
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。
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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
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