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ヘルダー・ぺソア・カマラ大司教

ArchbishopHelderPessoaCamara



ごあいさつ

Greeting

庭野平和財団総裁

President

TheNiwanoPeaceFoundation

庭野日敬

NikkyoNiwano

カマラ大司教を私が知ったのは、 1970 年に京都で聞かれた

第一回世界宗教者平和会議 (WCRP 1)のときでありました。

同師は、この会議において、世界の主たる宗教者が互い

の壁を乗り越えて、話し合いのために一つのテーブルにつ

いた事を評して、「これは、まさに現代の奇蹟である」とい

うスピーチを行なわれました。諸宗教者が一つのテープル

につくということは、今日では珍しいことではありません

が、当時としてはその実現を期することは極めて困難なこ

とであったのです。

現代世界における宗教の構造改革の必要性を強調される

カマラ大司教も、同様にカトリックとプロテスタント聞の

話し合いと協力に意を注ぎ、その苦労を知っておられるだ

けに、「まさに奇蹟だ」という言葉が卒直に出たのだと私は

思うのです。

所詮、一発花火に終るだろう、といわれた WCRP も来年、

ナイロビで第 4 回目を聞くまでになったのですから、感慨

無量というほかはありません。そしてこの度、第 1 回目の

平和賞がカマラ大司教に贈られるということになり、まさ

しく「人を得た」ということで実に欣快に存ずる次第です。

2

IfirstmetArchbishopCamarainKyotoin 1970,
duringthefirstassemblyofｷtheWorldConferenceon

ReligionandPeace.Commentingonthefactthatleadｭ

ingreligiousfiguresoftheworldhadovercomethe

barriersthatseparat 巴d them, hecalledit“ truly amod巴rn

miracle"thatthesemenandwomenofreligionwere

sittingatthesametabletotalk.Thisisnolongerunuｭ

sual today, butatthetime, itseemedaverydifficult

feattorealize

ArchbishopCamarahasstressedtheneedforstrucｭ

turalreformsofreligionintoday'sworldandhehas

devotedhimselfuntiringlytodialogueandcoop 巴ration

betweenProtestantsandCatholics.Thepainshehas

takentoachievedialoguelie, Ibelieve, behindthefrankｭ

nessofthewordshechose,“truly amodernmiracle."

The World Conference on Religion and Peace,
whichsomethoughtwould havenooutcomemore

substantialthanafireworksdisplay , willholditsfourth

assemblyinNairobinexty巴a r. Wordscannotsayhow

gladIamatitscontinuance.AndIhaveanotheroccaｭ

sionforrejoicing, sinceitisArchbishopCamarawho

willreceiveourfoundation'sfirstpeaceprize.Truly, I

feelthatwecouldnothavepickedamoredeserving

町lan.
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選考経過報告

OntheSelectionoftheRecipientofthe

FirstNiwanoPeacePrize

庭野平和財団理事長

Chairman

TheNiwanoPeaceFoundation

長沼基之

MotoyukiNaganuma

お陰さまを以て滞りなくここに第 l 回庭野平和賞の贈呈

式を行わせて頂く晴れの日を迎えることができましたこと

は、私どもにとっても無上の喜びとするところであります。

庭野平和財団の事業の一環として、平和賞に関する方策

が、多くの方々 の助言を賜りつつ進められ、世界の宗教代

表者および国内有識者の方 5 人で構成される審査委員会の

結成をみるに至りました。ついで受賞資格者の推薦につい

て、昨春以来、世界 82 ヵ国約 600 名の方々 にご依頼いたし、

厳選 48名の候補をご推挙いただきました。厳正慎重な審査

選考の末、審査委員全員一致で今回は、永年にわたり宗教

協力活動、又宗教を基盤にした正義と平和への献身的な活

動をされております H.P. カマラ師に対し、第 1 回の授賞

が決定いたしたのであります。

選考の審査は難航いたし、委員の先生方はたいへんご苦

心されました。しかし選考の苦心が大であったということ

は、一面において、平和のために尽力し人類の平安のため

に貢献している偉大な方々 が、実はかくも多く存在してお

られるということの証左でもあろうかと存じます。私ども

はこのことによって意を強くいたすと同時に、課せられた

責任の重さを改めて思い知らされました。

どうぞ今後一層のご教示ご助力を賜りますようお願い申

し上げ、ご報告の挨拶にかえさせて頂きます。
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Weareextremelyhappythattheauspiciousdayhas

finallyarrivedforthefirstpresentationoftheNiwano

PeacePrize

Wereceivedsuggestionsfrommanypeopleregarding

ourplanstoawardapeaceprizeaspartoftheworkof

theNiwanoPeaceFoundation.A five-memberpanel

composedoflearnedmenfromJapanandrepresentaｭ

tivesoftheworld'sreligionswasformedtojudge 巴ligi

bility. Thecandidates werescreened beginning last

springinaccordancewiththerecommendationsofsome

600advisorsin82countries.Thisnarrowedthelistto

48nam 巴s. Afterseriousdeliberationsthepanelreached

aunanimousdecisiontoawardthefirstNiwanoPeac 巴

PrizetoDomHelderPessoaCamara, Archbishopof

OlindaandRecife(Brazil) , forhisdevotedeffortsover

manyyearsforcooperationbetwe 巴n thefaiths, justice
foundedonreligiousbelief, andpeace

