加味して修正を加え、「連帯のきずなを希望の光に～東日本大震災復興 10 年
を迎えて～」として、2021 年 3 月 11 日に発表する。

9. 「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
本司教総会での諸意見を加味して修正を加えた「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」を 2021 年 2 月 17 日付で承認した。
10.

2020 年度(宗)カトリック中央協議会収支決算書案承認について

2020 年度（宗）カトリック中央協議会収支決算書(案)を 2020 年度（宗）カトリック中央協議会収支
決算書として承認した。
11.

カトリック中央協議会事務局長選任について

2021 年 3 月末日をもって、現事務局長の大水文隆師（長崎教区）が退職することを受け、2021 年 4 月
1 日からのカトリック中央協議会事務局長として、現事務局次長森山信三師（福岡教区）を選任した。
なお、現行の事務局次長 2 人体制は、2021 年 4 月 1 日から 1 人体制に戻す。

常任司教委員会
■2 月定例常任司教委員会
日

時

2021 年 2 月 4 日（木）10：00－14：30

場

所

ウェブ会議

出席者

報

委

員

7人

事務局

7人

告
1.

教皇使徒的勧告『愛のよろこび』を深める年について
教皇フランシスコは 2020 年 12 月 27 日の「お告げの祈り」の中で、使徒的勧告『愛のよろこび』発
布 5 周年を迎える 2021 年 3 月 19 日－2022 年 6 月までを『愛のよろこび』について考える年とする
ことを発表した。
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2.

ワールドユースデー（WYD）パナマ大会振り返りのウェブ会議参加について
2020 年 11 月 18 日－21 日に、教皇庁信徒・家庭・いのちの部署内のユースオフィス主催で行われた
ワールドユースデーパナマ大会の振り返りを目的としたウェブ会議に、日本から横浜教区の土屋実
穂さん、名古屋教区の新井英介さんが参加し、報告書が提出され、その内容が紹介された。

3. 「司祭養成基本綱要」の用語確定について
白浜 満司教が作業を進めている教皇庁聖職者省『司祭召命の賜物』（司祭養成基本綱要）の用語の
確定について、東京と福岡の神学院養成担当者の意見も加味して用語の一覧表を作成した報告が届
いた。白浜司教としては、用語一覧に基づく用語確定を希望しているため、用語検 討特別委員会に
審議を依頼した。
4.

東日本大震災被災地復興支援者（海外）への礼状作成について
東日本大震災 10 年にあたっての司教団メッセージを発表する際、諸外国からの援助と祈りに対して
の礼状を送付するため、礼状案の検討を行い、英文を整え準備を進める。

審

議
1.

2021 年度定例司教総会内容確定について
2 月 15 日－19 日に開催予定の定例司教総会で取り扱う事項を確定した（詳細は定例司教総会報告参照）
。

2. 「教会法」第 230 条第 1 項の改定にあたっての邦訳について
2021 年 1 月 10 日に教皇フランシスコ自発教令の形式による使徒的書簡「スピリトゥス･ドミニ」
（ Spiritus Domini ）が発表され、朗読奉仕者と祭壇奉仕者の奉仕職に女性を加えることに関する「教
会法｣条文の改定が必要となったことを受け、本常任司教委員会に提出された「教会法｣第 230 条第 1 項
と関連箇所の改定邦訳案を常任司教委員会として承認し、2021 年度定例司教総会で確定する。
3.

第 52 回国際聖体大会への日本巡礼団の派遣取りやめについて
2021 年 9 月 5 日－12 日にハンガリーのブダペストで開催予定の第 52 回国際聖体大会の参加募集時
期となったが、COVID-19 が終息しない状況であるため、日本巡礼団の派遣を中止することとし、そ
の旨 2021 年度定例司教総会で報告を行う。

4.

アジア司教協議会連盟（FABC）総会準備文書への意見提出について

本常任司教委員会に提出された FABC 総会準備文書への意見を 日本カトリック司教協議会の回答と
して FABC 事務局に送付する。
5. 「国際人類きょうだい愛の日」（仮称）にあたっての日本の教会としての働きかけについて
2019 年に教皇フランシスコとアル＝アズハルのグランドイーマム、アフマド・アル・タイーブ師に
より「世界平和のための人類のきょうだい愛に関する共同宣言書」がアブダビで署名された日にあ
たる 2 月 4 日を国連が「国際人類きょうだい愛の日」
（仮称）と定めたことを受け、まず、中央協議
会のウェブサイトにこの情報を掲載し、教会内外への周知を図る。
6. 「ヨセフ年」にあたっての司教協議会会長談話について
使徒的書簡『パトリス・コルデ』（Patris Corde）の発表により、2020 年 12 月 8 日から 2021 年 12 月
8 日を「ヨセフ年」とすることが通知されたことを受け、本常任司教委員会での諸意見に基づき「ヨ
セフ年」にあたっての司教協議会会長談話を整え、3 月の常任司教委員会で再度確認する。
7. 「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
本常任司教委員会で一部修正を加えた「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 2021 年 2 月の定例司教総会に諮ることを承認した。
8.

2020 年度（宗）カトリック中央協議会収支決算書案について
財務委員会から提出された 2020 年度カトリック中央協議会収支決算書案を、2021 年度定例司教総会
へ常任司教委員会から提出する正式な収支決算書案とすることを承認した。
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社会司教委員会
■第 41 回事務局会議
日

時

2021 年 2 月 3 日（水）16：00－18：00

場

所

ウェブ会議

出席者

報

4人

告
1.

2021 年度「出前研修」進捗状況について

2.

バチカン『ラウダート・シ』オペレーションプランの翻訳事業について

3.

2021 年度事務局体制について

審

議
次回社会司教委員会定例会議での報告事項と審議事項の確認を行った。

■第 106 回社会司教委員会
日

時

2021 年 2 月 17 日（水）13：00－18：00

場

所

ウェブ会議

出席者
陪

席

報

告
1.

10 人
2人

社会司教委員会委員長任命について

2021 年臨時司教総会において、勝谷太治司教が社会司教委員会委員長に任命された。
2. 「出前研修」の準備状況について
各教区長、教区事務局長に「出前研修」メニューと申込書を勝谷太治委員長名で送付する。
3. “On the Path to Caring for the Common Home: Five Years after Laudato Si”（2020 年 6 月に
バチカンから発行された『ラウダート・シ』オペレーションプラン）の翻訳事業は社会司教委員会
の責任において監修を行う。
4.

社会司教委員会事務局のメールアドレスについて
social-episcopal@cbcj.catholic.jp を新しい事務局のアドレスとした。

審

議
1.

エコロジー問題について
エコロジー問題、環境問題への取り組みはキリスト者としての生き方の問題である。モチベーショ
ンとなるものを示すことが司教協議会の役割である。社会司教委員会としてはその一端を担うこと
になる。

2. 「ハンセン病問題冊子」について
編集責任は社会司教委員会とすることを確認した。次回 5 月 12 日の社会司教委員会の第 2 部におい
て最終確認を行う。また、7 月 15 日－16 日に予定している「司教のための社会問題研修会」の学習
資料として活用することを確認した。
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学校教育委員会
■第 176 回学校教育委員会
日

時

2021 年 1 月 29 日（金）10：00－11：45

場

所

ウェブ会議

出席者

13 人

欠席者

2人

報

告
1.

第 5 回カトリック学校教職員研修長崎・五島巡礼について
今年度開催予定の第 5 回カトリック学校教員研修長崎・五島巡礼について、新型コロナウイルス感
染症（COVID-19）の感染状況を踏まえた準備状況が報告された。

2. 「カトリック教育サポート委員会」について
カトリック・イエズス会センター（東京・千代田区）の養成部門に新たに設置された「カトリック
教育サポート委員会」について報告された。
3.

学校連合会
2021 年度からの新しい連盟組織と、COVID-19 の感染状況に配慮して開催されたウェブ講演会につい
て報告された。

審

議
第 33 回「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、ウェブ形式で開催することとなった 2021 年度「集い」について、テーマ、
講師、プログラムを検討した。

諸宗教部門
■2021 年度第 1 回会議
日

時

2021 年 1 月 28 日（木）13：30－15：00

場

所

ウェブ会議

出席者

10 人

欠席者

1人

報

告
1.

