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神の慈しみの輪を広げる、
移民と難民へ正義と包括的な愛を

米国と同時にわたしたちの世界の最大の現
実の一つは、移民と難民です。国際的移
住者の数を知ることは衝撃的なことです。
移住者　－　生まれた場所以外の国に住む
人　－　その数は2015年には世界全体で2
億4,400万人に達しました。これは国連に
よれば、2000年に比べて41 %増加していま
す。この数字には約2000万人の難民が含ま
れています。これらの難民のうち、100万
人は、殆どが南スーダンから逃げ出した女
性と子供です。およそ1,100万人はシリア
国内で、480万人は国外へ逃れています。
この少年は、Aleppoとわたしたちの世界
で、苦しんでいる子供たちに顔をむけてい
ます。

あなたにとって、移住者たちの顔つきはど

んな風に見えますか? 

アメリカ／カリブ海地域の移民に関する会
社側の立場として、わたしたちは、アルゼ
ンチンでの最初のSSpSの宣教使命と移住者
たちとの間のつながりに注目しました。で
すから当時の開拓者だったシスターたちは
その頃、移住について現在のような風にで
はないとしても認識をしていました。

見る

Sr. Rose Therese Nolta, SSpS とBr. Brian McLauchin, SVD

あなたの管区の歴史のなかで、移住者
に関して、どんなことがありますか?

アメリカでは、最初から移住者たちの国
でした。その歴史を通して、一時期には
USAはもっと歓迎的であり、他の時期に
はもっと厳しくなり歓迎しなくなりまし
た。今回の選挙によって、トランプ大統
領となってからは、この問題はエスカレ
ートしてきました。今や、わたしたちに
とって移住者のための存在となること
が、大いに求められるようになりまし
た。アメリカの歴史をとおして、わたし
たちは小教区で、また社会センターで移
住者たちと働いて来ました。

あなたの国では、どんな歴史があります
か? わたしたちSSpSは移住者たちとどの
ようにすべてを包み込む神の愛を分かち
合うことができますか? 

移住者と難民の移動の関連で、

米国と世界を

わたしがMcHenryの抑留者を訪ねていた時、
シリアからの母親とその娘と話し合いまし
た。「わたしは刑務所などにいたことは決
してありません。わたしは何も悪いことを
したことがありません」と母親は話の間じ
ゅう泣き続けました。彼女の娘は彼女を慰
めようとしました。今なお、女性と子供た
ちは戦時下にあり、拠り所がありません; 
彼らは全く難民なのです。

Omran Daqneesh, 5, Aleppo, Syria
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わたしたちのところで働いている一人の若

い女性は不法居住者でしたが、今は適格

移民の青少年を追放から守る、幼児就学

のための延期措置と呼ばれる一時的な書

類があります。彼女は今後何が起こるか不

安です。彼女の書類は取り去られ、彼女の

生活はどうなるのでしょうか? 彼女は恐怖

のうちにいる何百万人のうちの一人です。

「わたしはエクワ
ドルでの彼女の
家族について話
すのを聴きまし
た。彼女の夫は
警官でした。その
地域を支配して
いたギャングは彼
女の夫がそのギ
ャングのことを告
げ口をしたと考え、そのため彼らは家族を
拷問にかけ殺すと脅しました。彼らはわず
かな持ち物を集め、二人の子供を抱えて夜
の間に逃げ出しました。赤ん坊は旅の途中
で重い病気になりました。彼らは国境に着
いたとしても冷たい収監所では赤ん坊は絶
対生き延びられないと考えました。そこで父
親は赤ん坊と一緒にメキシコに留まるとい
う難しい決断をしました。そして母親と他の
子供はアメリカに行きましたと。」

アメリカのバージニアの聖霊扶助会より

これらは今日、わたしたちの移民の現状で
す。2014年　－アメリカには主としてメキ
シコ、インド、中国、フィリピン、キュー
バからの人々が101万6518人ほど正式に居住
していました。

あなたの国では、どこから来た人たちが正
式に居住していますか? 彼らは何をしてい
ますか? 

2012年にUSAには、1140万人の不法居住者
がいました。主な彼らの生まれは、メキシ
コ、エルサルバトル、グワテマラ、ホンジ
ュラス、フィリピンです。かれら、男性、
女性、子供たちは今、恐怖のうちに暮らし
ています、なぜならトランプ大統領が彼ら
を追放し、アメリカとメキシコとの国境に
壁を作ると言っているからです 

あなたの国に、不法居住している移住者は
どこから来ましたか? 彼らはどんな仕事を
していますか? 彼らは政府を恐れています
か?

どうして人々はUSAあるいはあなたの国
に来るのでしょうか? 主な原因は三つ
あります。貧困、戦争、暴力そして、中
央アメリカです　－　ギャングが原因で
す。言いかえれば、彼らは暴力沙汰のな
い、より良い生活をしたいと考えたから
です。2013年には62万6238人が逮捕さ
れ、50万人が彼らの国に送還されまし
た。彼らは主としてメキシコ、グワテマ

ラ、ホンジュラス、エルサルバドルに
送還されました。

なぜ人々はあなたの国に来るのですか? 