Them巴mbers ofthepanelworkedlongandhardto

reachtheirdecision.Thedifficultytheyhadmakinga

finalsel 巴ction isproofthattherearemanymenand

womenofgreatcharacterwhoareworkingonbehalf

ofpeaceforallmankind.Thisisbothagreat 巴ncour

agement, andanewreminderoftheweightyresponsiｭ

bilitywebear

Wehopethatwewillcontinuetohaveyourguidｭ

anceandsupport
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庭野平和賞について

趣旨

今日、わたくし達の住む地球は、さまざまな問題をかか

えています。核戦争の危機、軍拡競争による資源の浪費、

開発途上国における飢餓と貧困、非人道的な格差と抑圧、

大気の汚染、および人間の精神の額廃、等々。

これらの諸問題を克服し、すべての人びとが自由であり、

精神的にも物質的にも充足した生活のできる豊かな社会、

つまり真の平和社会を実現することは、万人の願うところ

です。そのためには新しい世界共同体を志向する人聞社会

の秩序ある発展が望まれます。

しかし、かかる大業は到底一人の力を以て成し得るもの

ではありません。あらゆる民族、宗教、階層の人びとが、

お互いの相違をこえて力を合わせ努力しなければなりませ

ん。

このような時代において、あらゆる人びとの聞に相互理

解と信頼および協力と友愛の精神を培い、平和社会建設の

基盤を築くことは、今日の宗教に課せられた重大な責務で

あると申せましょう。その責務を果すためには、先ず宗教

者みずからが自己の信ずる宗教のみを絶対化するのではな

く、お互いをわけへだてる壁を取りはらって、平和社会の

実現のために、手を携えて協力し、献身すべきであると思

います。

このような観点から、庭野平和財団では、平和と正義の

実現をめざした宗教協力の理念と活動の輸が一層ひろがり、

多くの同志の輩出することを衷心から願うと共に、現に、

ひたむきに宗教の相互理解と協力を促進し、その連帯を通

じて世界平和の実現のために貢献している宗教者の数多く

存在することを確信するものです。

よって、当財団は、平和のための宗教協力に献身する人

材を表彰し、励ますと共に、さらにはその業績が世の多く

の人びとを啓発することを念願として「庭野平和賞」を設

定しました。これによって、平和のための宗教協力がさら

に一段と促進され、献身する多くの人びとが輩出されます

ことを祈念するものです。

S

TheMeaningoftheNiwanoPeacePrize

Theworldinwhichwelivetodayisbesetbymany

problems:thethreatofnuclearwar, thesquanderingof

preciousnaturalresourcesonthearmsrace, famineand

povertyinthedevelopingnations, inhumanediscrepｭ

anciesand oppression, environmental pollution , and

spiritualdecadence

Peopleofgoodwilleverywhereyearnfortheoverｭ

comingoftheseproblemssothatallpeoplemaybefree

andmaylivelivesofbothspiritualandmaterialaffiuｭ

ence-inshort, therealizationofatrulypeacefulsocieｭ

ty.Thiscallsfortheorderlygrowthofasocietythat

aspirestothecreationofanewworldcommunity

Butnoonecanaccomplishthisgreattaskalone

Peopleofallraces;religions, andstrataofsocietymust

join together, overcomingthedifferencesthatseparate

them.Today, religionischargedwithth 巴 important duty

offosteringmutualunderstandingandtrustandaspirit

ofcooperationandfellowshipamongallpeoplesothat

thefoundationsofapeacefulsocietymaybelaid.To

discharg 巴 this duty, peopleofreligionmustbeginby

tearingdownthewallserectedbyeachreligion'sbelief

thatitsteachingsalonerepresentabsolutetruth , joining
handsinwholeheartedcooperationtobringabouta

peacefulsociety

WeattheNiwanoPeaceFoundationhopeabove

allthattheidealsandactivitiesofinterreligiouscooperｭ

ationforthesakeofpeaceandjusticewillspreadin

ever-wideningcirclesandthatagrowingnumberof

peoplewillcomeforwardtodevotethemselvestothis

cause.Indeed , weknowthatmanypeopleofreligionare

alreadyworkingearnestlytopromoteinterreligiousunｭ

derstandingandcooperation , contributingtothecause

ofworldpeacethroughtheirsolidarity.

TheFoundationhasestablishedtheNiwanoPeace

Prizetohonorandencouragethosewhoaredevoting

themselvestointerreligiouscooperationinthecauseof

peace, andtomaketheirachievementsknowntoasmany

peopleaspossibletheworldover.Itisourdeepestwish

thatthiswillfurtherpromoteinterreligiouscooperation

forpeaceandleadtotheemergenceofevermorepeople

devotingthemselvestothiscause.

フ



表彰の対象

宗教的精神にもとづ、いて、宗教協力を促進し、宗教協力

を通じて世界平和の推進に顕著な功績をあげた人(または

団体)を対象にして、国の内外を問わず、毎年 1 名(または

l 団体)を選考し、これに正・副の賞を贈って顕彰します。

贈呈式

毎年 4 月、東京において贈呈式を行い、正賞として賞状、

副賞として賞金 2 ， 000万円および顕賞メダルが贈られます。

またひき続き受賞者による記念講演が行われます。

選考方法

先ず、宗教別、国別の人口比とバランスを考慮、して公正

に選定された内外の宗教指導者および有識者の方々(第 l回

は 82 ヵ国、 600人)に依頼して受賞候補者の推薦をいただき、

さらに審査委員会の厳正な審査を経て、多くの受賞候補者

の中から 1 名の受賞者を決定します。なお、審査委員会は、

仏教、キリスト教、イスラム教の世界的な指導者、学識経

験者、および庭野平和財団代表者の 5 名(海外 3 、国内 2 )

で構成されています。

B

QualificationsforthePrize

TheNiwanoPeacePrizeisawardedannuallytoan

individualorgroup, domesticorinternational , thathas

promot 巴d interreligiouscooperationandworldpeace.

PresentationCeremony

TheNiwanoPeacePrizewillbeawardedeveryyear

inAprilataceremonyinTokyo.Therecipientwillbe

presentedwiththemainprizeofacertificateandthe

subsidiaryprizeof￥20 millionandamedal.Following

thepresentationceremonytherecipientwilldelivera

commemorativeaddress

NominationandSelection

Peopl 巴 of religionandintellectualfiguresbothwithｭ

inJapanandoverseaswereaskedtonominatecandiｭ

datesforthefirstNiwanoPeacePrize.Theirnominaｭ

tionsw巴re senttotheFoundationforselection

ForthefirstNiwanoPeacePrize, 600peoplein82

countrieswereaskedtosubmitnominations.Allthe

nominationswerescr 巴ened byacommitteecomprising

representativesfromBuddhism, ChristianityIslam, and
academia, inadditiontoarepresentativeoftheFounｭ

dation.
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表彰の理由

庭野平和財団は、庭野平和賞審査委員会の決定に基づき、

第 1 回庭野平和賞をブラジルのへルダー・ペソア・カマラ

大司教に贈ることに決定しました。

ブラジルのオリンダ・レシフェ教区大司教へ/レダー・ペ

ソア・カマラ師は、約50年間の活動を通して、次のような

功績を成し遂げてきました。

カマラ大司教は聖書の教えに基づき、常に貧しい者、弱

い者の擁護者として、また非暴力による平和主義の実践者

として、正義と平和の実現を目指して努力してきました。

また、現代社会に存在する非人道的格差に深く心を痛め、

今日の矛盾に充ちた経済秩序、社会構造の改革を訴え続け

へJレダー・カマラ師の近影

守口

WhyArchbishopHelderPessoaCamaraWas

SelectedastheFirstRecipientofthe

NiwanoPeacePrize

The Niwano Peace Foundation , acting on the

NiwanoPeacePrizescreeningcommittee'srecommenｭ

dation , hasdecidedtoawardthefirstNiwanoPeace

PrizetoArchbishopHelderPessoaCamaraofBrazil

ArchbishopCamaraofthedioceseofOlinda-Recife

hasservedinBrazilforsomefiftyyears.Takingthe

teachingsoftheBibleashistouchstoneandpracticing

theprinciplesofnonviolenceandpacifism, heisaproｭ

tectorofthepoorandweak.Hisdeepdistressatthe

inhumanegapdividingrichandpoorhasledhimto

maintainafearlessadvocacyofeconomicandsocial

reform.Whileurgingself-restraintonthepartofth 巴

richandpowerful , hehasdevotedhimselftohelping

thepoorandweakbecomeself-reliant, improvingtheir

welfare, andprotectingtheirhumanrights.