前回会議の主な事項を以下のとおり確認した。

(1)『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。
(2)「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。
(3) “Serving a Wounded World in Interreligious Solidarity”邦訳の確定について
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
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会（NCC）へ送り、NCC の意見を求めることを確定した。
審

議
1.

諸宗教部門の目的、方針について

「活動目的および方針（案）」を確認し、意見交換をした後、
「活動方針」についての変更点を合意した。
2.

2021 年度の活動計画について

(1)定期会議は年に４回実施する。会議形態はコロナ感染の状況をみながら、8 月および 10 月はハイ
ブリッド会議（オンラインと少人数参加の併合型）の可能性を試みる。
(2)シンポジウムを開催する。
(3)委員を対象とした勉強会を開催する。
3.

マイケル・ルイス・フィッツジェラルド枢機卿来日について
教皇庁諸宗教対話評議会（PCDI）からの公式訪問ではないことを考慮した上で、関係者と連携しな
がら、諸宗教部門委員との会合の機会をつくる方向で内容を詰めていく。

4.

『諸宗教の連帯による傷ついた世界への奉仕』日本語コメントの収集方法について
開催予定のシンポジウムと連携し、収集していくことを確認した。

次回予定

2021 年 5 月 7 日 （金）1 3 : 3 0－1 5 : 3 0

次々回予定

2021 年 8 月 25 日（水）13：30－15：30 日本カトリック会館（ハイブリッド会議予定）

ウェブ会議

難民移住移動者委員会
■第 16 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

2021 年 1 月 28 日（木）10：00－14：00

場

所

ウェブ会議

出席者

13 人

欠席者

2人

報

告
1.

前回の議事録を確認した。

2.

国際タリタクムの活動報告があり、タリタクムアジアのメンバー国が毎月持ち回りで開催している
ウェビナーについて報告があった。これまでに開催されたウェビナーで、日本でも共有されるべき
テーマのものは、日本語に翻訳してホームページで公開することを確認した。

3.

日本企画のウェビナーは 4 月 17 日、「移民と労働搾取に関する啓発」のテーマで開催する。

4.

2 月 8 日の「世界人身取引に反対する祈りと啓発の日」に開催される「オンライン・マラソン」の
準備状況が共有された。

5.

国際タリタクムのコーディネーター交代の時期にあたり、アビー・アベリノ修道女がタリタクム
アジアのコーディネーターに就任したことが報告された。

審

議
1.

ベトナム人技能実習生ホットラインでの相談状況とその後について報告があり、相談後も継続して
フォローが必要なケースについて、タリタクム献金から必要な経費を支援することが確認された。

2.

4 月 17 日に開催されるオンラインセミナーについて審議し、広報や当日の役割を確認するととも
に、ジャーナリストで技能実習生権利ネットワーク事務局の巣内尚子さんに講演を依頼することを決
定した。
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3.

出席者より人身取引に関するケースの報告があり、支援方法や内容について意見を交換した。

4.

2021 年度の活動について意見を交換し、特に、ベトナム人修道者の養成プログラムのニーズが高い
という認識を共有した。

■第 2 回全国担当者・ネットワーク情報交換会
日

時

2021 年 2 月 4 日（木）14：00－15：00

場

所

ウェブ会議

出席者

13 人

今年度より毎月の事務局会議前に、担当者・実務者ネットワークのオンライン情報交換会を自由参
加で開催することになった。第 2 回は、各教区、司牧の現場からの報告とわかちあいのほか、アドボ
カシー・啓発プロジェクトから、入管法改定の進捗と今後の委員会の取り組み予定（オンラインセミ
ナーや署名活動など）について共有された。
わかちあいでは、技能実習生からの妊娠の相談が昨年と比べても急増していること、安心して相談
できる環境や人、シェルターの必要性について、また、より多くのベトナム語のミサが求められてお
り、オンラインで対応していることもあるが秘跡など対面でしかできないこともある、などの課題が
出された。大阪教区社会活動センター、シナピスの取り組みとして「宗教と平和」をテーマに開催し
た難民当事者の座談会から、「支援」「支援者」という視点や立場を超えて、目の前の人の奥深さを知っ
た気づきもわかちあわれた。

■第 2 回事務局会議
日

時

2021 年 2 月 4 日（木）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.

人身取引問題に取り組む部会（タリタクム日本）報告

3.

ベトナム人技能実習生ホットラインの報告

4.

2021 年社会司教委員会「出前研修」の委員会メニュー

5.

緊急活動支援資金報告書の報告内容について

6.

2020 年度収支実績について

審

議
1.

定例委員会の議題を確認した。

2.

入管法改定問題に対するキャンペーンに向けて、オンラインのサンプルセミナー、学習会テキスト、
署名活動について進捗報告と意見交換を行った。

■2021 年度第 1 回定例委員会
日

時

2021 年 2 月 5 日（金）9：30－12：00

場

所

ウェブ会議

出席者

15 人

欠席者

2人
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報

告
1.

前回議事録を確認した。

2.

人身取引問題に取り組む部会（タリタクム日本）報告
・2 月 8 日の「聖バキータの記念日」に国際タリタクムが祈りのリレーを開催する。18 時から翌日
の朝 1 時まで、各国タリタクムの紹介とそれぞれの祈りを作っている。日本は 18 時－20 時の間、
アジアのタリタクムの祈りの間に参加する。夜 21 時ごろには教皇フランシスコからのメッセージ
がある予定。当日のみの YouTube 配信で、日本は諸宗教の祈りを紹介する。
・タリタクムアジアでは、各国タリタクムの持ち回りで毎月オンラインセミナーを開催しており、4 月は
17 日に日本が担当して開催することが報告された。

3.

ベトナム人技能実習生ホットライン報告
外国人技能実習生権利ネットワークとの共催で、6 月から開催してきた。1 月 16 日(土)が 6 回目で、
55 件の事前相談、当日相談があった。すでに在留資格を変更したが仕事が見つからないなどの相談
のほか、建設現場の暴力やハラスメント、妊娠出産の相談など、深刻な相談が多く、継続して解決
に向けて支援している。次回は 2 月 27 日(土)に開催する。

4.

2021 年度社会司教委員会「出前研修」メニューを確認した。他委員会デスク含めて、今年は 23
のメニューを提供する。社会司教委員会承認後に、各教区に送られることが共有された。

5.

緊急活動支援資金報告として、昨年実施した緊急活動について準備中の報告書について報告があった。

6.

2021 年度決算報告に向けて、昨年度の収支実績、献金・募金額の推移について報告があった。昨
年の「世界難民移住移動者の日」の特別献金については、全額教区で使うことが司教会議で決定さ
れている。

7.

外国人住民基本法を求める全国キリスト教連絡協議会（外キ協）報告
外キ協全国協議会・全国集会は、東京開催を含めて各地外キ連の持ち回りで開催されてきたが、1 月
28 日(木)－29 日(金)に開催された今年の全国協議会・全国集会は、初めてのオンライン開催となっ
た。例年と異なり陪席の参加も呼びかけ、初めての参加者も含めて感想をわかちあった。

8.
審

各地からの報告を共有した。
議

入管法改定問題に関する取り組みに向けて、山岸委員から現在の情勢について説明があり、オンライ
ンセミナー、学習会テキスト、署名集めについて意見交換を行った。

カリタスジャパン
■第 1 回カリタスジャパン教区担当者会議
日

時

2021 年 1 月 28 日（木）10：00－12：00

場

所

ウェブ会議

出席者

報

19 人

告
札幌教区の教区担当者解任について

審

議
1.

2021 年度「四旬節キャンペーン」について
各教区の状況が異なるため、引き続き各教区で取り組みの詳細を検討する。

2.

緊急事態宣言下の各教区の対応状況の共有。
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3.

2021 年対面での全国教区担当者会議について

日程は、10 月 12 日－14 日で確定する。議題については教区担当者実行委員会にて引き続き検討する。
4.

今後の会議予定の確認
10 月に対面での会議を行う前に、5 月に 2 時間程度、再度ウェブ会議を開催する。議題や細かい準
備は、教区担当者実行委員会にて検討する。

■第 1 回啓発部会会議
日

時

2021 年 2 月 2 日（火）13：30－15：30

場

所

ウェブ会議

出席者

審

12 人

議
1.

部会からの参加メンバーについて
カリタスジャパンの 2 つのワーキンググループ（「援助方針見直し」と「ラウダート・シ」）への啓
発部会委員からの参加者の選出を行った。

2.

