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記念講演 第16回庭野平和賞受賞団体
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懇親会 (12: 00~13 : 30) 

謝

挨

辞

拶

乾 杯

淫事長 長沼基之

PROGRAM FOR 
THE PRESENTATION CEREMONY OF 
THE SIXTEENTH NIWANO PEACE PRIZE 

Friday，加lay7， 1999 
Hotel CENTURY HY A TT 

PRESENT A TION CEREMONY (10:30-12:00) 

Prelude (Music) 
Opening Prayer 
Report on Nominations and Selection 

Rev目 MotoyukiNaganuma， Chainnan 
Presentation of the Prize 

一一-Rev.Nichiko Niw出 10，President 
Address 

一一-Rev.Nichiko Niwano， President 
Congratulatory Messages 

Minister of Education， Science and Culture 
一一一Mr.Akito Arima 

Ambassador of Apostolic NtU1Ciature 
--His Excellency Archbishop Ambrose B. De Paoli 

President， Japan Religions League 
一一-Rev.Mitsuhiro Fukata 

Commemorative Address 
President of the C0I1U11unity of Sant'Egidio 

ー一一一Prof.Andrea Riccardi 

Prayer for Peace 

RECEPTION (12:00-13:30) 

Opening Greetings 
一一-Rev.Motoyuki Naganuma， Chainnan 

Congratulatory Message 



第16回庭野平和賞受賞団体

The Recipient of the Sixteenth 

Niwano Peace Prize 

聖エジディオ共同体

The Community of Sant'Egidio 



と、あいさつ

庭野平和財団理事長

長沼基之

!定野平和財団 (庭野日 iJfli総故、:長沼基之理事長)は、

第 1 6回庭野平手II l~l をイタ リ アの聖エジディオ共同体(会

長:アン ドレア ・リ カルディ )に贈ることを決定しました。

聖エジデイオ共同体は、カ トリ ックの祈 りのお付qlを基

放とする在家運動体で、あり 、 囲内外の社会 (I~弱者への奉

仕を30余年にわたって続けてこられました。

具体的には、病院や障害者センタ ーの設立 、高齢者や

ホーム レスに対する食料提供や扉fFJ促進等を進めてこら

れました。 また、 1987年以降、何:年、ヨ ーロッパ各地で、

「人々と諸宗教の出会いと平手11の祈 りの集会jを主催 し、

諸宗教聞の対話と協力を促進する一方、世界平手11のため

に宗教的観点から 、モザ ンピーク紛争等の調停役として

前日程しておられます。

本 日ここに各界を代表する方々のご|臨席をJ!易り聖エジ

ディオ共同体の業績を讃えて!!?1呈式を挙行することがで

きますことは、私どもの大きな喜びでございます。

また 、平和H!!，;g呈の回をThねるごとに 、より多くの

方々から庭野平和賞のみならず当J!i団に対するご理解を

m裁できますことは、 財団設立の主旨である宗教|高力の

輸が一層広まることであり 、共感と ζ協力をお寄せ下さ

った皆様にI15く感謝rJlし上げます。

この度平手|は~l を聖エジディオ共同体に 1101 12.いたします

ことが、いささかなりとも 世界平和の実現と 、人類の繁

栄に貢献することとなりますれば、これに過ぎる喜びは

ございません。

今後とも皆様の一層のご理IWとご協力をおl顕いLI'Iし上

げます。
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Greetings 

Motoyuki Naganuma 
Chairman. The Niwano Peace Foundation 

The NiwalLo Peace Foundation has selected the Com-
mLU1ity of Sant'Egidio IJ1 Rome as the 1'ecipient of the 
sixteenth Niwano Peace P1'ize. 
The Community is a Romal1 Catholic lay association 

based on the spi1'it of praye1' fo1' peace， and fo1' mo1'e 
than thirty yems has devoted itself to sUpportIJ1g vol-
llnteer social ¥'velfare activities IJ1 Rome and othe1' 

parts of Italy. 
In conc1'ete te1'ms， the Community has built cente1's 

for the poor and disabled， provides donations of food 
for the needy， promotes continuIJ1g cme for the eld-
erly， and seeks employment opportunities fo1' the 
homeless. SIJ1Ce 1987 the Community has sponsored 
an annuallnte1'-1'eligious MeetIJ1g of Prayer for Peace 
in va1'ious pa1'ts of Europe to encourage 1'eligious dia-
logue and仁oope1'ationamong diffe1'ent faiths. At the 
san1e出ne，the CommLUuty plays a leadIJ1g 1'ole in me-
diatIJ1g conflicts， such as that IJ1 Mozambique. 
It is a g1'eat pleasure for・usto hold this p1'esentation 

ce1'emony to 1'ecognize the acluevements of the Com-
mLUuty of Sant'Egidio in the p1'esence of so l11any 
distIJ1guished guests frOI11 different fields. 
The groWIJ1g 1'ecoglution for and appreciation of the 

