月の静修

No1

2017年3月

福音化の社会的局面 :
イエスのすべてに及ぶ包括的愛の実践、教会の社会的教説と
社会を包含するSSpSの歴史
Srs. Mary John Kudiyiruppil とCarmen Elisa Bandeo SSpSによる

社会的包含:

聖書はインスピレーションを与えられるか?
旧約聖書を拾い読みすると、社会的に、包含するよりは、むしろ排除
を示しているように見えます。イスラエルは選ばれた種族であり、他
のすべての国と民族はイスラエルとの関連において見られています。
糸がイスラエルの神、自分、そして他人に対する理解の様々な部分を
混ぜ合わせながら織りなしていく反復的なテーマです。この考え方は
「選出」の概念の中に簡潔に表現されています。
この概念は彼ら、イスラエル自身は、神の選民であり、他のすべては
神の選民に役立つものであるという理解の中心です。幾つかの参考文
献はこの主張を解明するでしょう。「あなたたちはすべての民の間にあって、わたしの宝となる」
( 出エジプト 19 : 5 )。同様の考えは繰り返し見ることができます : 「あなたは、あなたの神、主の
聖なる民である。あなたの神、主は地の面にいるすべての民の中から、あなたを選び、ご自分の宝
の民とされた」 ( 申命記 7 : 6 )。
後で幾つかの章では、同じような感情がこだまするのを聴きます: 「いと高き神が国々に嗣業の土
地を分け、人の子らを割りふられたとき、神の子らの数に従い国々の境を設けられた。主に割り当
てられたのはその民、ヤコブが主に定められた嗣業」(申32 : 8-9 ) 。エゼキエルには「わたしはお前
たちが国々で汚したため、彼らの間で汚されたわが大いなる名を聖なるものとする。わたしが彼ら
の目の前で、お前たちをとおして聖なるものとされるとき、諸国民はわたしが主であることを知る
ようになると主なる神は言われる」 ( エゼ36 : 23 )とわたしたちは読みます: 「神は聖なる御腕の力
を、国々の民の目にあらわにされた」(イザヤ 52 : 10)。詩篇- イスラエルの祈り- それらは神への懇
願の祈りに満ちています。その結果として、権利と義務を生じる、神の彼らへの特別な配慮を「わ
たしたち」と「彼ら」というように区別しています。要約すると、イスラエルは、主の選ばれた民
であることを知り、他国はイスラエルとの関係において見ているということです。
しかしながら、わたしたちが旧約聖書を深く掘り下げていくと、イスラエルの民は、神によって選
ばれ、祝福されても内向きなものになってはいないことがはっきりと分かります。他国への開放性
は、諸国民の間で神の栄光を輝かせる神の民の特徴です。「選出」という感覚とは全く対照的に、
わたしたちには、交流という概念に似た「普遍主義」という概念を持っています。この考え方によ
れば、イスラエルだけでなく、すべての国が神の栄光の光のもとに歩みます; すべてが神の普遍的
な愛に包まれています。もう少しテキストを見てみましょう。
「わたしは彼らのために、とこしえの名を与え、息子、娘を持つにまさる記念の名を、わたしの
家、わたしの城壁に刻む」(イザヤ56 : 5),「あなたがわたしの僕であることは、あまりにも小さい
ことだと主は言われる」(イザ49 : 6); 「イスラエルの人々よ、わたしにとってお前たちはクシュの
人々と変わりがないではないか? と主は言われる。わたしはイスラエルをエジプトの地から、ペ
リシテ人をカフトルから、アラム人をキルから導き上ったではないか? 」(アモス9 : 7) 。
この計画によれば、出エジプトの経験は、他の移住経験と同じです。どの土地も約束された土地
であり、異教徒の王も、イスラエルの王たちと同様に良いものなのです。神の特質の特徴の一つ
は、貧しく排除されている人たちに交わりの手を延べていることです。(出エジプト 3 : 7) 。出エ
ジプト記と預言書には、飢餓や不正義に苦しんでいる人たちへの神の憐みと配慮への言及に満ち
ています。(出22 : 22; レビ19 : 34) 。最終的な分析としては、神の民として分別されるのは、選ばれ
た種族ではなく、神の無限の慈しみと配慮の受け手であるということです。神の愛の普遍性は、
人間の惨めな有様の中に留まるのです。