第 4 回新型コロナウイルス感染症対策支援報告会
第 4 回支援報告会の開催テーマを「コロナ禍と子ども」とする。報告団体、コーディネーターの候
補者を検討した。

3.

2021 年度の事業計画の具体化について
啓発部会オペレーショナルプランに基づき、本年度事業計画を次のとおり確認した。
(1)「当事者の声を聴く」のプランについては、新型コロナウイルス感染症対策支援報告会を継続
して実施するのと同時に、報告団体以外からの現場の声を拾いあげていく方法を検討する。
(2)「国際カリタスグローバルキャンペーン」のプランついては、国際カリタスより 6 月にキャンペー
ン資料が用意され、12 月の国際カリタス 70 周年記念を契機に開始となることが報告された。
(3)「若者との連携強化」のプランについては、2021 年度 JYD（Japan Youth Day）イベントを中心に進
める。

■第 1 回援助部会会議
日

時

場

所

出席者

報

2021 年 2 月 9 日（火）10：00－12：00
ウェブ会議
5人

告
1.

東日本大震災支援活動終了時評価の進捗について

2.

海外援助方針と「ラウダート・シ」ワーキンググループの発足について

3.

ミャンマー政変に伴う送金手続きの一時停止について

審

議
1.

援助審査
海外案件 3 件、国内災害案件 4 件（コロナ関連 1 件、東日本大震災支援 3 件）を審査し、以下のと
おり海外 3 件、国内災害４件を承認とした。
(1)カリタスインド

繰越金を活用して 2021 年 12 月末日まで事業継続を承認する

(2)カリタスバングラデシュ

チッタゴン丘陵教育事業

(3)カリタスキルギス

組織強化支援

10,000 ユーロ、 天文学コース支援
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50,000 ドル
10,750 ユーロ

(4)東京大司教区カトリック大森教会

フードパントリー事業

2,000,000 円

(5)カリタス釜石

東日本大震災復興支援

3,266,471 円

(6)カリタス大船渡

東日本大震災復興支援

3,697,017 円

(7)カリタス南三陸

東日本大震災復興支援

54,183 円

2.

東日本大震災各ベースでの繰越金の使途について

3 月末の繰越金については、4 月以降の資金として援助申請を上げてもらうことで決定。
3.

2022 年以降のカリタスジャパン組織体制の在り方について
部会の編成見直し、広報の充実などを視野に入れて合同会議に提案することで決定。

次回日程

2021 年 4 月 7 日（水）10：00－12：00（予定）

ウェブ会議

■第 1 回カリタスジャパン委員会部会合同会議
日

時

2021 年 2 月 9 日（火）13：00－15：30

場

所

ウェブ会議

出席者

報

16 人

告
1.

事務局報告
(1)第 3 回新型コロナウイルス感染症対策支援報告会について
2020 年 12 月 19 日(土)14：00－15：30、テーマを「コロナ禍と女性」としてオンラインで実施し
た。参加者は 41 人。
(2)『We are Caritas21 号』について
四旬節第 1 主日（2 月 21 日）に間に合うように小教区へ発送を手配した。内容としては、「四旬節
キャンペーン」小冊子で紹介した支援活動や視察写真の説明となっている。
(3)2021 年「四旬節キャンペーン」について
「四旬節キャンペーン」資料については、灰の水曜日までに全小教区に届くように手配した。
(4)2021 年カリタスアジア総会について
1 月 29 日(金)16：00－18：45（日本時間）にカリタスアジア総会がオンラインで実施された。

2.

援助部会報告
(1)援助審査報告、援助実績報告
(2)援助方針見直しワーキンググループの進捗報告。

3.

啓発部会報告
詳細は、会報「第 1 回啓発部会会議」を参照のこと。

審

議
1.

2020 年度決算承認
2020 年度決算報告が承認された。

2.

東日本大震災救援募金の受付終了について
本募金については、3 月 31 日をもって、受付を終了することが承認された。なお、その後も災害支
援のための募金は受け付ける旨、周知することとする。

3.

2022 年以降のカリタスジャパン組織体制の在り方について
組織体制の在り方について意見交換を行った。継続審議となった。

次回日程

2021 年 4 月 13 日（火）

13：00－15：30
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ウェブ会議

正義と平和協議会
■事務局会議
日

時

2021 年 1 月 21 日（木）13：00－16：30

場

所

ウェブ会議

出席者

報

7人

告
1.

50 周年記念誌の進捗状況

2.

正義と平和ワンポイントメッセージ

第2回

「日本軍性奴隷／日本軍『慰安婦』問題について」

2021 年 1 月 29 日

渡辺美奈さん
3.

女たちの戦争と平和資料館（wam）事務局長

部会の報告

・改憲対策部会

ウェブ講演会を 4 月に検討中。

・死刑廃止を求める部会
・平和のための脱核部会

2 月 28 日に映画上映会を予定。講演会は延期。
「いのちの光 3.15 フクシマ」集会（仙台教区本寺小路教会）

放射能処理水の海洋放出計画について、韓国でも反対の声が上がっている。
韓国カトリック司教協議会と共同で声明を出す計画があり、調整を行っている。
4.

第７回 9 条世界宗教者会議「憲法 9 条とアジアの平和～沖縄からの祈り～」
昨年から延期になっている上記会議は、今年は 3 月 2 日、3 日にウェブ会議で実施する。世界より約 70 人
が参加する。

基調講演「平和憲法 9 条と沖縄」講師

小林 武（沖縄大学客員教授）

沖縄在住者の現状報告、韓国、ドイツの参加者からの発題を経て、声明文を作成する。
審

議
1.

次回全国会議（2021 年 3 月 19 日－20 日）について会議案内を検討した。定例委員会を経て、参加
対象者に送付する。

2.

定例委員会（1 月 28 日）の議案を検討し、確定した。

3.

核兵器禁止条約発効（1 月 22 日）にあたり、日本友和会より呼びかけのあったアクション（教会
の鐘を鳴らす）を告知すること、正義と平和協議会も各自で行動を共にする連帯行動を提案する。

4.

感染症法の改正案について。
政府は新型コロナ対策の一環として感染症法の改正案を今国会に提出、2 月上旬の改正法成立を目指
している。改正案では、感染者の入院や調査に従わなかった場合、懲役を含む罰則が課されること
が盛り込まれており、身体の自己決定権の侵害となり、ライ予防法の 再現になるのではとの懸念も
ある。この件に関して、懸念の声明を出すことを検討した。28 日の定例委員会までに文案を作成する。

■定例委員会
日

時

2021 年 1 月 28 日（木）13：00－17：00

場

所

ウェブ会議

出席者

報

14 人

告
1.

正義と平和ワンポイントメッセージ

2.

50周年記念誌の進捗状況

新シリーズの開始報告
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3.

正義と平和全国集会大阪大会

4.

部会の報告

2021年11月22日(月)－23日(火)、テーマ「すべてのいのちを守る」

平和のための脱核部会で検討中の福島放射能処理水海洋放出計画に反対する日韓共同声明について、
進捗状況報告を行った。声明は 2 月 9 日に発表予定。
審

議
1.

全国会議の会議案内について

意見交換を行い作成する。広報、参加の呼びかけを各委員が行う。当日の役割、セッションの進行
について討議した。
2.

感染症法改正への声明文について

検討事項をまとめて 1 月 29 日に声明文「感染症法等の改正案への懸念」を菅 儀偉内閣総理大臣に
送付する。
3.

今後の活動について

平和をつくり出す宗教者ネットが進めている沖縄辺野古新基地建設工事に沖縄戦での戦没者の遺骨
が混じっている土砂が使用されることに反対する行動に協力していきたい。

部落差別人権委員会
■第 4 回事務局会議
日

時

2020 年 9 月 25 日（金）14：00－17：00

場

所

日本カトリック会館

出席者

報

会議室 4（対面とウェブを組み合わせた会議）

10 人

告
1.

2020 年度第 3 回事務局会議（6 月 26 日）

2.

第 102 回社会司教委員会（7 月 14 日）、第 103 回社会司教委員会拡大合同会議（9 月 2 日）

審

議
1.

全国会議は、10 月 23 日にウェブ会議と対面を組み合わせて参加者のわかちあい中心に開催する。

2. 「ハンセン病謝罪声明」発表後の対応について
1）12 月 11 日-12 日に予定していた「司教のための社会問題研修会」は延期された。
2）本日の審議結果を反映した「ハンセン病問題冊子」第 1 案を社会司教委員会へ提出する。
3.