Niwano Peace P1'ize with each succeedIJ1g yem are 
extremely gratifying to eve1'yone associated ¥，vith 
the foundation. This holds great pronuse for the fu-
ture promotion of the prIJ1Ciples and practice of inte1'-

1'eligious cooperation toward world peace for which 
the Foundation ¥，vas established. We wOlud like to 
express our deep appreciation to all those ¥-vho have 
contributed to the suc仁essof our activities. Nothing 
would give lIS g1'eater satisfaction than if through the 
presentation of this year's prize to the Commullity 
we could make a modest contribution to bringing 
about world peace and IJ1creased human prosperity， 
and we ask yom continued assistance and support IJ1 
this endeavor. 
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庭野平和賞について

趣旨 ・表彰の対象

今日、私たちの住む地球は、さまざまな川題をかかえ

ています。核兵器の拡散、1[I:N:競争による資源の浪費、

開発途上国における飢餓と貧|刻、非人道的な格差と抑圧、

大気の汚染、 7ft.び人間の精や11の'JiMt、等々。

このような II~J 代において、あらゆる人々の I I \J に相互理

解と信頼及び|お力と友愛の柏村を培い、平手|刷会建設の

器撤を築くことは、今日の宗教に謀せられた重大な責務

であると 巾せましょう 。その責務を果たすためには、ま

ず宗教者自らが自己の信ずる宗教のみを絶対化するので

はなく 、おli.いをわけへだてる監をJf!l.り払って、平和社

会のために、手を舵えて協力し、献身すべきであると思

います。

このような観点から、!走野平和!!~団では 、 平手1 1 と正義

の実現をめざした宗教協力の耳11念と活動の輸が一層広が

り、多くの同志の輩出することを衷心からI，qj[うとともに、

現に、ひたむきに宗教の相互四!.IWと協力を促進し、その

i主;!ifを通じて 世界平手n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、当財団では、「宗教In精神に基づいて 、宗教

協力を促進し、宗教協力を通じて世界平手nの:tf(:j並に顕著

な功績を挙げた人(または団体)Jを表彰し、これを励

ますことによ って、その業績が|止の人々を件発し、宗教

の相互理解と協力の輸を広げて、将来世界平手11の実現に

献身する多くの人々が輩山することを念願として、庭的:

平和貨を設定致しました。第 I回受賞者はへルダ- • 

p.カマラ大司教、第 2回はホーマ-.A.ジャック同

士、第 3[11は組撲初師、第4回はフィリップ .A.ポッ

タ-f専士、第 5IIT/は 世界イスラム協議会、第 6回は山田

Tb需In天台座主、第 7 回はノーマン ・ カスンズ t~l士 、 第 8

凹はヒルデ方、ルド ゴス=メイヤ -f~t士、第 9 回は A . T.

アリヤラトネ昨士、第10回はネーブ ・シャローム/ワハ

ッ ト・アル ・サラーム 、第 11回はノTウロ ・エヴァリス
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The Meaning of the Niwano Peace Prize 

The Goal of the Niwano Peace Foundation 

The vlorld in which we live tode1Y is beset by me1ny 
problems: the prolifere1tion of nl1clee1r wee1pons， the 
sque1ndering of preciol1s ne1tl1re11 resources 011 ，.vee1p-
ons， fe1mine e1nd poverty in the developing ne1tions， 
socie11 discrepe1ncies e1nd oppression， enviromnental 
pollution， e1nd spixitue11 dece1dence. 
Tode1Y， religion is che1rged with the importe1nt duty 

of fostering ml1tl1e11 l1nderste1nding e1nd trust e1nd e1 
spirit of coopere1tion e1nd fellowship e1mong e111 peo-
ple so the1t the fOlU1de1tions of e1 pee1CeflU society me1y 
be le1id. To dische1rge this dl1ty， people of religion 
llil1St begin by tee1ring down the we111s erected by 
ee1ch religion's belief the1t its tee1chings e110ne repre-
sent e1bsolute trl1th， ioining he1nds in wholehee1rted J ~~~ 'ò 

coopere1tion to bring e1bout e1 pee1cef111 society. 
We e1t the Niwe1no Pee1ce Founde1tion hope e1bove 

e111 the1t the idee11s e1nd e1ctivities of inter-religiol1s co-
operation for the se1ke of pee1ce e1nd justice will ex-
tend in e1n ever-¥へrideningcircle e1nd the1t e1 growing 
number of people will come forwe1rd to devote them-
selves to this Ce1use. lndeed， we know the1t me1ny peo-
ple of religion are e1lree1dy ，.vorking ee1rnestly to pro-
mote inter-religious lmderste1nding日ndcoopere1tion， 
contribl1ting to the Ce1l1se of world pee1ce thmugh 
their solide1rity. 
The Niwe1no Pee1ce Founde1tion este1blished the 