Hiseffortsincludeorganizingtheα cao esperanza

(OperationHope)movement, establishingtheBankof

Providence, andorganizingtheMovementforAction ,
Justice, and Peace(Council forJusticeandPeace)

Theseactivities, carriedoutamidBrazil'sdifficultpolitｭ

icalandsocialconditions, havesteadilyhelpedfurther

humandignityandbettermentandliberationfromopｭ

pr 巴ssion andpoverty

ArchbishopCamarahasalsoworkedtirelesslyto

promoteinterreligiouscooperation.Hewasinstrumenｭ

talintheformationoftheNationalConferenceofBraｭ

zilianCatholicBishopsandtheLatinAmericanBishops

ConferenceandbroughttogethertheCatholicChurch

andProtestantChurchesintheBrazilNationalCouncil

of‘ Christian Churches

ArchbishopCamara'sactivitiesinbehalfofhuman

rightsandreligiouscooperation, inwhichhehasperseｭ

veredundauntedbytheforcesofpowerandunswayed

bypersecutionandslander, arerootedinhisfirmfaith

inth 巴 glory ofGod , thedignityofconscience, andthe

fundamentalunityofhumankind, aswellashisbelief

intheeventualrealizationofjusticeandpeaceonearth

Hisdeepfaith , hishumblelifeofpovertyandprayer,
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てきました。そして、富める者、権力ある者の自制を促し、

貧しい者、弱い者の自立を助け、福祉の充実及び人権擁護

のために献身してきました。

このような大司教の努力は、アカオ・エスぺランザ運動

を組織し、福祉銀行を創設し、また正義と平和委員会にお

ける活動など、幅広く多岐にわたっています。これらの諸

活動は、ブラジノレにおける困難な政治的、社会的状況の中

にあって、人間の尊厳と向上、抑圧と貧困からの解放に着

実な成果をあげています。

また、宗教協力の実践については、ブラジル・カトリッ

ク司教協議会およびラテン・アメリカ・カトリック司教協

議会の創設に尽力し、また同時に、プロテスタン卜教会と

の合同による、ブラジル・キリスト教連合会の創設に尽力

しました。このような活動を通して、教会が一致して現実

の諸問題の解決に献身する道を聞き、教会の刷新と覚醒を

促してきました。

さらに、宗教者に課せられた平和への共同の責任を遂行

するため、世界の主要宗教を以て構成する世界宗教者平和

会議の推進者の役割も果たしてきました。そして、諸宗教

の相互理解と協力の促進に多大の貢献をしています。

以上述べた人権擁護、宗教協力の活動は、権力を怖れず、

迫害と中傷をこえて、神の栄光と人間の良心の尊厳、およ

び人類の根本的一致を確信し、ついには正義と平和がこの

世に実現すると信ずる放の活動でありました。このような

カマラ大司教の深い信仰、清貧と祈りの生活、および勇気

ある行動は、宗教者の亀鑑とするところであります。

我々は、カマラ大司教のこうした永年にわたる宗教活動

と、その宗教協力を基盤とした正義と平和への献身に対し

て、深く敬意を表し、その多大の功績を顕彰すると共に、

さらに多くの平和への同志が輩出されることを衷心より念

願して、ここに第 l 回庭野平和賞を贈ります。

12

世界各地で正義と平和への献身をアピJレするカマラ師

andhiscourag 巴ous actionmakehimamodelforall

peopleofreligion.

TheNiwano Peac 巴 Foundation presentsthefirst

NiwanoPeacePrizetoArchbishopCamarainhonor

ofhislongyearsofdevotiontothecauseofjusticeand

peaceinthespiritofreligionandreligiouscooperation,
inrecognitionofhisgreatcontributionstothiscause,

andintheheartfelthopethatmanyotherswillemulate

himinstrivingforpeace
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福祉銀行 (Bank ofProvidence)

貧しい人び、との経済的側面からの自立と向上を促進すること

を目的として、最初のものは 1959 年に設立されました。篤志家

による寄金、および各国から贈られる品物の慈善市による収益

金等を基金として運営されています。

主な活動は次のとおりです。

①収支の償えない状況の人びとに対する社会復帰のための再

教育

②職業訓練および就職の斡旋

③無利子による小口金および住宅資金等の貸付

④その他経済的な援助活動

戸カオ・工スベランザ運動

(OperationHope= 希望運動)

人間としての自覚を高め、人間らしい生活の実現ーヒューマ

ニゼイション(人間化)ーの促進を目的として、 1968 年に設立

されました。開発途上国のかかえるさまざまな現実社会の諸問

題に対応しつつ、人間の尊厳、人間としての生きる権利と責任

を自覚させ、希望に充ちた生活を実現させる運動です。

主な活動は、次のとおりです。

①劣悪な居住壕境を余儀なくされている貧しい人び、とへの適

切な住居の供給

②青少年の啓蒙と教育の支援

③老人の保護

④難民の救済

⑤非暴力、平和思想の普及

地方自治体代表、住民委員会、専門家、個人有志等によって

組織されています。事務局には、社会学者、経済学者、社会福

祉等の専門家を含みます。

「行動、正義、平和のための運動」

(Action , JusticeandPeaceMovement= 正義と平

和委員会)

へ/レダー・カマラは、非暴力運動について、インドのマハトマ・

ガンジーおよびアメリカのマルチン・ルサー・キングから多く

の事を学びました。最初に学んだことは、自己に打ち克つとい

うことでした。自己 iこ打ち克つことによって自己を自由にしう

る者が、他者をも自由にすることが出来るのであり、正当な非

暴力が暴力よりも憎しみよりも強い、という教えです。
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BankofP問、 idence