最近の2年間に国境を越える「同伴者の
ない子どもたち」と子供たちを連れた母
親たちが大量に出始めるようになりまし
た。彼らがやって来る主な国はホンジュ
ラス、グアテマラ、エルサルバドル、メ
キシコでした。このような母親と子供た
ちはバラックのような収容所に入れられ
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以下はわたしたちが行動を起こすために準
備しようとする時に、上述のことについて
考察し、そのために祈り考慮しなければな
らないすべてのことの、ほんの手始めにす
ぎません : 

聖書は移住者と見知らぬ人の扱いについ
て、わたしたちに多くのことを教えていま
す。事実、移民の概念は旧約聖書だけでも
92回出ています。そこには大変多くのこと

があげられています..．その一つとして : 

「あなたたちの神、主は神々のなかの神、主な
る者の中の主．．．孤児と寡婦の権利を守り、
寄留者を愛して食物と衣服を与えられる。あ

なたたちは寄留者を愛しなさい。あなたたちも
エジプトの国で寄留者であった」(申命記 10 : 

17-19)。

 „「寄留者があなたの土地に共に住んでいるな
ら、彼を虐げてはならない。あなたたちのもと
に寄留する者を、あなたたちのうちの土地に生
まれた者同様に扱い、自分自身のように愛しな
さい。なぜならあなたたちもエジプトの国にお
いては寄留者であったからである。わたしはあ

なたたちの神、主である」(レビ記 19 : 33-34) 。

この聖書の記事はあなたに何を教えています
か? あなたは旧約聖書に移民に関するその他

の引用を見つけることが出来るでしょうか?

「わたしが餓えていたときに食べさせ、わたしが旅
をしていたとき、宿を貸し、裸の時に着せ．．．牢

にいたとき、訪ねてくれた」 (マタイ25 : 31-46) 

この箇所はあなたにとってどのような意味
がありますか?　わたしたちは移住者や難
民に対してどのようにすることができます
か? 

イエスと、マリアとヨゼフは難民でした。彼らは恐
怖、苦闘、見知らぬ難民となることを経験しまし

た。マタイ2章13-15 

福音書にその他の事例がありますか? 

あらゆるものを包み込む神のイメージ : 
父は善人にも悪人にも太陽を登らせ．．．マタイ5 : 

45 : 子供たちをわたしのところに来させなさい- ル
カ 18 : 16; わたしのもとに来なさい．．．マタイ 11 : 

28-30 :

腕を差し伸べる幼子、イエスのイメージ; 十字
架の上に差し伸べられたイエスの腕を。 

その他に何か?

ました。多くの場合、彼らは暴力、貧困、
ギャングの手から逃れてきているのですか
ら、難民となる資格があります。

アメリカに、そして世界に、もっと沢山の
移住者と難民の事実、物語、現実がありま

す。わたしたちができる方法で、彼らに話
しかけ、丁寧に扱います。このようなこと
は、行政や多くの人々が移民、難民に対し
て良くない感じを持っている場合にはチャ
レンジとなります。

判定
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カトリック社会教説 : この教説の原則すべ
ては重要ですが、第一と第二の原則は最も
重要です。第一の原則は人間の生命と尊厳
で、第二の原則は家族、共同体、そして参
加への呼びかけです。彼らの権限のあるな
しや、国籍、性別に関わらず、一人ひとり
の人間の尊厳を認めることは、大変重要な
ことです。家族を一緒に守ることは、移民
の法律上の規則において非常に重要で原則
です。

なぜ、これらのことが重要だと思いますか? 

その他に何か社会教説がありますか?

教皇、フランシスコは移住に関する新しい
合法的で安全な形態を開発するように国際
社会全体に訴えてきました。彼は現代の大
規模な人の移動は、現代の時のしるしであ
るとする議論や、その状況は個別な緊急事
態のせいで起きた状況であるという考えを
拒絶しました。彼は中米とメキシコからア
メリカに入国した同伴者を持たない子供た
ちが歓迎され、保護されるように特別な訴
えを起こしました。  

あなたの国に向けた、教皇フランシスコから
の特別なメッセージがありますか? 移住者
と難民に関して、その他に何か引用される
事例があなたの注意をひいたことがありま
すか?

本会の会憲112 に は、わたしたちが正義と
平和という立場に立っているなら、貧しい
人々に特別優先してサービスを提供するよ
うに勧めています。わたしたちの移住者と
関わる働きには、一人ひとりに人間として
の尊厳と価値を認識することが重要です。
わたしたちはいつでも物質的な物品を与え
ることはできませんが、彼らを尊重し、耳

を傾け、励ますことはできます。

今日、わたしたちは移住者や難民に対して
どんなことができるでしようか? この種の司
牧活動に関して、重要と思われる会憲の他
の記事を見つけることができますか? 