Ni¥.ve1no Pee1ce Prize to honor e1nd encoure1ge indi-
vidue11s e1nd orge1nize1tions the1t he1ve contributed 
significe1ntly to inter-religiol1s coopere1tion， thereby 
furthering the Ce1l1se of world pee1ce， and to me1ke 
their e1cluevements kno¥ovn e1S widely e1S possible the 
world over. The Founde1tion hopes thus both to 
deepen inter-religiol1s underste1nding e1nd coopera-
tion e1nd to stiml1late the emergence of still more 
people devoting themselves to world pee1仁e.The first 
Niwe1no Pee1ce Prize W e1S e1we1rded to Archbishop 
Helder Pessoe1 Ce1me1re1 of Bre1zil in 1983; the second 
to Or. Homer A. Je1ck of the United Ste1tes; the third 
to Rev. Zhe10 Pl1 Chl1 of Chine1; the fourth to Or・-
Plulip A. Potter of OomIluce1; the fifth to the World 
Muslim Congress (Mote1me1r AI-Ale1m AI-Isle1nu); the 
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ト・アルンス枢機卿、第12回はM.アラム博士、第 13回は

マリイ ・ハセガワ女史、第 14@]はコリメーラ共同体、第

15回はマハ ・ゴーサナンダ大僧正です。

選考方法

地域と宗教が偏することのないように考慮された 125カ

国約 1，000人の有識者に受賞候補者の推薦を依頼し、推

薦された候補者を仏教、キリス ト教、イスラム教などの

諸宗教者から選ばれた 7人で構成される審査委員会にお

いて、厳正な審査をもって決定されます。

贈呈式

毎年 5月、贈呈式を行い、正賞として賞状、副賞とし

て賞金2，000万円及び顕彰メダルが贈られます。 また引

き続き受賞者による記念講演が行われます。

霊エジテーィオ共同体のス プ・キyチン

Soup kitchen of the Community of Sant'Egidio for the destitute 
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sixth to His Eminence Etai Yamada， chief priest of 
the Tendai sect of Buddhism in Japan; the seventh to 
01'. Norman Cousins of the U.5.; the eighth to 01'. 

Hildegard Goss-Mayr of Austria; the ninth to 01'. A. 
T. Ariyaratne of 5ri Lanka; the tenth to Neve 
5halom/Wahat al-5alam of Israel; the eleventh to 
His Eminence Cardinal Paulo E. Arns of Brazil; the 
twelfth to 01'. M. Aram of lndia; the thirteenth to Ms. 
Marii K. Hasegawa of the U.s.; the fourteenth to the 
Cor・rymeelaCommunity of Northern Ireland; and 
the fifteenth to 5amdech Preah Maha Ghosananda of 
Cambodia 

Nominations and Selection 

Religious leaders and eminent scholars in Jap創 1出1d
overseas were asked to nominate candidates for the 
sixteenth Niwano Peace Prize. Their nominations 
were sent to the Foundation for screening. 
50 that the religions of the world are represented 

equitably， 1，000 people in 125 counh'ies were asked 
to submit n011せ11ations. All the nommees ¥ヘlere
screened by a committee comprising seven represen-
tatives from Buddlusm， C!u'istiaIuty， Islam， and other 
religions 

Presentation 

The Ni¥内ranoPeace Prize is awarded every year in 
May at a special ceremony. The recipient is presented 
the main prize of a citation and subsidiary prizes of 
20 million yen and a medaL At the ceremony， the re-
cipient delivers a cOlmnemorative address. 
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表彰の理由

(!1;J-) J.庄野平和J!i'NI(佐野日鍛総裁、長沼基之理事長)