ThepurposeoftheBankofProvidence, establishedin

1959, istohelppoorpeoplebecom 巴 more self-reliantand

enhancetheirlivesbyprovidingeconomicassistance.Forits

operatingfundsthebankdependsuponindividualdonaｭ

tionsandtheproceedsofcharitysalesofgoodsdonated

fromaroundtheworld.Thebani く 's m勾 or activitiesinclude

I.Reeducationofp巴ople whothroughcircumstancesare

unabletoearna living, toenablethemtoreenterthe
mainstreamofsociety

2.Vocationaltrainingandjobplacement

3.Interest-freesmallloansandhousingloans

4.Otherformsof 巴conomic assistance

ActioE~peranza Movement(OperationHope)

Theobjectiveofthismovement, organizedin 1968, is

“ humanization": helpingpeoplegaingreaterawarenessof

theirhumanityandlivemorehumanlives.Theaimsofthe

movementaretobringaboutawayoflifefullofhopeby

addressingth 巴 various problemswithinthesocietiesofthe

developingcountrieswhilemakingpeopleawareofhuman

dignityandoftheirrightandresponsibilitytolive.Particｭ

ipatinginthemovementarelocalgovernmentrepresentaｭ

tives, residents , councils, specialistsinvarious fields , and

otherconcernedindividuals.Thesecretariatincludessociolｭ

ogists, economists, andsocialwelfarespecialists.Principal

activitiesinclude

I.Provisionofsuitablehousingforpoorp巴ople forcedto

liveingrosslysubstandardenvironments

2.Supportforyoutheducationandinstruction

3.Protectionoftheelderly

4.Refugeerelief

5.Propagationofthephilosophyofnonviolenceand

pacifism

ルlovement forAction, Justice, andPeace(Council

forJListiceandPeace)

ArchbishopCamarahaslearnedmuch , inregardtononｭ

violent movements , from Mahatma Gandhi and Martin

Luth 巴r King, Jr.Thefirstlessonhelearnedwasthenecessity

ofconqueringoneself.Conqueringoneselfmakesonefree,
andonecanth 巴n makeothersfree.Nonviolentactionina

justcauseisstrongerthanviolenceandhatred

In 1968, thecentennialofGandhi'sbirth , Archbishop

CamaraorganizedtheMovementforAction , Justic巴， and
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1968年、ガンジ一生誕百年祭を期して、非暴力を基盤とした

「行動、正義、平和のための運動(正義と平和委員会)J を組織し

ました。

この運動は、ローマ教皇ヨハネス23世の唱導によって設置さ

れた正義と平和のための教皇委員会の趣旨を地域レベルで具体

化する役割lをも担うものです。そしてブラジル・カトリック司

教協議会およびラテン・アメリカ司教協議会の支緩を得て、さ

まざまな形で発展していきました。

「行動、正義、平和のための運動(正義と平和委員会)Jは、貧

困により人間以下の生活環境にある人びと、および利己主義に

より人間性を見失っている人びとの両者に対して、それぞれ人

間としての自覚を高めて、自由と平等の保障された人間らしい

生活が実現されることをめざしています。

主な活動の在り方は次のとおりです。

①ラテン・アメリカにおいて徐々に社会的経済的構造および

政治的文化的構造の効果的な改革をはかる。

②内外からの帝国主義的干渉のない、各国の民衆の自覚と統

合によるラテン・アメリカの統合。

③世界人権宣言をこの運動の基本的精神とする。

④この運動は、非暴力による革命であり、すべての暴力を排

除し、合法的手段をとる。

⑤ラテン・アメリカの各国に適合できる開発のための方法を

研究する。

⑤奴隷的雇用状況、労働者の集団解雇、段低生計賃金以下の

雇用、恵まれない人ひ・との人権の採蹄など、明白な不正義

を絶滅する。

⑦国々を分裂させ、天然資源を浪費し、正当な統合を妨害す

る軍備競争を告発する。

③公共の秩序を妨げない合法的な示威運動に対して、独断的

に非合法であるとして加えられる暴力を告発する。

③医l内および国際的な独占と帝国主義を告発する。

⑬人聞を疎外するあらゆる種類の開発を聖子戒する。

⑪人びとの自覚と良心を啓発するための集会を開催する。

⑫音楽、演劇、漫画など各種コミュニケーション手段を効果

的に活用する。

⑬合法的ストライキを支援する。

⑬各種の示威運動および大行進を実施する。

⑬非合法的に逮捕された同志を守るために、投獄される危険

を恐れず平和的な要求を行う。

16

Peace(CouncilforJusticeandPeace).Thismovementhas

translatedintoactionontheregionallevelthePapalComｭ

missiononJusticeandPeaceestablishedattheurgingofthe

latePopeJohnXXIII.WiththesupportoftheNational

ConferenceofBrazilian CatholicBishopsandtheLatin

AmericanBishopsConference, themovementhasgrownin

manyways

Th 巴 aims ofthemovementaretohelpbothpeopleliving

insubhumanconditionsduetopovertyandpeoplewho

havelostsightoftheirownhumanityduetoegoismtobeｭ

comemoreawareoftheirhumanitysothatahumaneway

oflifethatguarante 田 freedom andequalityforallmaybe

realized.Thefollowingbasicprinciplesunderliethemoveｭ

ment'sactivities:

I.Toworkforgradualandeffectivereformofsocialand

economicstructuresaswellaspoliticalandculturalinstiｭ

tutionsinLatinAmerica

2.TointegrateLatinAmericaonthebasisofeachcounｭ

try'speople'sselιawareness andintegration , withnoinｭ

ternalorexternalimperialisticinterference

3.TomaketheUniversalDeclarationofHumanRights

themovement'sbasicspirit

4.Toregardthemovementasoneofnonviolentrevoluｭ

tion , eschewingallviolenceandusingonlylegalmeans

5.Tostudydevelopmentmethodsthatcanbeadaptedto

LatinAmericancountries

6.To eradicatesuch blatant injustices asemployment

underslavelike conditions, massdismissalofworkers,
employmenton wagesbelowtheminimumsubsistence

wage, andviolationofthehumanrightsofthedisadvanｭ

taged

7.Todenouncethearmsrace, whichdividesnationfrom

nation , squandersnaturalresources, andhindersjustinteｭ

gratlon

8.Todenounceviolenceperpetratedagainstlegaldemonｭ

strationsthatdonotdisruptpublicorderonthearbitrary

thattheyareillegal

9.Todenouncedomesticandinternational monopoli 回

andimperialism

10.Towarnagainstallformsofdevelopmentthatleadto

humanalienation

II.Tosponsorgatheringstodeveloppeople'sself 二aware

nessandsenseofconscience

12.Toutilizeeffectivelyvariousmeansofcommunication ,
includingmusic, drama, andcartoons