2021 年度事業計画
学習会は状況を踏まえて形式を見直す。定例の会議もウェブ開催を前提に見直す。

4.

2021－2023 年度予算案
事業計画の見直しを踏まえた予算案を次回の定例委員会に提出する。

■第 3 回定例委員会
日

時

2020 年 10 月 15 日（木）14：00－17：20

場

所

ウェブ会議

出席者

15 人
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報

告
1.

2020 年度第 2 回定例委員会（6 月 8 日）

2.

第 102 回社会司教委員会（7 月 14 日）、第 103 回社会司教委員会拡大合同会議（9 月 2 日）

3.

大阪教会管区部落差別人権活動センター、各教区の取り組みが報告された。

審

議
1.

2021－2023 年度事業計画（案）、2021－2023 年度予算（案）

1）事業計画（案）
具体的な計画は事務局会議で検討し次回提案する。
2）予算（案）
一部修正の上で承認され、提出した。
2.

全国会議
少人数でのわかちあい、コロナ禍で差別を体験した人の話を聴く時間などの変更を加え、10 月 23 日
に行う。

3.

「ハンセン病問題冊子」「謝罪声明」発表後の対応

1）「司教のための社会問題研修会」は、来年以降に延期された。
2）社会司教委員会事務局会議での確認後、
「ハンセン病問題冊子」第 1 案の監修を監修者に依頼する。

■第 5 回事務局会議
日

時

2020 年 11 月 17 日（火）14：00－17：20

場

所

ウェブ会議

出席者

報

6人

告
1.

2020 年度第 4 回事務局会議（9 月 25 日）

2.

2020 年度第 3 回定例委員会（10 月 15 日）

3.

全国会議（10 月 23 日）
ウェブ会議で多くの教区担当者が出席し、初参加も複数あり、予想以上に成果があった。
一方、教区・各地の報告時間がとれず課題も多く出された。

4.

2021 年度予算（案）

2020 年度比、2021 年度は 8 割、2022 年度・2023 年度は 9 割程度の額で提出した。
審

議
1. 「ハンセン病問題冊子」
監修者のコメントへの対応を冊子チームで検討する。並行して社会司教委員会との打合せを提案する。
2.

2021 年度事業計画

・定例委員会、事務局会議は年 1 回程度、対面で行うことを検討する。
・ハンセン病療養所における学習会など、状況を踏まえて実現可能な方法を検討する。

■第 4 回定例委員会
日

時

2020 年 12 月 1 日（火）14：00－17：30

場

所

ウェブ会議

出席者

12 人
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報

告
1.

2020 年度第 3 回定例委員会（10 月 15 日）

2.

社会司教委員会第 39 回事務局会議（11 月 5 日）

3.

全国会議（10 月 23 日）
出席者は 28 人。HIV 陽性者の講演、4 グループに分かれての分散会、全体会などを行った。

4.

2021 年度予算案（10 月 15 日提出済）

5.

その他、各教区における取り組みが報告された。

審

議
1.

2021 年度事業計画

「出前研修」は昨年とテーマ、講師など同じ内容で提出する。
委員のなかで講師・ファシリテーターなどを務められるように継続して検討する。
2. 「ハンセン病問題冊子」
第 1 案の修正案を社会司教委員会へ提出し、2・3 にポイントを絞って意見を聞く。

■第 6 回事務局会議
日

時

2020 年 12 月 21 日（月）14：00－17：10

場

所

ウェブ会議

出席者

報

8人

告
1.

2020 年度第 5 回事務局会議（11 月 17 日）

2.

2020 年度第 4 回定例委員会（12 月 1 日）

3.

第 104 回社会司教委員会（12 月 9 日）

審

議
1. 「ハンセン病問題冊子」
1）社会司教委員会の司教との合同編集チームで検討することが決まり、新たに加わる委員を推薦した。
2）今後、修正案についてのコメント・意見などは合同編集チームにおいて検討される。
2.

2021 年度事業計画

1）全国会議をオンラインと対面を組み合わせて 5 月と 6 月の金曜日・土曜日の 2 日間での開催を検討
する。
2) 年間テーマ、サブテーマ案を定例委員会に提案する。

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

2021 年 2 月 19 日（金）14：00－16：00

場

所

ウェブ会議

出席者

報

6人

告
1. 「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
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2. 「聖職者による性虐待被害者のための祈りと償いの日」について
デスクのウェブサイトに「祈りの動画」（事務局作成）を掲載する。
3.

教区担当者コアチームミーティングについて
2021 年 2 月 16 日(火)10：00－12：00 にコアチーム会議をウェブで行った。デスクへの提案、情報
共有の方法などの意見交換を行った。今後、デスクと教区担当者、教区担当者間、教区内での情報
共有と相互理解の促進に努めるため、交わりとわかちあいを進めていく。

審

議
年間事業計画の確認
(1)「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
中央協議会広報課に確認のうえ、デスクのウェブサイトにリンクを貼る。周知については、マニュ
アル作成に関連して行っていく。
(2) マニュアル作成について
「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」に沿ったマニュアルを作
成する。事務局が現マニュアル（2013 年発行）について照合し、改訂が必要な箇所などの精査を
行い常任司教委員会に提案する。
(3) 定例会議について
開催頻度、開催内容などを検討した。
(4) 全国教区担当者の集いについて
教区担当者コアチームが中心となって、検討していく方向性について定例会議で検討する。
(5) 本デスクの英文名称について
本デスクの英文名称を「Division for the Protection of the Rights of Children and Women」
に変更する。
(6) 事務局会議日程
3 月 17 日（水）14：00－16：00、4 月 21 日（水）14：00－16：00、5 月 19 日（水）14：00－16：00

HIV/AIDS デスク
■定例会議
日

時

2020 年 2 月 3 日（水）13：00－15：00

場

所

ウェブ会議

出席者

報

11 人

告
1.

2021 年度第 1 回（1 月 20 日）事務局会議

2.

2020 年度第 6 回（通算第 104 回）定例会議（12 月 16 日）

3.

世界 AIDS・DAY 礼拝振り返り

4.

2021 年度「出前研修」

5.

2020 年度「出前研修」11 月 30 日、大名町教会（福岡教区）

審

議
1.

小学生（低学年）向けパンフレットの作成

2.

ニュースレター発行

3.

今年度の活動
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4.

HIV/AIDS デスク内規（案）

次回日程

2021 年 3 月 24 日（水)

13：00－15：00

中央協議会事務局
■総務
4 月会議予定
8 日(木)
13 日(火)