1996年第11回総集会文書「生活と宣教を
分かち合うよう呼ばれた」 に、「わたし
たちは不正な状況を認識し、それらにつ
いて自分自身、深く心に刻むことができ
る」と述べています．．．わたしたちは
尊重と是認の態度をもって、移住者、難

民、亡命者に近づきます。32-33ページ

あなたは今の時代をどのように認識し、
わたしたちはこれにどのように生き抜くこ
とができるでしょうか? その他の点につい
て、あなたは何か重要なことを見つけて
いますか? 

2002年第12回総集会、現代の宣教に向
けてSSpSの中に炎を輝かせる－ 総集
会文書の記録に「社会的に排除された
人々の数　－　移住者、難民、亡命者
のような人々・・・増加し続けていま
す．．．これらの懸念はわたしたちが
貧困に暮らす人々との立場を強化する
ように、より適切に取り組まれていま

す。#60  

わたしたちは排除された人々に対してど
のようにしていますか? 移住者について、
わたしたちはどのように話していますか? 
貧困は移住の原因です、それならわたし
たちは貧困をなくすために、どのような活
動ができるでしょうか?
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行動

出 入 国 管 理 に 加 盟 す る
SVD、SSpSAP、SSpSは移民と難民の代わ
りに共同行動をとっています。わたした
ちが最初にこの企て始めた時、わたした
ちの管区が参加できるように、4つの柱
を立てました : 

祈り、支援し、意識化をもって、わたし
たち自身自身と他の人々を教育し、最後
に行動すること。わたしたちはこの柱を
団体の移民に関する立場に据え、個別／
あるいは共同体に応用して役立つこと
を発見してきました。これらすべての行
動においてあなた方の立法上の現実を知
り、行動することが重要です。

祈り : 準備された祈り、聖時間、信心
の祈り．．．

支援 : 毎週、状況に応じて、祈り、呼
びかけ、あるいはe-mail、請願、行動、
ソ－シャルメディアなどによってわたし
たちメンバーに機敏な行動を促す警報が
送られます。一緒に活動することで大き
な変化が表れます。

意識化／教育 : 映画、講演、記事、国
連デー、e-mail情報など

行動 : 他の移民団体と関わる、移民に
関するアメリカ司教協議会との共同作

業、教皇フランシスコの移民と難民
に関する話を聴く、わたしたちの社
会メディア、フェイスブック、わた
したちのウェブサイトを使用、移住
を伴う人身取引・移住と気候変動と
いった他の状況とつなぐ、etc.　

あなたたちの活動はどんなものですか? 
以下はアメリカ／カリブ地方からの
移民に援助の手を差し伸べた幾つか
の事例です : わたしたちの共同体の
一つがあるシカゴのRogers Park地域
の移民たちのニーズとして、第二言
語としての英語を学び、コンピュー
ターや裁縫などの技能を学んでいま
した。そういうわけで、聖霊生活学
習センターが2012年に設立されまし
た。なおまた、現在は家庭内虐待を
受けている移民女性を支援する家庭
内暴力部門もあります。

何人かのSSpSは拘留所を訪問し、

拘留されている移民たちから彼らの
物語と体験を聴いています。

わたしたちは彼らのために何かを”す
る”ことはできませんが、彼らにとっ
て、わたしたちが彼らと顔と顔をあわ
せて一緒にいることは有難いことなの
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です。わたしたちは彼らにとって、顔を合
わせられる唯一の人なのです。彼らの多
くは、彼らの信仰と力が湧いてくることを
経験しました。

あなた方には何か物語がありますか?　

移住者に関する他の共同体の活動として
は、司牧上のプログラムをとおして移民の
ために働いたり、様々なやり方で彼らに手
を差し伸べています。また何人かのシスタ
ーは子供のための司牧プログラムに関わっ
ています。さまざまな地域社会が、移民女
性を歓迎して家庭に迎え入れました。

2003年1月に、アメリカとメキシコの司教た
ちはもはや見知らぬ人ではない、共に希望
に向かっての旅を歩もうという司牧的書簡
を発行しました。それは教会が移民に関す
る公共政策の提案にどのように応えるかを
左右する原則に留意しています。ちょうど
この頃、反移民感情、誤った情報、憎悪が

移住者の処遇の方法について法律、政策に
現れかけていました。わたしたち聖霊会の
シスターたちは わたしたちと移住者たち、
そしてわたしたちの正義への熱意を分かち

合う人々と共に立ち上がるべき緊急事態

であると信じました。

1. わたしたちは、自分の場所で、わたした
ちが協力できる個人あるいは組織を見
分けるように呼びかけられています。

2. わたしたちが移住者や難民への神の慈
しみの輪を、どのように広げたかという

物語を分かち合ってください。

わたしたちは何ができますか? わたした
ちは一緒に何かすることができますか? 

あなた方のご努力に感謝します!

翻訳者: Sr. Francisca, Hiroko Yanagi, SSpS