13.Tosupportlegalstrikes

14.Tocarryoutdemonstrationsandmassmarches

15.Tomakepeacefuldemands, evenattheriskofimprisｭ

onment , todefend like-minded peoplewhohavebeen

illegallyarrested

オ 7



受賞者のプロフィール

経歴

1909年 2 月 ブラジル国セアラ州フォーテレサ市に生まれ

1931年 8 月

1952年 4 月

1952~55年

1952年

1955~64年

1955年

1955~64年

1958~64年

る。

ローマン・カトリック教会司祭に叙階。

ローマン・カトリック教会司教に叙階。

リオ・デ・ジャネイロ補佐司教。

ブラジル・カトリック司教協議会を創設、初

代事務局長。

リオ・デ・ジャネイロ補佐大司教。

ラテン・アメリカ・カトリック司教協議会設

立準備委員会に参加。

国家教育審議会委員。

ラテン・アメリカ・カトリック司教協議会副

会長。

1959年 貧民救済のための「福祉銀行」を設立。

1962~65年 第二バチカン公会議、聖職者紀律、在俗信徒

の役割、社会コミュニケーションの各委員会

委員。

1964年 4 月 ブラジル移民審議会委員。

1964年 4 月 オリンダ/レシフェ大司教に就任、現在に至

る。

1968年 「アカオ・エスペランザ、運動」の創設。

1968年 非暴力主義による「行動、正義、平和のため

の運動(正義と平和委員会) J を組織。

1970年10月 世界宗教者平和会議共同議長、運営委員。

「現代世界における宗教と構造改革の必要性」

と題して講演。

1982年 6 月 第 2 回国連軍縮特別総会でパックス・クリス

ティ代表として演説。

1982年11月 ブラジ/レ・キリスト教連合会 (CONIC) を創設。
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1909

1931

1936

1949

1952

1952-55

1952

1955

1955-64

1955

1955-64

1958-64

1959

1962-65

1964

1964

1968

1970

1982

1982

BorninForteleza, Ceanl, Brazil
OrdainedapriestintheCatholicChurch

DirectorofEducationalProgramsforthe

StateofCeanl

EditorofthemagazineCatholicNews

OrdainedBishop

AuxiliaryBishopoftheArchdioces 巴 of Rio

deJaneiro

FirstSecretary-GeneraloftheNationalConｭ

fer 巴nce ofBrazilianCatholicBishops

OrdainedArchbishop

AuxiliaryArchbishopofRiodeJaneiro

Participatedinpreparatorymeetingforthe

foundationoftheLatinAmericanBishops

Conference(CELAM)

MemberoftheNationalEducationCouncil

Vice-PresidentofCELAM

EstablishedtheBankofProvidence, which

servesthepoor

Participated in the Commissions ofthe

SecondVaticanCouncil

MemberoftheSupremeCouncilofImmiｭ

gratlOn

AppointedArchbishopofOlinda-Recifl 巴

Organizedtheacaoesperanz α(Operation

Hope)movement

OrganizedtheMovementforAction , Justice,
andPeace(CouncilforJustic 巴 and Peace)

Co 司Chairman oftheWorldConferenceon

R巴ligion andPeace

DelegatetosecondSpecialSessionofthe

UnitedNationsGen 巴ral AssemblyonDisarｭ

町lament

Founded theBrazil NationalCouncil of

ChristianChurches(CONIC)
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各種の役員

この他、国連世界人権会議(ニューヨーク)、正義と開発

国際委員会(ジュネーブ)、ストックホ/レム国際平和研究所

(SIPRI) 科学評議会(ストックホルム)、他、各種の国際機

関の役員を兼ねる。

名誉博士号

アメリカ、ベルギ一、スイス、ドイツ、フランス、オラ

ンダ、イタリア、ブラジjレ等の各大学から、法学、社会学、

経済学等の16の名誉博士号をうける。

著 書

「平和の中の革命」 1968年ブラジル

「第三世界を誹誘する」 1968年イタリア

「暴力の悪循環」 1970年フランス

「間に合うために」 1970年フランス

「砂漠は肥えている」 1971年フランス

「富者のための祈り」 1972年スイス

「都市概観」 1977年ブラジル

「司教の回心」 1978年フランス

「生きるための 1000の理由」 1978年ブラジ/レ

「二つの世界の交響曲」 1980年 レオ・スーネンス

枢機卿共著

べjレギー

「我が道の聖母マリア J 1981年 ブラジル

(注) (1) r我が道の聖母マリア」を除いて、それぞれ数ヵ

国語に翻訳出版されている。

(2) カマラ大司教に関する著作、評論は数多く、数

ヵ国語で翻訳、出版されている。

2ロ

InternationalActivities

ArchbishopCamarahasservedintheUnitedNaｭ

tionsInternationalCouncilonHumanRights, Internaｭ

tionalCouncilonJusticeandDevelopment(Geneva),
theStockholmInternationalPeaceResearch Institute,

andmanyotherinternationalorganizations

HonoraryDoctorates

ArchbishopCamarahasrec 巴ived 16honorarydocｭ

toratesin law , sociology，巴conomics ， andotherfields

fromuniversitiesinBelgium, Brazil , France, Holland ,
Italy , Switzerland , theUnited States, andWestGerｭ

many

BooksandArticles

RevolutionWithinPeace 1968 Brazil

Defamingth 巴 Third World 1968 Italy

TheSpiralofViolence 1970 France

ToArriveinTime 1970 France

TheDesertisFertile 1971 France

PrayerfortheRich 1972 Switzerland

AnOverviewoftheCity 1977 Brazil

Conv 巴rsion ofaBishop 1978 France

AThousandReasonstoLive 1978 Brazil

A SymphonyofTwoWorlds 1980 (Coauthor with

CardinalLeoSuenensofBelgium)

TheWayofOurHolyMotherMary 1981 Brazil

ArchbishopCamara'sbooksandarticleshavebeen

translatedintoanumberoflanguagesexceptforhis

mostrecentwork , whichispr 田ently availableonlyin

Portuguese
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[へJレター・カマラの言葉 Jl

今日、米ソ両国の保有する核兵器が地球上の全生物を何

回も抹消できるだけの破壊力をもっていることは、周知の

とおりです。にもかかわらず、両国ともあくことなく核兵

器を作り続け、その威力はますます高度化しております。

しかも、このような状況にたまりかねて、軍拡競争やス

パイ衛星などに大胆にも批判しようものなら敵に加担して

いると非難されてしまうのが実情です。

宗教は心のよりどころであり、経済的利害や党利党略に

とらわれることなく、永遠の真理と聖典にもとづき、深い

人間的価値を喚起するメッセージを発する力をもっていま

す。正義と平和のために世界の諸宗教が相携えて協力すれ

ば、その影響力は想像にかたくありません。

われわれが創造主御自身の呼び掛けに感応すれば、神秘

的な力によって動かされ、何事にも恐れず立ち向うことが

できるでありましょう。

仏教徒の兄弟たちが、真理と恒久の平和にとってなくて

はならない正義のために、世界の諸宗教の団結を求めるイ

ニシアチブをとられたことをうれしく思うとともに、敬意

を表します。

(庭野平和賞受賞によせて)