イエスの包括的な愛の実践
次にくる新約聖書で、イエスがイスラエルの代わ
りにユダヤ人を使って、彼の司牧活動を果たした
ことは認めなければなりません。しかしながら、
彼には包含、思いやり、交わりのようなより高い
優先順位のために、彼は自己認識をしっかり持つ
ことを犠牲にする傾向がありました。イエスの貧
しく、疎外された人々と交わるイエスの使命の顕
著な特徴を一見して、この事実がいっそう明らか
になります。
イエスの神との親密な関係 : アッバ、父よという
神への呼びかけは、神との深い交わりを示す優れ
た一例です。主の祈りとその他は、彼の民との親
密さを示す神、御父との関係を表す数多い実例で
す。
締め出された人々へのイエスの思いやり :イエス
は罪人や収税人と常に会うことによって、食卓の
交わりをとおして、また彼の活動の全体をとおし
て、このような締め出された人々を含めるよう、
神の国の境界を押し広げます。(マタイ9 : 10, 11 :
19; マルコ 2 : 15-17; ルカ7 : 31-35)。イエスは彼の司
牧活動の場所として人々から見下され、無視され
た土地、ガリラヤを選びます。イエスの女性に対
する自由で開かれた態度は、彼女たちと神学的な
話し合いに入るのです(ヨハネ4 : 24)。彼の共同体
に女性たちをも招き入れ、彼女たちの愛と感情の
ジェスチュアーを受け入れることは、宗教指導者
の行動上のタブーでした(ルカ8 : 2-3)。それにもか
かわらず、彼らは交わりの輪を広げる方向に大胆
に踏み出しました。
イエスの法についての解釈 : 安息日について、彼
の意図的な破戒は、人間を何よりも優先すべき彼
の優先順位についての強力なメッセージを発信し
ます。安息日は人間の食物の需要に従属し、人間
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は全身の健康を切に願っていま
す。手のなえた男と、腰の曲が
った女性は安息日に癒されます
(ルカ13 : 1-17)。彼は十分の一税
を、正義、憐みと思いやりのよ
うな事柄の下位に従属する位置
に置きました。イエスの神の国
の司牧活動は疎外を解消し、敵
意と排除の壁を打ち破り、普遍
的で包括的なパラダイム(ある
時代や分野において支配的規範
となる「物の見方や 捉え方」
のこと) を設定します。
イエスの癒しと悪魔払いの活
動 : これらの奇跡は彼の包括的
実践を説明するのに役立ちま
す。社会の主流から外された人
々に、彼らの苦しみと涙への究
極的な答えである神の体験がも
たらされます。悪魔払いにおい
て、(ルカ11 : 20, マタイ12 : 28)
イエスは自ら、悪魔の邪悪な力
を征服する善の力であると宣言
し、神の包括的で普遍的な愛の
新しい時代を打ちたてます。

教会の社会教説(SDC)
と不可欠な人間開発の促進

キリストの模範と教えに従って、教会は常
に正義と愛のうちに他者へ手を差し伸べる
というインスピレーションを彼のうちに見
出してきました。バチカン公会議Ⅱは「わ
たしたちの時代の人の喜びと希望、悲しみ
と苦悩、特に貧しい人々の苦しみは、喜び
と希望のどちらもキリストの弟子たちの悲
嘆と苦痛である」と断言しました(GS1)。
SDCは同じ救いの歴史に根づいています。
わたしたちがわたしたちの信仰のゆえに、
社会的責任を果たしているとき、わたした
ちの社会的実践は、神の民の歴史と分かち
難く属していることが分かります。それは
イエスと、締め出され疎外された人たちへ
向けられた彼の気づきの中に、神の国につ
いての説教の中に、最初のキリスト者共同
体の体験と証言のなかに、その後それに続
く初期の教父たちの教えのなかに根を持っ
ています。最初、教会は不平等を引き起こ
す原因については殆ど疑問を持つことな
く、それに応えて愛と社会扶助の奉仕を提
供しました。そして蓄積された経験と教説
は19世紀末から組織的に整備され始め、
考察の原則、判断基準、行動の指針の一組
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として、教皇レオ13世(1891)
による教会の社会的教義ある
いは社会教説の名で知られる
回勅Rerum Novarumと共に
道徳教育は固められました。
2004年に教皇庁正義と平和評
議会はカトリック社会教義の
豊かで貴重な宝を体系的に編
集し、それをSDCの要綱に掲
載しました。
SDCの要約 :
• 教義の本体は教会の中で経
済的、社会的問題への歴史
的応答として、社会と被造
界との関係の中での人間生
活を形作り調整する、客観
的に時間的現実の完全な全
体像に拡張し発展しまし
た。
• 福音化の本質的部分。福音
書の社会的メッセージは理
論としてみなすべきではな
く、とりわけ確かな証言に
よるだけの基盤と行動への
激励と考えるべきです