常任司教委員会

日本カトリック会館

カリタスジャパン委員会部会合同会議

<会報 2021 年 4 月号

〃

公文書>

連帯のきずなを希望の光に
連帯のきずなを希望の光に
～東日本大震災復興 10 年を迎えて～
兄弟姉妹の皆様
未曾有の大災害が、東北の太平洋沿岸部を中心に東日本を襲ってから 10 年となりました。この間、亡
くなられた方は２万人近くに及び、行方不明者は 2,500 人を超え、現在でも 4 万人以上の方が避難生活
を続けておられます。あらためて、亡くなられた方の永遠の安息を祈り、すべての被災者の皆様に心か
らお見舞い申し上げます。
1. ボランティアと募金者・支援者への感謝
想像を遙かに超える被害の中、国内は言うに及ばず、世界各地から多くの方が支援に駆けつけました。
東北各地の復興に寄り添い歩みをともにするボランティアの活動は、世界に広がる連帯のきずなを生み
出し、その後の各地で頻発する災害支援活動に繋がっています。
日本のカトリック教会も、災害発生直後の 2011 年 3 月 16 日に、仙台において復興支援のためのセン
ターを立ち上げ、東北一帯を管轄するカトリック仙台教区を中心にした活動を始めました。その後３月
の末には、全国 16 の教区が一丸となって力を結集し、10 年間にわたり復興支援活動を行うことを決議し
ました。この決議に基づき、これまで東北沿岸各地にのべ 8 カ所のボランティアベースを設置して、全
国からのボランティアを受け入れてきました。 １
この 10 年の間、教会内外、そして国内外から、ボランティアベースに駆けつけ、被災地の方々と歩み
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をともにする活動に参加してくださった多くのボランティアの皆様に、心から感謝申し上げます。ボラ
ンティアの皆様の存在なしに、復興支援活動はあり得ません。またカトリック教会のこの活動に理解を
いただき、ともに働く機会をくださった、各地の自治体や社会福祉協議会の皆様に感謝いたします。
またカトリック教会の人道支援団体であるカリタスジャパンは、世界各地のカリタス組織からの資金
援助を受け、さらには国内からの多くの方の募金をいただき、東北における復興支援活動を側面から支
えてきました。募金活動は、震災直後から数カ月、数年にわたり、善意の輪を広げつつ行われました。
この 10 年にわたる復興支援活動を支えてくださった、国内外の多くの支援者の皆様に、心から感謝申し
上げます。 ２
2. さらなる「新しい創造」へのあゆみ
カトリック教会は、災害の前から地元に根付いてきた存在として、一時的な救援活動に留まらず、東
北のそれぞれの地の皆様と将来にわたって歩みをともにする中で、いのちの希望を生み出すことを目指
してきました。被災地を管轄するカトリック仙台教区は、復興支援の先頭に立つとき、
「新しい創造」を
モットーとして掲げ、過去に戻るのではなく、希望を持って前進を続ける道を選びました。教会の活動
は、10 年という節目をもって終わってしまうわけではありません。 ３
2019 年 11 月に日本を訪れた教皇フランシスコは、東北の被災地の方々との集いにおいて、「日本だけ
でなく世界中の多くの人が、……祈りと物資や財政援助で、被災者を支えてくれました。そのような行
動は、時間がたてばなくなったり、最初の衝撃が薄れれば衰えていったりするものであってはなりませ
ん。むしろ、長く継続させなければなりません」 ４と指摘されました。
10 年が経過した今、すでにその活動を終了したボランティアベースもあれば、NPO 法人などに発展し
たボランティアベースもありますが、日本のカトリック教会はこれからも かかわりの形を変えながら、
それぞれの地にある教会を通じて、地域共同体のさらなる復興に微力ながら貢献させていただきたいと
思います。
教皇フランシスコは、次のようにも述べています。
「食料、衣服、安全な場所といった必需品がなければ、尊厳ある生活を送ることはできません。生活再
建を果たすには最低限必要なものがあり、そのために地域コミュニティの支援と援助を受ける必 要があ
るのです。一人で『復興』できる人はどこにもいません。だれも一人では再出発できません。町の復興
を助ける人だけでなく、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です。」 ５
日本のカトリック教会はこの言葉に導かれ、物質的な支援に留まらず、世界に広がる連帯のきずなの
中で、
「展望と希望を回復」するために、友人として、兄弟姉妹として、東北の皆さんとともに歩み続け
たいと思います。
3. 原発廃止とエコロジカルな回心
震災から８カ月後の 2011 年 11 月、司教団は福島での原子力発電所事故を受けて、
「いますぐ原発の廃
止を」というメッセージを公表しました。わたしたちはその中で、神の賜物であるいのちを守る信仰者
の立場から、原発の即時廃止を呼びかけ、同時に「何よりも神から求められる生き方、つまり『単純質
素な生活、祈りの精神、すべての人々に対する愛、とくに小さく貧しい人々への愛、従順、謙遜、離脱、
自己犠牲』などによって、福音の真正なあかしを立てる務め」の重要性を説き、社会のあり方の見直し
を提言しました。 ６
残念ながら、時間の経過とともに、現状はこの呼びかけとは異なる方向に進んでいると感じます。事
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故発生から 10 年にあたり、わたしたちはあらためて原発の即時廃止と、生活スタイルの見直しを呼びか
けます。
カトリック教会は、人間のいのちは、神からの賜物であると信じています。教皇フランシスコの訪日
テーマも「すべてのいのちを守るため」でした。わたしたちは、教皇が呼びかけるように、すべてのい
のちが例外なく守られ、その尊厳が保たれ、また一人として忘れ去られる人がいない社会の実現を目指
したいと思います。
今、コロナ禍にあって、世界は『すべてのいのちを守るため』に連帯しています。教皇フランシスコ
は対立と分断、差別と排除、孤立と孤独が深まる現代世界にあって、助けを必要としている人、孤立し、
いのちの危機に直面している人のもとへ出向いていこうと呼びかけます。
あの未曾有の災害に襲われたとき、わたしたちは、人間の知恵と知識の限界を感じました。自然の力
を前に、どれほどわたしたちが弱いものであるかを知りました。そのときわたしたちは、互い に助け合
うことの大切さ、いのちを守るために連帯することの大切さ、いたわりの心の大切さを、心に刻み込み
ました。大震災 10 年の今、世界はまさしくその大切さを思うことを必要としています。
東日本大震災から 10 年を迎えるにあたり、あらためて亡くなられた方の永遠の安息を祈り、被災され
た多くの方に神の祝福と守りがあるよう祈ります。互いの連帯の きずなのうちに、いのちを生きる希望
の光を見いだし、ともに手を取り合って歩んでまいりましょう。

2021 年 3 月 11 日
日本カトリック司教団

１

札幌カリタス宮古ベース、カリタス大槌ベース、カリタス釜石、カリタス大船渡ベース、カリタス米川ベース、
カリタス石巻ベース、カリタス南相馬、いわきサポートセンター「もみの木」。他に「障がい者自立センターかま
いし」（名古屋教区）などの拠点がある。

２

2020 年 12 月 15 日現在、カリタスジャパンの援助総額：2,434,749,157 円、国内のカリタスジャパンへの募金総
額：991,508,908 円、海外からの募金総額：1,868,856,927 円（内カリタス米国から 739,822,350 円）。

３
４

「仙台教区『新しい創造』基本計画」『カトリック仙台教区報』No.199、2011 年 5 月 15 日号参照。
教皇フランシスコ「東日本大震災被災者との集い」、『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』p.41。

５
６

同 p.42。
「司教団メッセージ『いますぐ原発の廃止を』についてのコメント」、2011 年 11 月 10 日 仙台において。
https://www.cbcj.catholic.jp/2011/11/10/3676/ （2020 年 12 月 21 日）。
日本カトリック司教団は 2016 年 11 月 11 日、
「地球という共通の家に暮らすすべての人へ

原子力発電の撤廃を

－福島原子力発電所事故から５年半後の日本カトリック教会からの提言－」
（ https://www.cbcj.catholic.jp/2016/11/11/8754/ ）を発表しました。そして、東日本大震災から 8 カ月後の 2011
年 11 月に司教団が発表した脱原発のメッセージを補完して、科学的、哲学的、神学的な裏づけをなす書籍、『今
こそ原発の廃止を──日本のカトリック教会の問いかけ』を 2016 年 10 月 4 日に発行しました。核エネルギー利
用の歴史をひもとき、原発事故当事国である日本の責任を問い、核技術に関する科学的な解説をなしたうえで、
2015 年 5 月 24 日に発表された教皇フランシスコの回勅『ラウダート・シ──ともに暮らす家を大切に』を参照
して、カトリックの教理と現代の環境思想を踏まえた核をめぐる倫理的な考察を展開しています。また同書の英
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訳を、2020 年 7 月 10 日、中央協議会ウェブサイトで公開しています
（ https://www.cbcj.catholic.jp/wp-content/uploads/2020/07/ABOLITIONofNUCLEAR_POWER_pdf_ver.pdf ）。
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A BOND OF SOLIDARITY BECOMES A BEACON OF HOPE
A BOND OF SOLIDARITY BECOMES A BEACON OF HOPE
Ten Years of Great East Japan Earthquake Reconstruction