私達は、人類がいまや決定的段階に達していることを認

識しています。人類は、まさに地球上の全生物を破滅に導

く能力を持ち、また同時に、神の子としてそれに値する生活

水準を築く能力を持っています。真の会議をもつためには、

おのおのが自己の枠から出て、キ IJ 己心を克服しなければな

りません。おのおのが自己の良心と信念に忠実であると同

時に、私遣を結合するものを熱心に求め、人類の福祉と神

の栄光のために、犠牲をいとうことなく、共に働く決意を

する必要があります。

(第一回世界宗教者平和会議における講演から)
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MessagesfromArchbishopCamara

Today , w巴 know thatnuclearweapons-bothonthe

sideoftheUSAandonthesideoftheSovietUnionｭ

alreadyhavemanytimesthedestructivepowernecessary

toeliminatelifeonearth.Nevertheless , bothsidesare

continuingtomanufactureweaponswithanever-growｭ

Ingpower

Whenonehastheaudacitytoconfrontthearmsrace

andspysatellites, oneisaccusedofhelpingtheother

side.Religionshavemoralauthoritytopresentmessages

aboveeconomicandpartisaninterests:messagesbased

andfoundedoneternal truths , onsacred texts , and

expressingade巴p humanvalue.Itiseasytoimagine

theforceofinterreligiouscooperationforjusticeand

peace!

Whenhumanappealsechotheappealsfromthe

Creatorhimself, whoistransmittingthem, oneismoved

byamystique, abletofaceanythingwithoutfear.I

salutewithjoyourBuddhistbrothersfortheirinitiative

inunitingreligiousforcesforjustice.Thisisindispenｭ

sabletoatrulylastingpeac 巴.

-ontheoccasionofthefirstNiwanoPeacePrize.
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平和は、われわれ一人ひとりの内面の奥深くからはじま

るものでなければなりません。しかし、深奥の自己を真に

武装解除することのいかに難しいことでしょうか。それに

ひきかえ、自らを警戒心と憎悪のとりこにすることの何と

たやすいことでしょうか。

世界の若者たちよ、世界各国にいる善意ある人びとの数

は想像をはるかにこえます。目を見開いて、そういう人び

との良心を目覚めさせることを君達の役目としなさい。

世界の諸々の宗教者たちよ、お互いに尊敬しあい、暴力

に立ち向い、憎しみと軍拡競争と戦争を廃絶するために力

を結集しましょう。

(第 2 回国連軍縮特別総会における講演から)

農地改革を行わないならば、農村労働者の非人道的とも

いえる悲惨な境遇は永続するでしょう。銀行制度の改革な

しには、国の開発は進展しないでしょう。経済制度の改革

なしには、富める者はますます豊かになり、貧しい者は苦

しみつづけるでしょう。選挙の改革なしには、たとえ自由

選挙であっても実態は金力に従属した選挙です。行政改革

を行わないならば、官僚機構は公共の活力を損うものであ

りましょう。

(r平和を作る者の奮闘」から)
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Weknowfullwellthatmanhasreachedad巴clslve

stage.Heisnowcapablebothofdestroyinglifeonearth ,
ormakingitpossibleforeachhumanbeingtoreacha

standardoflivingworthyofthesonsofGod

Arealmeetingrequireseachonetocomeoutofhis

sh ・ell andovercom 巴 his selfishness.A realmeetingreｭ

quiresthateachone, whileremainingloyaltohisown

conscienceandtohisownconvictions, shouldaimat

discoveringwhatevermayuniteus, withoutmeasuring

sacrifices, andatwhatevermaymakeitpossible, tomorｭ

row , toworktogetherforthegreatergloryofGodand

thewell-beingofmankind

-fromtheFirstAssemblyoftheWorldConference

onReligionandPeace.

Peac 巴 must begindeepwithineachoneofus.....How

difficultitistobetrulyunarmedinourinmostselves!

Andhoweasyitistofillourselveswithprecaution,
withhateandinahalfunconsciousway, howeasyto

fillourselveswithadesiretoseeouradversaryorwhoｭ

everupsetsorirritatesusdisappear!

-Youthoftheworld , makeityourspecialitytoopen

theeyesandalerttheconsciousnessofpeoplewith

goodwillwhoinallcountriesareamuchlarger

numberthanwecanimagine…
-Religionsoftheworldrespectoneanothermutualｭ

lyandjoinforcesagainstviolence, againsthate,
againsttheArmsRace, againstWar

-fromtheSecondU.N.SpecialSession

onDisarmament.

Withoutagrarianreform, thealmostinhumanmisery

oftheruralworkerswillpersist.Withoutbankingreｭ

form , littlewillbedoneforthedevelopmentofthe

country , andwithoutfiscalreform , therichwillcontinｭ

uetogrowricherwhilethepoorwillcontinuetosuffer

Without 巴lectoral reform , theelectionswillappearto

befreebutinfactwillbesubjectedtothepowerof

money.Withoutadministrativereform, bureaucracywill

continuetosapthestrengthofpubliclife

from“ The ViolenceofA Peacemaker刊
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(平和の人ヘルダー・カマラ HELDERCAMARAMANOFPEACE