SDCに関する教皇と公会議文書の表

年

文書

著者

主要な話題

1891

Rerum Novarum (RN)

レオXIII

労働問題と労働者の権利

1931

Quadragesimo Anno (QA)

ピウスXI

新しい社会秩序 : 貧富の格差

1961

Mater et Magistra (MM)

ヨハネXXIII

豊かな国と貧しい国とのギャップが拡
大している

1963

Pacem in Terris (PT)

ヨハネXXIII

倫理的原則の平和構築を求める

1965

Gaudium et Spes (GS)

1967

Populorum Progressio (PP)

パウロVI

真の全体的な発展

1971

Adveniens Octogesima (AO)

パウロVI

脱工業化時代の社会: 社会経済モデルの
根底にあるイデオロギーの批判的考察

ジャスティス・イン・
ザ・ワールド

ｼﾉﾄﾞｽ司教団

世界の不正について

1981

Laborem exercens (LE)

ヨハネ・パウ
ロII

社会問題の鍵 : 人間の労働

1987

Sollicitudo Rei Socialis (SRS)

ヨハネ・パウ
ロII

開発のテーマを更新し、深める

1991

Centesimus anno (CA)

ヨハネ・パウ
ロII

2009

Caritas in veritate (CV)

ベネディクト
XVI

参加、民主主義、自由労働に基づく社
会にコミットした資本主義とマルクス
主義の効果がないことから
正義は経済のあらゆる側面に適用され
なければならない

2015

Laudato Si (LS)

フランシスコ

世界との対話、教会と政治自治体との
関係の調整
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包括的な生態学、人間は、すべての創
造と結びついてつながっています

教皇の文書と共に、公会議の膨大な文
書や指導、社会問題の深い理解を助け
る世界中の神学者の発見もあります。
これは複雑な問題です。社会の絶え間
ない変化、倫理原則、人間の歴史の中
で神の行動を見分けるための必要性に
関連しています。SDCは「正しい」社
会的、経済的、政治的関係と、人間の
尊厳を正義と尊重に基づいた社会構造
と制度の構築を目指す原則を提案して
います。重要な原則は次のとおりです:

教会はパストラル・サイクルと呼ばれ
る帰納的方法を適用することによっ
て、社会問題に対応します:
審査と行動を見る
見る : 感受性と知性をもって現実を知
り、問題に気づき、理解し、不正の状
況を生み出す、原因、要因とメカニズ
ムを理解する。わたしたちが見ている
ものを分析するために、わたしたちは
人間と社会科学の助けが必要です。

• 人間が第一
• 連帯の原則
• 補助的な原理
• 権利/民主的参加への義務
• 環境への責任を無視することな
く、共通の利益を

審査する : 三位一体の神に対するわたし
たちの信仰は、各個人の、人々の、被
造物への具体的な生活の中にある神の
計画を読み、解釈し見分けるために光
を与えます。わたしたちは神のことば
を聴き、聖書とSDCについて、特に貧し
く、締め出された人たちの目をとおし
て考察する必要があります。それは単
なる考察ではなく、プロセス全体を実
感すること、神学的行動が重要なので
す。