March 11, 2021
Dear Brothers and Sisters,
It has been 10 years since an unprecedented catastrophe struck eastern Japan,
mainly along the Pacific coast of Tohoku. Nearly 20,000 people died, the fates of
more than 2,500 people remain unknown, and more than 40,000 people continue to
live as evacuees. We continue to pray for the eternal rest of the deceased and extend
our deepest sympathies to all the victims.
Thanks to volunteers, fundraisers and supporters
In the face of damage far greater than we could have imagined, many people not
only in Japan but from all over the world rushed to support us. The activities of
volunteers who have worked closely with the reconstruction efforts in various parts
of Tohoku have built bonds of solidarity that have spread throughout the world.
Those bonds have led to further relief activities in various parts of the country that
have experienced disasters since then.
On March 16, 2011, immediately after the disaster, the Catholic Church in Japan
established a center for reconstruction assistance in Sendai and began activities
centered on the Catholic Diocese of Sendai, which has responsibility for the Tohoku
region. At the end of March, the country’s 16 dioceses agreed to work together to
provide reconstruction assistance for 10 years. Based on this resolution, they
established eight volunteer bases in various parts of the Tohoku coast to accept
volunteers from all over the country. １
We want to express our heartfelt gratitude to the many volunteers who rushed to
the volunteer bases from inside and outside the Church and from Japan and abroad
and participated in activities together with the people in the disaster-stricken areas
over the past decade. There could have been no reconstruction support activities
without the presence of volunteers. We would also like to thank local governments
and social welfare councils for their understanding of this work of the Catholic
Church and for the opportunity to work together.
In addition, Caritas Japan, the humanitarian organization of the Catholic Church
in Japan, received financial support from Caritas organizations around the world, as
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well as donations from many people in Japan. Caritas Japan joined reconstruction
support activities in Tohoku. Fund-raising activities were carried out for months
and years after the earthquake, expanding the circle of goodwill. We express our
sincere gratitude to the many donors in Japan and overseas who have supported our
reconstruction activities over the past decade. ２
Moving Ahead as "A New Creation"
As a locally rooted presence even before the disaster, the Catholic Church has
aimed to create hope for life not only in temporary relief efforts, but also in the
future as it works together with the people of Tohoku. When the Catholic Diocese of
Sendai, which has responsibility for the disaster-stricken areas, took the lead in
reconstruction assistance with the motto "A New Creation," it chose to continue
moving forward with hope rather than returning to the past. Church activities will
not end at the 10-year milestone. ３
At a gathering with people from the disaster-stricken areas of Tohoku during his
visit to Japan in November 2019, Pope Francis said, "many people, not only from
Japan, but from all over the world, mobilized immediately after the disasters to
support the victims with an outpouring of prayers and material and financial aid.
We should not let this action be lost with the passage of time or disappear after the
initial shock; rather, we should continue and sustain it.” ４
Ten years have passed, and some volunteer bases have already completed their
activities. Others have developed into NPOs, etc. Through its local parishes the
Catholic Church in Japan will continue to change the shape of its relationships and
contribute to the further reconstruction of local communities.
Pope Francis also said, “Without basic resources such as food, clothing and shelter,
it is not possible to live a worthy life and have the bare minimum needed to succeed
in rebuilding. This, in turn, calls for experiencing the solidarity and support of a
community. No one ‘rebuilds’ by himself or herself; nobody can start over alone. We
have to find a friendly and fraternal hand, capable of helping to raise not just a city,
but also our horizon and our hope.” ５
Guided by these words, the Catholic Church in Japan is not limited to material
support but will continue to walk in the bonds of solidarity with the people of Tohoku
as friends, brothers and sisters, a solidarity that spreads around the world to "raise
… our horizon and our hope."
Abolition of nuclear power plants and ecological conversion
In November 2011, eight months after the earthquake and in response to the
nuclear power plant accident in Fukushima the bishops released a message "Abolish
Nuclear Power Plants Immediately." In it, we called for the immediate abolition of
nuclear power plants from the standpoint of believers who protect life, the gift of
God. At the same time, we stressed that “Christians have an obligation to bear
genuine witness to the Gospel especially through the ways of life expecte d by God:
- 22 -

‘simplicity of life, the spirit of prayer, charity towards all, especially towards the
lowly and the poor, obedience and humility, detachment and self-sacrifice.’” We
proposed a new look at the way society should be. ６
Unfortunately, we feel that over time the situation is moving in a different
direction from this call. Ten years after the accident, we renew our call for the
immediate abolition of nuclear power plants and a review of lifestyles.
The Catholic Church believes that human life is a gift from God. The theme of
Pope Francis' visit to Japan was "Protect All Life." Responding to the pope’s call, we
want to bring about a society in which all life is protected without exception, its
dignity is preserved, and no one is forgotten.
Now with the coronavirus pandemic the world is in solidarity to "Protect All Life."
Pope Francis calls on us to go to those in need of help, to those who are isolated and
facing the crises of life in this modern world of conflict and division, discrimination
and exclusion, isolation and loneliness.
When we were struck by that unprecedented disaster, we felt the limits of human
wisdom and knowledge. Before the power of nature, we understood how weak we are.
At that time, we engraved on our hearts the importance of helping each other, the
importance of solidarity to protect life, and the importance of a caring heart. Now, 10
years after the great earthquake and tsunami, the world surely needs to think about
that importance.
As we mark the 10th anniversary of the Great East Japan Earthquake, we pray
for the eternal rest of those who have died and pray for the blessings and protection
of God for the many who have been affected by the disaster. In the bonds of
solidarity with one another let us journey hand in hand to find the light of hope.
Catholic Bishops’ Conference of Japan
１

Sapporo Caritas Miyako Base, Caritas Otsuchi Base, Caritas Kamaishi, Caritas Ofunato Base, Caritas
Yonekawa Base, Caritas Ishinomaki Base, Caritas Minamisoma, Iwaki Fir Tree Support Center. In
addition, there are other bases such as the Independence Center for Persons with Disabilities
conducted by the Nagoya Diocese.
２
As of December 15, 2020, the total amount of aid from Caritas Japan was ¥2,434,749,157. Donations
in Japan to Caritas amounted to ¥991,508,908, while ¥1,868,856,927 (including ¥739,822,350 from
the United States) came from overseas.
３
See “Sendai Diocese New Creation Basic Plan”, Sendai Catholic Diocese Newsletter No.199, May 15,
2011. (Japanese only)
４
Pope Francis, Meeting with the victims of Triple Disaster, (Apostolic Journey to Japan: Meeting with
the victims of Triple Disaster - Activities of the Holy Father Pope Francis | Vatican.va).
５ I
bid.
６
(Comments on the Bishops’ Message “Abolish Nuclear Plants Immediately” | カトリック中央協議
会 (catholic.jp) (Nov. 10, 2011).
On November 11, 2016, the Catholic Bishops of Japan published “A Message from the Catholic
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Bishops’ Conference of Japan to All the People of Earth, Our Common Home.” (On the Abolition of
Nuclear Power Generation: A Call by the Catholic Church in Japan Five and a Half Years after the
Fukushima Dai-Ichi Nuclear Power Plant Disaster | カトリック中央協議会).
Earlier, in November 2011, eight months after the Great East Japan Earthquake, the bishops
announced plans for a book that would complement and support their de-nuclearization message
scientifically, philosophically, and theologically. It was published on October 4, 2016. An
English-language version was published in July 2020 and is available for download on the CBCJ
website, (“ABOLITION OF NUCLEAR POWER An Appeal from the Catholic Church in Japan”
English version Released | カトリック中央協議会). Based on Japan’s history of using of nuclear
energy, the book questions the nation’s responsibility as the site of a nuclear accident. It gives a
scientific explanation of nuclear technology, and referring to the May 24, 2015 encyclical Laudato Si’:
On Care for Our Common Home of Pope Francis, it develops an ethical consideration of nuclear
power based on Catholic doctrine and modern environmental thought.
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「ヨセフ年」にあたって
「ヨセフ年」にあたって
日本カトリック司教協議会 会長談話
昨年 12 月 8 日、フランシスコ教皇様は、教皇ピオ九世が聖ヨセフを「カトリック教会の保護者」と宣
言されてから 150 年になるのを記念して、使徒的書簡『父の心で』１を発表され、2020 年 12 月 8 日～2021
年 12 月 8 日を「ヨセフ年」とすると宣言されました。また昨年 12 月 27 日には、2021 年 3 月 19 日～2022
年 6 月 26 日を「『愛のよろこび』家庭年」とすると発表され、さらに今年 1 月 31 日に、2021 年から 7 月
第 4 日曜日を「祖父母と高齢者のための世界祈願日」 ２とすると発表されました。
こう見ますと、教皇様は、これから少なくとも 1 年余りの間、コロナ禍でつらい状況にあるわたした
ちが、とくに家族のことを思い、大切にするようにしましょう、と呼びかけておられるのではないでし
ょうか。それも、
「すべての人は兄弟姉妹です」と強調される教皇様のお考えを合わせますと、血縁の家
族だけでなく、共同体、地域、国、国際社会なども家族と見なして、それぞれを大切にしていくことで
はないかと思います。
さて、教皇様が「ヨセフ年」を設けられたのは、聖ヨセフへの信心を深め、取り次ぎを願い、徳に倣
うためです。それで、上記書簡の中で聖ヨセフの父親像について思いをめぐらし、コロナ禍にあるわた
したちと分かち合うために、7 つの特徴を挙げておられます。これらの特徴も父親だけでなく、わたした
ち皆に当てはめることができるものです。是非この使徒的書簡を読んで聖ヨセフに親しんでください。
最後に、教会では昔から聖ヨセフへの信心も盛んであり、その取り次ぎを願ってきました。コロナ禍
を通ることでわたしたちの信仰と愛が浄化され、この疫病が一日も早く終息しますよう聖ヨセフの取り
次ぎによって祈りましょう。
なお、ヨセフ年にちなんで、会長カテケージス『いのちを守る聖ヨセフ』についてまとめましたので、
参考にしていただければ幸いです。
2021 年 3 月 4 日
日本カトリック司教協議会
カトリック長崎大司教