庭野平和財団の平和賞受賞者にへ/レダー・カマラ大司教

が選ばれたことは、われわれにとって、大変よろこばしい

ことです。これによってわれわれは、カマラ大司教の生活

とメッセージが、教会や国家の枠を超え、今日、人類全体

が深く希求しているものの一部に答え得るものであること

を改めて思い知らされた次第です。

ビジョンの人へルダ一・カマラ

ヘルダー・カマラ大司教は、他の誰よりも遥か遠くを見

ています。しかし、それは雲に見入る夢想家という意味で

はなく、何よりもまず自分を取り巻く人たちの状況をしっ

かり見すえている、という意味です。しかもその際、科学

や知性を働かせるというより、理性と愛情をふり注いで、

しっかりと人間の状況を見すえているのです。彼は、兄弟

たちの暮らしの具体的状況に目をすえますが、それは兄弟、

同胞に対する愛から生まれたものです。観察を通して、自

分がみたてた人間の病弊を救済するため、常にその手立て

を模索してきたのが、カマラ大司教です。

これまでカマラ大司教は、自ら幅広い組織づくりに精力

を傾け、その組織を通じて物質的援助を世界に求めてきま

した。しかし、彼の展望は遠大で、鋭く、物質的援助は単に

対症療法であって短期的な応急措置でしかなく、彼が完全

に治癒しようとしている病根に向けられたものではないこ

とを彼自身、見抜いてきました。つまり、カマラ大司教の

ビジョンは、眼前の飢餓や病気、住宅不足より深いところ

にあり、その根底にあってそれらをひき起こしている原因

を見極めてきました。

彼は、その冷徹な目を通して、特権意識をもち、自己の

利益のみを求める者たちの神話と弁明を見通し、多数の人

びとを犠牲にして少数の権力者に味方する不正に満ちた社

会および政治・経済的構造を指摘してきました。

このようなカマラ大司教に対して、怒りに満ちた反応が

かえり、迫害を受けることすらありました。しかし、彼自

身あるいは他の人びとにとって、それがどんなに不愉快な

26

ブラジル・カトリック司教協議会会長

President, TheNationalConference
。f BrizilianCatholicBishops

ドン・イボ・ローシャイタ

DomIvoLorscheiter

ItgivesusgreatsatisfactiontonotethattheNiwano

PeaceFoundationhaschoser, DomHelderCamaraas

recipientoftheiraward.ItremindsusthatDomHelder's

lifeandmessagegobeyondtheconfinesofhisChurch

andcountrytomeetsomeofthedeepestaspirationsof

humanitytoday

HelderCamaraManofVision

HelderCamaraseesfatherthanmostmen , notinthe

senceofbeingavisionarylookingintotheclouds, but
infirstofall lookinghardatthehumansituation

aroundhim.Thisisnotchieflyascientificorintell 巴ctual

exercisebutinvolveshisheartasmuchashishead.He

looksattheconcreteconditionsinwhichhisbrothers

livebecausehelovesthem.Havingobserved , hehas

alwayssoughttoremedytheillshehasseen.

Hislookwassufficientlylongandpenetratingto

discoverthatmaterialassistance, whichwithgreatenｭ

ergyhehadorganisedonaverylargescale, wasa

shorttermansweranddirectedatsymptomsratherthan

atcaus 回 of theillshesoughttoremedy.Hisvision

wentdeeperthantheevidenthunger, diseaseandlack

ofhousing, toidentifytheunderlyingandon-going

causesofthese.

Theserenityofhisgazepenetratedthemythsand

excusesofprivilegeandself-interestandhewentonto

pointouttheunjustsocial , politicalandeconomicstrucｭ

tureswhichfavourapowerfulminorityattheexpense

ofthemajority.Inspiteofangryreactionsandeven

persecution, hehasnotavertedhisgazefromthereal

situationhowev 巴r unpalatabletohimselfandtoothers

Attemptstochangeunjuststructuresgraduallyrevealed

thattheytoohaddeeperroots.Economicexploitation

atlocallevelisseentohaverootsatnationalleveland ,

evenifitwould , thecountryisnotfreetodevelopas

it should because ofdependence on economically

strongercountriesandinternationalsystems
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ものであろうとも、現実の状況から目をそらすことはあり

ませんでした。また、不正の構造を徐々に変えて行こうと

努力する過程で、その不正の構造にもまた、それなりに深

い根のあることに気づいたのです。地域レベjレの経済開発

の問題は、っきつめれば国家レベlレの問題であり、また国

家がそれを望んだところで、経済的列強諸国と国際システ

ムに依存している限り、自由に開発、発展してしパ余地は

ない、というのがカマラ大司教の考え方です。

勇気ある人

一司教が富裕な諸国の経済的支配を批判したり、運命論

を宗教と思い込んでいる貧しい人びとをとがめることは、

勇気のいることです。

また、経済的に支配され、メディアがつくったイメージ

に毒されている我々の世界は、一見して弱き者に愛をもっ

て援助の手を差しのべていると映る者に対しては、その者

を喜んで、受け入れる傾向があります。しかし、この世界は、

その権力構造とメディアによるコントロールこそ、一部の

人々を圧殺し、多くの人びとをぎりぎりの生活状況にまで

追い込んでいる真の理由である、と明示する者に対しては

寛容で、はありません。十分に踏み固められた道からそれで

聖人の道を歩むこと、つまり一般に認められている慈善の

枠を越えて真理を明らかにし、この不健全な状況にメスを

入れてその根源まで焼きつくしてしまうことは、勇気のい

ることです。また、その一挙手一投足を利用しようと狙っ

ている反対派の人びとがうごめいている状況にあって、聴

衆の未熟さを物ともせず、世間の人望を集めることは勇気

のいることです。しかし、大衆から大衆へと語り広める危

険を敢えておかしてこそはじめて、希望のメッセージを今

日の世界に伝えることができるのです。
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ManofCourage

Ittakescouragetospeakabouteconomicdominaｭ

tionintherichcountriesandforanarchbishoptotake

thepoortotaskforfatalismmasqueradingasreligion

Ourworldofeconomichegemoniesandmedia-built

imag 巴s ， readilyacceptsthefigureofalovinghelperof

theweak.Itislesstolerantofthosewhoshowitspower

structuresandmediacontrolasresponsibleforcrushing

someandmarginalizingmany.Ittakescouragetobea

holymanoffthewellwornpaths;togobeyondthe

acceptedlevelsofcharitablegivingandgivethetruth

whichhurtsasitcauterizesandgoestotherootsQf

unhealthyconditions.Ittakescouragetob巴 a popular

figurewhereaudienceimmaturityistheleastofthe

hazardstobecontendedwith , asconflictinggroupsseek

toinstrumentalizeeverywordandgesture.Yet, onlyby

runningth 巴 risk ofspillingoverfrompopulartopop,
canamessageofhopebetransmittedtotheworldtoday

