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10 月 17 日

貧困撲滅のための国際日

主の霊がわたしの上におられる。貧しい人に福音を告げ知らせるために、主が
私に油を注がれたからである。主が私を遣わされたのは、捕らわれている人に解
放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にするた
め。」（ルカ ４・１８‐１９）

1992 年国連総会は、10 月 17 日を貧困撲滅のための国際デーとして宣言しまし
た。男女総長連盟ＪＰＩＣ委員会は、世界のすべての国々、とくに開発途上国か
ら貧困をなくす必要性についての意識化を深め、広めたいと考えています。この
祈りの手引きは、ＮＧＯ「社会正義アイルランド」が、当委員会のための準備し
たものです。
始めの祈り
主よ、私たちはあなたのみ前に集まっています。この祈りによって、私たちの
かかわりがより正しいものとなるように願います。あなたとの関わり、自分自身
との関わり、互いのかかわり、さまざまな組織と、大地とのかかわりが、正しい
ものとなりますように。私たちの夢、希望、正義の実現のための私たちの働き、
とくにこの世界から貧困をなくすための努力を、あなたにお委ねいたします。こ
の社会に生きるもっとも弱くされている人びとの声に注意深く耳を傾けることが
できますように。かれらのニードを理解し、神のみ国を実現するために、この世
界の変革に勇気をもって取り組むことができるように力をお与えください。主キ
リストによって。アーメン
始めの歌

適当な日本語の歌を選ぶ

Voices that Challenge. (music and text by David Haas)
Call us to hear the voices that challenge
Deep in the hearts of all people!
By serving your world as lovers and dreamers,
We become voices that challenge!
For we are the voice of God!
Voices that challenge:
The children who long to be heard and respected!
The lowly and broken destroyed by oppression!
The old and the fearful who hope for a new day!
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Voices that challenge:
The lives and the cries of the poor and the silenced!
The young ones who dream of a world free of hatred!
The sick and the dying who cry for compassion!
Voices that challenge:
The ones who seek peace by their witness and courage!
The women who suffer the pain of injustice!
The people with AIDS and those plagued with addiction!
The prophets and heroes who call us to question!
The healers who teach us forgiveness and mercy!
The victims of violent abuse and aggression!
The Christ who gave his life that we might live!
深め
聖ヤコブは、「ある 兄弟や姉妹が 、裸で 、今日の食べ物さえ ないとき、
あなたがたのうちのだれかが『心安らかにいけ、温まって， じゅうぶん食
べよ』と言って、そして体に必要なものを何も与えなかった ら、それが何
の役にたつだろう」と言っています。（ヤコブ２：１５‐１ ６）今日、諸
大陸のすべての所で、おびただしい数の男女が飢えにさいな まれ、無数の
こどもたちが栄養の不足に悩んでいること、そのために多く の人びとが年
若くして死んでいき、あるいは体力の増強と能力の開発に遅 れをとってい
ること、これらの地域は失意のどん底に落ちざるをえない事実を、無視で
きる人はひとりもいないでしょう。各人それぞれの良心の声 に耳をかたむ
けてみましょう。貧しい人びとの ために 計画された仕事や事 業に、財政的
援助をする用意ができているでしょうか？公権が進歩のための努力を強力
に推し進めることができるように、今までより高い税金を納 める心構えが
できているでしょうか。
ポプロールム・プログレシオ ４５‐４７

静かに深め
わかちあう.

主にとどまる人（詩篇１５‐１６）
主よ、どのような人が、あなたの幕屋に宿り、
聖なる山に住むことができるのでしょうか。
それは、完全な道を歩き、正しいことを行う人。
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心には真実の言葉があり、舌には中傷を持たない人。
友に災いをもたらさず、親しい人を嘲らない人。
主の目にかなわないものは退け、
主を畏れる人を尊ぶ人。
悪事をしないとの誓いを守り、
金を貸しても利息をとらず
賄賂を受けて無実の人を陥れたりしない人。
これらのことを守る人は
とこしえに揺らぐことがないでしょう。

取次ぎの祈り

隣人愛の開拓者から
答：私たちのうちから愛が流れるように

1. 分裂し、ばらばらになっている世界に、調和と一致をもたらす愛の道があ
りますように 答
2. 極度の貧困と極端な富が存在する世界に、不正を正す愛の道がありますよ
うに 答
3. 必要以上にものを消費する世界に、意識を促す愛の道がありますように
答
4. 霊的な貧しさと物質的な浪費のある世界に、「これで十分」とする心の開
きを促す愛の道がありますように 答
5. 狭い考えと自分中心の世界に、グローバルにものを考える愛の道がありま
すように 答
6. 人類は苦しみ、自然は破壊され続ける世界に、全てが命を豊かに享受する
愛の道がありますように 答
7. 国境を超えた意識の目覚めが今各地で育っている世界において、エネルギ
ーと努力をつなげる愛の道がありますように 答
8. 地政と社会経済のネットワークがグローバルに広がっている世界において、
正義に基づいたシンプルな解決をもたらす愛の道が開けますように 答
9. 解決不可能とも思えるジレンマが地球レベルで存在する世界に、一歩踏み
出す愛の道が開けますように 答
深め
(全ての人びとに経済の正義

#94).（米国司教団）

貧しい人びと のニ ードは、富める 人びとの欲 望より優先さ れなければなり
ません。最大 利潤 よりも労働者の 権利が、歯 止めのない産 業の拡大よりも
環境保護を、 軍事 的目的のための 生産ではな く、社会的ニード を満た す生
産を。
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祈 り ま しょう：愛である創造主、あなたはすべての人をご自分の似姿として創
造されました。人間一人ひとりが、偉大な価値と尊厳をもっている
存在であることを分からせてください。正義と平和のために働く力
と勇気を与えてください。あなたが与えられた人間としての尊厳を
すべての人が生きられるように。聖霊の交わりのうちに、あなたと
ともに生き、支配される私たちの主イエス・キリストによって。
アーメン
歌

（日本語の適当なものを選ぶ）
社会的働きのための祈り.
(Louise Helene Renou).