１

会長

ヨセフ髙見

Apostolic Letter of Pope Francis, Patris Corde, 2020.12.8. （カトリック中央協議会事務局訳（2021）「教皇フラ
ンシスコ使徒的書簡『父の心で─聖ヨセフを普遍教会の保護者とする宣言 150 周年を記念して』」）

２

三明

World Day for Grandparents and the Elderly の仮訳。
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THE YEAR OF SAINT JOSEPH
THE YEAR OF SAINT JOSEPH
A Statement by the President of the Catholic Bishops’ Conference of Japan
On December 8, 2020, Pope Francis published an apostolic letter, Patris Corde
(With a Father's Heart) to mark 150 years since Pope Pius IX declared St. Joseph
Patron of the Universal Church. Pope Francis declared December 8, 2020 to
December 8, 2021 as the "Year of St. Joseph."１
Then, on December 27, he announced that the period March 19, 2021, to June 26,
2022, will be Amoris laetitia Family Year, a time to reflect upon his apostolic
exhortation, The Joy of Love. And last January 31, the pope announced that from
now on the fourth Sunday of July will be the World Day for Grandparents and the
Elderly.
We can see that Pope Francis is calling upon us who have endured more than a
year facing the coronavirus pandemic to especially think of and cherish our families.
However, in light of the pope’s insistence that all men and women are brothers and
sisters, this should mean that our families are not merely a matter of blood, but
include all communities, regions, and nations – the whole world.
Pope Francis has established the Year of Joseph in order to deepen our trust in St.
Joseph, to ask for his intercession, and to imitate his virtues. In the pope’s apostolic
letter, he considers the image of St. Joseph as father and lists seven characteristics
to keep in mind in this pandemic calamity. These traits apply to all of us, not just
fathers. Please read Patris corde and deepen your friendship with St. Joseph.
The Church has long been devoted to St. Joseph and long sought his intercession.
Let us pray that through the intercession of St. Joseph our faith and love will be
purified, and that this plague will end as soon as possible.
In addition, in my catechesis as president of the bishops’ conference and in
connection with the Year of St. Joseph, I have offered thoughts on “St. Joseph,
Protector of Life” (in Japanese). I hope you will reflect on them.
March 4, 2021
Joseph Mitsuaki Takami, P.S.S.
Archbishop of Nagasaki
President, Catholic Bishop’ Conference of Japan

- 26 -

１

Pope Francis, Apostolic Letter Patris Corde: On the 150th Anniversary of the Proclamation of Saint
Joseph as Patron of the Universal Church.