• 資本の利益に対する仕事の優位
• 商品の普遍的な送付先
• 生命防御
• 貧しい人たちへの優先的選択
• 正義のための闘い
• 罪の構造からの自由と解放の運動
• 正義の実である平和

行動 : わたしたちの信仰を行動に移すた
め、具体的に神の国の価値観に沿った
選択をすること。それが実践というこ
とです。
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SSpS
と社会的包含

わたしたちは、わたしたちの伝統と歴史の中に、疎外され、排除された人々との交わりを
支持する論理的根拠や正当性を探すことはできません、なぜなら貧しい人たちへの配慮と
親密さは、キリスト者であるという内部構造と性格に属することだからです。
それは弟子であるための必須条件ではありません。交わりの輪を広げるための招きは、イ
エスに従うための福音への招きから直接来ます。したがってこの節では、わたしたちは貧
しく、疎外された人たちとの交わりから身を守るための理由で、わたしたちの過去を振り
返りはしません; その代りにわたしたちの歴史と伝統のうちに、孤立することなく、会の
創立の価値観と目的を拡張させるように現在の総集会指針が示す豊かで勇気づける模範が
あります。わたしたちの歴史は、締め出され、辺境の地にある人たちを抱擁するために、
継続して輪を広げるプロセスに満ちています。わたしたちはわたしたちの決断を導く包括
と寛大さによる会の路線をたどるために、総集会文書を読むだけで良いのです。
精緻な社会教説の文体あるいは、社会的包括に関するはっきりした立場に対して、Fr.
Arnoldあるいはわたしたちの二人の母を出過ぎているように見えると言うなら、社会正義
あるいは締め出された人たちとの交わりに関する創立時代の人々の口から偉大で激しい発
言が口をついて出てこなかったでしょう。わたしたちが出会うのは、シュタイル共同体の
慈善事業であり、シュタイルの枠を超えて貧しい人々、特に宣教地への関心をもって絶え
間なくその輪を広げる行為です。
工業化とそれに伴う景気の好転にもかかわらず、アーノルドの時代、ヨーロッパは多くの
貧困層を抱えていました。シュタイルの宣教神学院は、貧しい人々、彼らの肉体的、心理
的ニーズが尊重された非難場所でした。生活困窮者への食糧や衣類の尊敬をもった寛大な
配給は、創立者の心の愛の行為でした。シュタイルのミッションハウスは周囲にいる貧し
い人たちの定期的な食糧供給所になり、特に冬期にはその必要がより大きくなりました。
扉を叩きにきた貧しい人たちを大目に見るだけでなく、後で近くにいる貧しい人を探して
名簿に書きとどめたことに注目することが大切です。彼はビンセント会士と親しい関わり
があり、ビンセント会の友人Meditをシュタイルの修練長になるよう招いたことは、アーノ
ルドが若い司祭(および修道生活) 志願者に貧しい人、疎外された人たちへの深い思いやり
と親密さを育てるよう望んだことを雄弁に物語っています。

交わりの輪を広げる
女性の召命は聖職者でないため、貧困や疎外さ
れた人に手を差し伸べるためには有利な立場に
ありました。女性は元来、専門家というよりも
天職のようにみなされ、それはくり広げられた
生活の現実の中にいる人々の真っただ中での仕
事と奉仕という性質のものです。もし教会の慈
善団体がその教えよりも輝いているなら、それ
は主として正式なそして非公式な組織をとおし
た女性修道者と彼女たちが繰り広げた人道的社
会奉仕への感謝です。貧困、飢餓、暴力の問題
は、男性がほとんど近づけない社会の階層に近
づくことができたため主に女性が取り組む必要
があった男女共同参画問題であります。病人の
介護は殆ど独占的に女性の領域、子供にとって
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の家庭、高齢者、障害のある女性は、彼女
たちの宣教と司牧活動の主要な場所でし
た。
ヘレナ・シュトレンベルクは年代の混じっ
た、身体に障害のある血縁関係の混ざった
家庭の出身であり、早い時期から特に病人
への深い思いやりの賜物を授かっていまし
た。同様にヘンドリナ・シュテンマンスは
彼女の地域の隠れた病人や貧しい村人に手
を差し伸べる方法を見つけました。わたし
たちの創立協力者たちは志願者として受け
入れられる前、メイドとして宣教神学院の
厨房で7－8年間夜を過ごし、片隅に追いや