持っているものを気軽にわかちあい、人のために時間を割くことのできるあ な
たは幸せ
世界そして自分のまわりに幸せが感じられないことを嘆くあなたは幸せ
困難な長い道と感じられても、優しさと対話を生きようとするあなたは幸せ
自分の時間、優しさ、希望をわかちあうやり方を工夫できるあなたは幸せ
人びとの中に宝を見つけるために心から耳を傾けるあなたは幸せ
.世界の兄弟姉妹が平和を生きるために、必要な一歩を踏み出そうと努力するあ
なたは幸せ
生きることの素晴らしさ、自由に問いかける心の開きを保てるあなたは幸せ
復活したキリストを真剣に信じることのできるあなたは幸せ
歌
朗読

マタイ

２５：３１‐４５
静かに深め
わかちあう.

取次ぎの祈り
答：慈しみの神よ、私たちを祝福してください
すべての国が、正義、愛と平和の世界を築くために協力しますように 答
すべての人びとが、人間らしい尊厳を持って生きることができますように 答
すべての人びとが、尊厳を持って生きるために十分な収入がありますように 答
すべての人びとが、有意義な仕事に従事することができますように 答
すべての人びとが、人間らしく生活できる家を持つことができますように 答
すべての人びとが、適切な医療を受けることができますように 答
すべての人びとが、常に教育の機会をもつことができますように 答
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すべての人びとが、成長し続ける機会を持つことによって、自分の生活する地域
また世界において、参加し貢献することができますように 答
すべての人びとが、有意義な価値観を社会においてわかちあうことができますよ
うに 答
すべての人びとが、自分にかかわる事柄の決定プロセスに参加し、意見を述べる
ことによって社会の意味ある形成に貢献することができますように
答
すべての開発が、未来の世代のために、社会、経済、環境の面から持続可能なも
のでありますように
答
深め.
(真の開発とは

#39).

相互依存の関 係は 、創造のための 財貨は本来 的にすべての 人びとのもので
あるいう大原則の上に立って、連帯の形に変革されなければなりませ
ん。・・・連帯の意識のてがかりのひとつとして、私たちは、個人、民
族、国家を問 わず 、「他者」を安 価に使うこ とのできる労 働力、物理的力
をもった、そ して 利用価値がなく なればお払 い箱とするこ とのできるある
種の「道具」 では なく、私たちの 「隣人」と して、「助け る者」としてみ
ることができるようになります。
祈 り まし ょう：父である神よ、貧しい人びとに寄り添って生きたあなたの子に
倣うことを教えてください。貧しい人びとが、自分たちの権利のた
めに闘うときに、彼らの側に立つことを教えてください。聖霊の交
わりにより、神とともに生き支配する私たちの主イエス・キリスト
によって。アーメン
希望を生きる
希望を生きる
それは歴史が、神の夢と人間の創造性に向かって開かれているのを
信じること
希望を生きる
それは飢餓、不正、差別のないもうひとつの世界を夢見て、
その可能性を肯定し続けること
希望を生きる
壁を倒し、境を超えて橋をかける
神のメッセンジャーとなること
希望を生きる
それはすべてを新しくする聖霊の力を信じ、
扉を開く信仰
信仰の大いなる変革の力を信じ続けること
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希望を生きる
それは、必要なかぎり、またゼロから出発すること
希望を生きる
それは、最後に死ぬのは希望ではないと信じること
希望を生きる
それは希望は死ぬことがない
もはや希望は死なないと信じること
希望を生きる
それは生きること
(カルロス・ボロメオ宣教修道会
スカラブリアニス・ホンジュラス）
終わりの祈り

主の祈り

祈りましょう：父である神よ、ふさわしく祈ることを教えてください。正義と平
和の実現のために働く真の礼拝を教えてください。聖霊の交わりに
より、神とともに生き支配する私たちの主イエス・キリストによっ
て。アーメン
歌

マグニフィカト

ふりかえりと話しあいのためのヒント
1. 貧困とは何 でしょ うか？アイルランドでは、政府が「貧困とは、アイル
ランド社会で一般的に平均的な生活程度と考えられているレベルを生きる
ために必要な収入また手段（物質的、文化的、社会的）を持たない状態と
意味する。そのために、社会において当然と考えられている活動から排除，
疎外されていること」と定義しています。あ な た は 、 貧 困 を ど の よ う
に定 義 します か ？あなた の国の 政府は、貧 困の 定義を明ら かにして
いますか？
2.
すべての人に正義が実現されると は、貧 しい人が国と世界の
良心にたいして、緊 急に経済的な 要求を つきつけることを意 味すると
すれば、経済的不況 あるいは発展 の状況 において、私たちは どのよう
な決断をすべきだと思いますか？
3. キリストに従う者として、私たちは、「貧しい人びとを優先する」課題を
意識しています。貧しい人びとを視野に入れて物事を考えるとき、生
活スタイル、政策、組織のありかたをどのように評価します か？
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4. 社会正義の実現、とくに貧困の撲滅のために何ができると思いますか？

コメント、訳文への助言のある方は、男女総長連盟ＪＰＩＣ委員会にご連
絡 く だ さ い 。 jpicusguisg@lasalle.org 。 委 員 会 の ウ ェ ブ サ イ ト は
http://jpicformation.wikispaces.com
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