食事量の緊急援助をうける第三世界の人びと UNICEF 提供



平和の人

あらゆる代価を払って効率性を求め、;織烈な競争をくり

広げているのが、貧富の差を拡大させる一方の、この消費

社会の利潤追求文化の特徴です。こういった状況は変えな

ければなりませんが、その手段は人間の権利と尊厳を踏み

にじるような手段であってはならないはずです。

へlレダー・カマラ大司教は、平和的な手段で根本から社

会変革を目指す人びとの先頭に立ってきました。非常に組

織力のあるカマラ神父は、抑圧された人びとを激励して、

彼らが自らを解放できるよう最大限、努力してきました。

また行政職としての経験をもっ彼は、抑圧された人びとを

解放するには、政治的に組織化する必要があると信じてい

ます。しかし、彼が究極的に信じているのは、人間ひとり

ひとりの尊厳と価値です。

不正に満ちた現状を享受している者によって実体のない

平和がでっちあげられるような構造のなかに潜んで、いる暴

力を指摘することを、カマラ大司教は恐れません。しかし

彼は、こういった構造を暴力的手段に訴えて変革しようと

は言いません。踏みにじられた人びとの前に忍耐強く立ち、

現実に沿った教育によって踏みにじられた人びとが自ら置

かれた状況とその原因を認識し、一致団結して自らを解放

できるよう働きかけているのです。世界の多くの悲惨な状

況に対するへjレダー・カマラ大司教の答えは、冷淡な運命

論でもなければ暴力革命でもなく、非暴力手段による積極

的な行動にあるといえるでしょう。カマラ大司教が平和の

人であるということは、彼自身、ガンジーとマーチン・ル

ーサー・キングの伝統を受け継ぎ、イエズス・キリストの

精神と教えに忠実にしたがっていることからも明らかです。

長期的展望に立つこのすばらしい賞の姿勢が、飢餓を敵

とし、勇気と兄弟愛を武器とする善意ある人びとを結びつ

ける力となることがわれわれの願いです。
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ManofPeace

Efficiencyatanypriceandfiercecompetitivenessare

characteristicsoftheprofit-orientedcultureoftheconｭ

sumersocietywhichconstantlywidensthegapbetween

richandpoor 目 The meansbywhichthismustbechanged

cannotbethesamemeansbywhichhumanrightsand

dignityareviolated.

HelderCamarahaslongbeenintheforefrontof

thosewhoseekradicalsocialchangethroughpeaceful

means.Himselfamanofgreatorganizingability, he
devoteshisbest 巴tT orts tostimulatingtheoppressedto

liberatethemselves.Amanwhohasheldpolitical0市ce ，

hebelievesintheneedforpoliticalorganizing.Above

allthough , hebelievesinthedignityandworthofevery

humanbeing

Heisnotafraidtonametheviolencehiddeninstrucｭ

tureswhichthebeneficiariesofaniniquitous ‘status quo'

trytomakebelieveispeace.Yethedoesnotadvocate

changingthosestructuresbyviolentmeans.Bypatient

presenceandrealisticpedagogythedowntroddenmust

behelpedseetheirsituationanditscausesanduniteto

liberatethemselves.Neitherapatheticfatalismnorvioｭ

lentrevolution, butpositivenonviolentactionisHelder

Camara'sanswertothecausesofsomuchoftheworld's

misery.Itmakeshimeminentlyamanofpeaceinthe

traditionofGhandiandMartinLutherKingandinthe

spiritoftheteachingandexampleofJesusChrist

Itisourhopethatthelong-sightedgestureofthis

fineawardwillhelpunitemenofgoodwillinthestrugｭ

glewhoseenemyishungerandwhosearmsarecourage

andbrotherhood.
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文化、科学、教育等の研究と諸活動、さらに世界平和の実現と

人類文化の高揚に寄与する研究と諸活動への助成を行ない、シ

ンポジウムの開催、国際交流事業など、幅広い公共牲を有した

社会的な活動を展開しています。

庭野平和財団について
NIWANOPEACEFOUNDATION

庭野平和財団は、創立四十周年を迎えた立正佼成会の記念事 TheNiwanoPeaceFoundationwasestablishedinDe-

業として、昭和 53 年12 月に設立されました。 cember 1978tocommemoratethe40thanniversaryofRissho

総裁庭野日敬ならびに立正佼成会は、世界宗教者平和会議 Kosei-Kai. Internationally, PresidentNikl くyo Niwanoand
theRisshoKosei-Kaihaveactivelypromotedinterreligious

(WCRP) をはじめ、国際自由宗教連盟(l ARF) など、国際的な cooperationforworldpeacethroughtheWorldConference

宗教協力を基盤とした平和のための活動をこれまで積み重ねて onReligionand Peace, andtheInternationalAssociation

きました。一方、園内では「明るい社会づくり運動」を提唱・ forReligiousFreedom.Domestically, thefoundationhas

支援してまいりました。 advocated andsupportedthe“ Brighter SocietyMovement."
Toattainpeace-thisdifficultidealthatmankindhas

平和という、人類が有史以前から求め続けた困難な理想を、 strivedforsincepre-history-cooperationamongreligious

その実現にむけてさらに推進し発展させるためには、宗教者の leaderstoformaunitywhichwillbringaboutslowbut

協力と連帯による地道な努力は今後一層重要と思われます。し steadyprogr 田s hasbecomeincreasinglyvital
Peacecannotbeattained , though , byalimitednumb 巴r

かし平和を達成するためには、このような活動が、特定宗教法
ofreligious leaders, ratheritmustcombineallsectorsof

人の枠をこえ、宗教界の多くの人々、さらに広く社会の各方面 societyasawholeandgatherthewisdomofallinforming

で活躍する方々に参加していただき、衆知を集めて揺ぎのない astablecentralbody.Forthispurpose, equallyimportant

母体をつくる必要が生まれます。また、そのために財政的な基 istheformationofaneconomicinfrastructure.Through
suchanecessity, inthisperiodofconfusion, theNiwano

鎧も築かねばなりません。混迷の度を加える現代にあって、
PeaceFoundationwascreated

うした時代の要請から庭野平和財団は設立されました。 As oneconcreteundertakingtorealizethegoalofworld

事業内容として、宗教的精神を基盤とした平和のための思想、 peace andtheenhancementofculture, thefoundationfinanｭ

ciallyassistsr回earch activitiesandproj 配ts basedonareliｭ

giousspiritconcerningthought, culture, science , education ,
andrelatedsubj ぽts. Symposiumsandinternationalexchange

activitieswhichwillwidelybenefitthepublicareenthusiｭ

asticallyencouraged

財団法人庭野平和財団

〒 107 東京都港区赤坂 8-6- 17 赤坂グランドハウス 202

窓口 3-478-0607

THENIWANOPEACEFOUNDATION

AkasakaGrandHouse202
8-6-17Akasaka , Minato-ku , Tokyo107
Tel03-478-0607

Copyrightｩ1983bytheNiwanoP回目 Foundation
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