られるということの意味を最初に経験しました。
シュタイルの黙想司牧における協力の早い段階で、シスターたちは人々とそのニーズに直接に接
触しました。アルゼンチン、トーゴ、PNG、USAおよびブラジルへの早期派遣はすべて一つの目
的、宣教活動への準備でした: すべての人々、特に貧困、物質的貧困あるいは霊的貧困にある人々
に、神の愛を知らせるためでした。それはいつも変らず、わたしたちの開拓的宣教者たちは教育
と保健事業 – 従来どおりの使徒職とその分派 - をもたらしました : 成人向けの識字プログラム、
保健衛生プロジェクト、特に女性と子供のため、黒人人口の間で司牧活動、人種平等活動、子供
の人権、孤児、ハンセン病センター、自由闘争と自己エンパワメントプログラムを紹介していま
す。それに続く主導的な活動は基本的に、最初の５つの使命によって設定されたパターンに従い
ました。SSpSの最初の会憲は十分にはっきりしています : 「神の聖なる愛は、敬虔な気持ちでは
なく、動機と行動で成り立っています」(SSpS最初の聖則, 1891) 。
二つの世界大戦 (WWⅠ,1914-18とWWⅡ, 1939-45) はSSpSの国内および国際的な忠誠心がテストさ
れ、試された坩堝のようなものでした。彼女たちの国家間の敵意を忘れて、SSpSは一致して戦争
の残虐行為に逆らって立ち、宣教使命としてSSpSは共に偏狭な愛国心を押しのけるよう働きまし
た。敵国からのシスターたちと共に同じ屋根の下に、戦争で家族を失ったシスターたちと一緒に
暮らすこと、即座に記憶にある様々なことを超えて、共同体の中の一致と連帯のより深い価値を
見ることは、絶え間ないチャレンジでした。戦争中の苦しみ、病気、無知の恐ろしい現実に触れ
たことは、すべての人々を寛大に勇気づけ、思いやって抱きしめる態度を形作ることになりまし
た。
戦争中のSSpSの存在と奉仕は苦悩と病気の経過を改善するだけでなく、誇りや偏見の知的内部の
障害を、一つの家族として一致へと開きます。第一次世界大戦中だけでも、約150人のSSpSが戦争
犠牲者の世話に専念していたと推定されています。第二次世界大戦中には、さらに多くの人が奉
仕に献身しました。それは通常の規則的に決まった典礼の形の中絶を意味し、修道院のゆったり
した規則は、人々や家族が滞在し、第一に人間と生活の社会的側面を大切にする、人びとに向け
ての使徒職となることを意味しました。
輪を広げることは、心と考えと勤勉を要する継続的なプロセスです。会として、わたしたちは
本質的に自然に実施し連帯性と支持を繰り広げる雰囲気を造り、提供することができる組織とプ
ログラムを有していることは幸いです。会の国際性、多文化間性、共通のプログラム、異文化教
育と体験の機会、宣教使命と総集会の指針のうちにある貧しい人たちとの本当の直接的な接触、
締め出され、疎外された人たちとの交わりの輪を広げるための正しい道が定められています。有
益な構造を持つことは、もちろん交わりを保証するものではありませんが、同じ目的をたどる他
の人々と共にする旅にわたしたちを導きます。

振り返りと行動のポイント
1. この振り返り資料から得た大切な洞察を分かち合いなさい
2. わたしの個人的な内心の輪に、わたしは誰を入れますか? なぜですか?  わたしは誰
を除外しますか? なぜですか?
3. わたしは今年締め出され、疎外されている人たちとの交わりの輪を広げるためにどん
な努力をするつもりですか?
4. あなたの地域の社会から排除されている人、
グループ、
または状況を特定しなさい。
あなた/あなたの共同体はそれについて何をしましたか？
5. わたし／わたしたちの応答はSDCに触発されていますか? わたしたちは社会問題に
関する地元の神学的考察／取組をよく知っていますか?
翻訳者:

Sr. Francisca, Hiroko Yanagi, SSpS
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