- 27 -

司教協議会会長 カテケージス
司教協議会会長 カテケージス
「いのちを守る聖ヨセフ」
昨年 12 月 8 日、教皇フランシスコは、教皇ピオ九世が聖ヨセフを「カトリック教会の保護者」と宣言
されてから 150 年になるのを記念して、使徒的書簡『父の心で』を発表され、2020 年 12 月 8 日～2021
年 12 月 8 日を「ヨセフ年」とすると宣言されました。2014 年からミサ第 2～4 奉献文の取り次ぎの祈り
に聖ヨセフの名が加えられたことは、「ヨセフ年」の準備にもなったようです。
なお、教皇ピオ九世に次いで、教皇ピオ十二世は聖ヨセフを「労働者の保護者」（1955 年 5 月 1 日）、
聖ヨハネ・パウロ二世教皇は「購い主の守護者」
（1989 年 8 月 5 日）とそれぞれ宣言されました。そして
信者たちの間では「よい最期の保護者」として慕われてきました。また、
『カトリック聖歌集』
（1966 年）
の中の聖ヨセフの 4 つの聖歌には「守る」という言葉が共通してみられます。
教皇様はヨセフの父親像の特徴を 7 つ挙げておられますが、ここでは「いのちを守る聖ヨセフ」の姿
に近づいてみたいと思います。
1. マリアの尊厳を守るヨセフ
ヨセフはマリアと婚約していましたので、律法の上で二人は夫婦同様に見なされていました。ところ
が、ヨセフは身に覚えがないのに、マリアが子を宿していることを知りました（マタイ 1・18）。マリア
自身は、天使のお告げで、聖霊の働きによって子を産むと言われましたので、それを信じて受け入れま
した（ルカ 1・26-38）が、ヨセフはそのことをまだ知らなかったようです。もし婚約者のマリアがほか
の男性と関係を持ったのであれば、姦通罪を犯したことになり、ヨセフは、律法に従って、マリアと相
手の男性を訴えて、死刑を求刑することもできました（レビ記 20・10; 申命記 22・22-24 参照）。それが
「正しい人」のすることでした。
「正しい人」とは、何よりも律法を忠実に守る人のことだったからです。
実際ヨセフは、息子イエスの割礼と奉献、過越祭のエルサレム巡礼などの掟を守る、正しい人でした。
しかし彼の正しさは、単に律法を忠実に守ることだけではなく、それ以上に人の尊厳を守ることを優先
させることにありました。ヨセフは、マリアを信頼し、尊敬していたので、マリアの女性としての尊厳
を守ろうとしたのです。ですから、苦しみ悩んだ末であったと想像されますが、
「マリアのことを表ざた
にするのを望まず、ひそかに縁を切ろうと決心」（マタイ 1・19）しました。そこには婚約者マリアに対
する愛に満ちた気遣いがありました。彼の正しさは真のやさしさにあったと言えます。ヨセフの行動は、
姦通の女を赦し（ヨハネ 8・11）、安息日の掟の遵守より病人の癒やしを優先させたイエスの姿（ルカ 13・
10-17; 14・1-6; ヨハネ 5・1-18; 9・1-34）と重なります。幸い、ヨセフは、マリアが聖霊によって身
ごもっていると神から知らされてひとまず安どすることができました。
2. 神のお望みを実行する人
ヨセフは、婚約中にみごもったマリアのことで大いに戸惑い、自分の家族や親類、友人たちからどん
な非難や中傷を受けるかわからない状況の中で、
「恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は
聖霊によって宿ったのである」という主のことばを受けました。しかしそれに対して何の説明も求める
ことなく、言われたとおりに実行しました（マタイ 1・20-24）。婚約者の違反を訴えて求刑することは回
避したものの、神のお望みは、恐れずにマリアを妻として迎えることでした。神はヨセフのやさしさを
救いの計画の中で生かすことを望まれたのです。
ベツレヘムでイエスが生まれた後、主のみ使いから、エジプトに逃げるように、そしてその後イスラ
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エルに戻るように言われた時も、それを神の望みとして受け入れ、何の疑いもなくすぐに実行しました
（マタイ 2・13-23）。神に全幅の信頼をおいていたからです。神に信頼して実行することこそ重要なので
す。
このヨセフの信仰は、アブラハムの信仰に似ています。アブラハムも、故郷を去って神が示す地に行
くように言われたとき（創世記 12・1-6）、高齢と不妊の夫婦に子どもが生まれると告げられたとき（15・
4-6; 18・10-15）、その一人息子をささげよと命じられたとき（22・1-13）、一言も疑問や不平の言葉を
発することなく神のことばどおりに実行しました。
もちろん、マリアと同様、ヨセフもイエスについてのシメオンの話に驚いたり（ルカ 2・28-33）、神殿
での 12 歳のイエスの言葉の意味がわからなかったりしました（2・50）。それでも、イエスとマリアを中
心にして生活を切り開いていきました。
3. 苦境の中でイエスとマリアのいのちを守るヨセフ
すでに懐胎していたマリアを訴えず、妻として受け入れることで、ヨセフはマリアとおなかの子のい
のちを守りました。また、ローマ皇帝の命令による住民登録のためナザレからダビデの町ベツレヘムへ
旅をしたとき（ルカ 2・1-5）、身重のマリアとおなかの子を気遣いながら、危険に満ちた約 140km の道中、
身を挺して彼らを守りました。特に、イエスの誕生を異常に警戒したヘロデ大王がイエスを殺すた めに
「ベツレヘム周辺とその一帯にいた二歳以下の男の子を、一人残らず殺させた」
（マタイ 2・16）とき、ヨ
セフは大きな不安と恐れを抱いたにちがいありません。そのとき、何をなすべきかは主が知らせてくだ
さいましたが、
「エジプトに逃げる」ということはまた勇気のいることだったはずです。エジプトに行く
途中には広大な荒れ野が続き、野獣や盗賊の危険が伴いました（申命記 1・19; 2・7; 詩編 107・4-5 参
照）。ヨセフは、この厳しい難民生活の間もお二人を守り通しました。
イエス誕生のときの嬰児虐殺の出来事（マタイ 2・16-18）は、モーセの誕生物語を思い起こさせます。
モーセが生まれたのは、ヨセフを知らない、時のエジプト王が、イスラエル人の増強を恐れて、生まれ
る男子をすべて殺害するよう命じたときでした。幼子は母親と王女の機転のおかげで救われ、モーセと
名づけられ、後にイスラエルの民をエジプトから救い出すという大役を果たすことになりました（出エ
ジプト記 2・1-10; 3・7-10 参照）。
一方、エジプトはかつて兄弟に売られた太祖ヨセフが神の恵みによって苦境を乗り越え、王に次ぐ地
位について国民と親兄弟を含む近隣の人々のいのちを救った地です（創世記 37~50）。彼は、イスラエル
の民がエジプトに移住し、数百年後に、その隷属状態から解放されて神の民とされ、約束の地に向かう
大きな出来事のカギとなる人だったと言えます。
太祖ヨセフもモーセもイエスをあらかじめ表した人物です。幼子イエスのエジプト避難とイスラエル
帰還は新しい民の過越を象徴しています。イエスの父ヨセフはいくらかその過越にあずかりました。イ
エスは、後に自らのいのちを人間に奪われ、否、人類を救うために差し出すことになります。
「子どもとその母親」を守り続けたヨセフは、真に強い人でした。強い人はつねに弱者を守り支え助け
ます。
「強い者は、強くない者の弱さを担うべき」
（ローマ 15・1）ですとパウロも教えています。悪に打
ち勝つ者が強いのであって、真に強い人は弱い人を虐げたりいじめたりしません。助け を求めて叫ぶ貧
しい人を救い、弱い人、乏しい人を憐れみ、不法に虐げる者から乏しい人の命を解放するのが真の王で
す（詩編 72・12-14）。人間の目には弱くても、神の恵みによって強い人こそ真に強いのです（二コリン
ト 12・10; 13・3-4; エフェソ 6・10 参照）。ヨセフは「身分の低い」マリア（ルカ 1・48）と、罪以外
は弱さを身にまとわれたイエス（ヘブライ人への手紙 2・14-18; 5・2）を守る真に強い人でもありまし
た。
4. 目立たずとも、自分の役割を守る人
新約聖書には、ヨセフのことばは一言も記録されていません。イエス・キリストの系図は、アブラハ
ムから始まり、「マリアの夫ヨセフ」まで、すべて父親が息子を「もうけた」と記され ています。しかし
「ヨセフはイエスをもうけた」ではなく、
「このマリアからメシアと呼ばれるイエスがお生まれになった」
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（マタイ 1・16）と記されています。ヨセフは、あたかも父親の役割さえも果たしていなかったかのよう
に書かれています。それは、イエスが神の独り子であって、ヨセフの実の子ではなかったからです。し
かし、イエスには法の上でも社会的にも父親が必要でした。そのような父親の立場を受け入れることは
それほど簡単なことではなかったでしょう。それでも生まれた子どもをイエスと名付けて、自分の子と
して認知するという父親の務めを果たし、養い育てました。しかし常に「マリアとその子ども」が中心
でした。主人公は彼らでした。
イエスは人々から「ヨセフの息子」
（ルカ 3・23; 4・22; ヨハネ 1・45; 6・42）とか「大工の息子」
（マ
タイ 13・55）と言われていました １。イエスが公に宣教を始めたのは 30 歳くらいでした（ルカ 3・23 参
照）ので、それまでどれくらいの間かは正確にわかりませんが、大工の仕事もヨセフと一緒に されたは
ずです。ナザレの人々から「この人は大工ではないか」（マルコ 6・3）と言われているからです ２。しか
し「ヨセフの子」とか「大工の息子」という呼び方にはいくらか軽蔑や差別の響きがあったようです。
あさす

祭司やレビ人などの聖職者、長老などの貴族、律法学者などが上級階級で、商人、職人（大工、 麻漉 き
工、天幕づくり ３）、日雇い労働者は平民で下層階級でした。彼らの大部分、そして多くの者は、裕福で
ない階層に属していました ４。実際、主の奉献のときの献げ物から見て（ルカ 2・24; レビ記 12・8）、ヨ
セフの家庭は経済的に慎ましかったのです。
新型コロナウイルス感染拡大の中で、
「エッセンシャルワーカー」が再認識されつつあります。それは
「人々の生活の維持に必要不可欠な職業についている方々」のことです。大工の仕事もその一つ と言える
でしょう。ヨセフは自分の仕事に誇りを持ち、イエスと一緒に仕事をすることを幸せに感じていたにち
がいありません。何と言っても、イエスとマリアの生活のため、とくにイエスの宣教活動の準備のため
になくてはならない大黒柱の役割を果たしました。ヨセフは、わたしたちに、どんなに小さな仕事であ
っても、人々のために必要だと確信して社会の中での自分の役割を守り、それを誠実に果たすことが大
切だと教えているのではないでしょうか。
ヨセフは、いつの間にか聖書の中から名前も姿も消えていて、人々の記憶にも残らなかったかのよう
です。神とその独り子、そしてその母に生涯仕えた人でした。
5. 取り次ぎを願う
聖ヨセフに対する信心は昔から盛んでした。わたしたちは、祈祷書にある聖ヨセフの連願や聖ヨセフ
に対する祈りをもって、聖ヨセフの取り次ぎを願うこともできれば、それぞれ自分の言葉で願うことも
できます。あるいは、神は、太祖ヨセフや聖ヨセフの場合のように、夢を通して語りかけ、ご自分の望
みを果たされることがありますが、
「眠る聖ヨセフのご像」
（写真）の下に願いごとを書いた紙を敷いて、
聖ヨセフの取り次ぎを願う信心もあります。
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2021 年 3 月 4 日

日本カトリック司教協議会
カトリック長崎大司教

１

会長

ヨセフ髙見

三明

ルカ 3・23 で「イエスはヨセフの息子と思われていた」と書かれているのは、ヨセフが実の父親ではない、とい
うことを暗示している。

２

ヨセフがイエスの宣教活動後も健在であったことを推測させる記述がある。① ルカ 3・23：「イエスが宣教をは
じめられたときはおよそ三十歳であった。イエスはヨセフの子と思われていた。」② ヨハネ 6・42：
「これはヨセ
フの息子イエスではないか。我々はその父も母も知っている。」ただし、マルコ 6・3 の「この人は、大工ではな
いか。マリアの息子ではないか」という言い方は、ヨセフはすでに亡くなっていたことを暗示する。いずれにせ
よ、当時、結婚する男女は 13~19 歳と定められていたので、ヨセフが老人の姿で描かれているのには歴史的根拠
はない。ただし、おそらく 50 歳になる前に亡くなったであろう、という説もある（Cf. F.L. FILAS, « JOSEPH, ST. », in :
New Catholic Encyclopedia, Second Edition, 7, Washington D.C., 2003, p. 1035）。

３

パウロは生活のために天幕づくりをしていた（使徒言行録 18・3）。

４

Cf. Joachim Jeremias, Jérusalem au temps de Jésus, Paris: Cerf, 1980, pp. 40-41, 315-317.
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