は、 「第 161ill庭!U平和賞jをイタ リアの聖エジデイオ共同

体 (アン ドレ ア ・リカルデイ会長、本部 :ローマ)に!lw

ることを決定しました。|司共同体は、カ トリ ックの在家

運動体として、移民、高齢者、ホーム レスなどの弱者救

済、諸宗教間対話の推進、国際紛争の調停など幅広い活

動を展開しています。今回の平和賞は、世界125カ匡|、 約

1，000人の識者に批薦を依班lし、仏教、キリ ス ト教、イ ス

ラム教など 7人の宗教者で構成される審査委員会で厳正

に審査し、決定されたものです。

聖エジデイオ共同体は1968年、ロ ーマのパジ リオ高校

で学んでいた 10人の生徒たちによ って創設されました。

その 中で リー ダー 的役割 を来たして いたのがアン ドレ

ア リカルデイ会長で、す。創設メンバーの目 的は、 共に

干111の柿音を聞き、判lの言葉を社会の中で実践してい くこ

とにあり ました。彼 らはロ ーマの街に出て、 移民の子供

たちの教育に携わり 始めました。この小さな試みが多く

の人々 の共感をH乎び、次第にメンバーも増加 しました。

当H寺、ロ ーマでは国内外からの要Ii民、移民が増えつつあ

り、都会の繁栄に取 り残されるように、貧困に苦しんで

いま した。また、暴力や孤独によって心身共に傷ついて

いる人も数多くいました。聖エジデイオ共同体は、そう

した人 と々 手を結び、共に働いていく ことを誓い、地道

な活動を続けたのです。

以来、30年余。聖エジデイオ共同休のメンバーは、現

在、約18，000人に及びます。あらゆる年齢層、あらゆる

職業を持つ人々が抵報酬て、活動にllxり組み、とりわけ20

代から40代までの比較的若い世代がIJ_I核的な役割を担っ

ています。それぞれのメンバーは、通常の仕事を終えた

午後や夜間を利川 し、できる範囲のボランテ ィア活動に

従事してい ます。

活動の"1こI-l，、はローマですが、イ タリア囲内では、ジェ

ノヴ ァ、ナポ リ、 フイレンツェなど各都市でさまざまな
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Why the Community of Sant'Egidio Was 
Selected for the Niwano Peace Prize 

The Niwano Peace FOlU1dation (Nichiko Niwa.no， 
president; Motoyuki Naganuma， chaiI・111但 1)has cho-
sen the CommlU1ity of Sant'Egidio in Rome， headed 
by Prof. Andrea Riccardi， as the recipient of the six-
teenth Niwa.no Peace Prize. The Community is a 
Roman Catholic lay association recognized by the 
Vatican that is involved in a "vide range of日ctivities，
including caring fo1' the poor and hung1'Y among im 
mig1'ant groups， the elderly， and the homeless; pro 
moting dialogue among people of diHe1'ent faiths; 
and 1'econc出11gthe parties in a1'med confli仁ts.The 
prize decision is the 1'esult of careful deliberation by 
a selection committee of seven membe1's 1'ep1'esent-
ing the Buddhist， Clu-istian， and Islami仁 faiths，"vho 
chose from nominations offe1'ed by some 1，000 1'ec-
ognized autho1'ities in 125 diffe1'ent cOlmtries. 
The Community of Sant'Egidio originated in 1968 

with a group of ten students at a secondary school in 
Rome. P1'of. Riccardi was one of those students and 
played a leading role in the group's fo1'mation. Their 
goal was to reflect since1'ely upon the wo1'd of God 
as conveyed by the Gospels and to apply the lessons 
learned in society. The group went out into the 
streets of Rome and began by teaching the children of 
poor famiLies that had moved to Rome from the south 
seeking work. This small experiment won the sympa-
thy of many people and the group's membership 
grew. At that time in Rome， the numbe1's of mig1'ants 
from vuthin Italv and immie:rants from abroad "vere J ..~._. ~ """O 

growing. Left out of the mainstream of society， they 
suffe1'ed from ext1'eme poverty and many also were 
the victims of loneliness and violence. The Commu-
nity of Sant'Egidio joined hands with them， vowi時 to
work together to ease thei1' plight. The Community 
has remained true to its original promise， even as its 
activities have become increasingly dive1'sified and 
widespread. 
MOI・ethan thirty yea1's late1'， the Community of 

Sant'Egidio now has a membership of some 18，000 
vollmtee1's of all ages and from all walks of life. The 
co1'e of the Commuruty is composed of vigo1'ous men 
and women in thei1' 20s， 30s， and 40s who dedicate 
thei1' free time in the afternoons and evenings afte1' 
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プログラムを展開しています。 また、その国際活動は、

ヨーロッパ、中米、アフリカ、アジアにおいて20以上の

国々にまで広がりを見せています。

さまざまな活動の中でも、その中心をなすのが、社会

的弱者の支援活動で・す。都市部の貧困地域や学校での教

育支援をはじめ、エイズ患者、麻薬患者の回復施設、病

院、障害者センターの設立にも尽力しました。 自活でき

なくな った高齢者、海外から移住してきた高齢者を対象

にした活動にも 、大きな力を注いできました。具体的に

は、高齢者対象の受け入れ施設への緊急支援、食料提供、

雇用促進のための職業訓練 ・言語訓練、移民に対する人

種的偏見や不寛容を寛容へと転換するキャンペーンなど

を行なってきました。 また、ホームレスの人々には、無

料の食事と宿が得られる場所を詳細に示した案内書を作

成したほか、数万食に及ぶ食事も提供してきました。

一方、聖エジデイオ共同体は、諸宗教問の対話 ・協力

にも積極的に取り組んでいます。 1986年、ロ ーマ教皇ヨ

ハネ ・パウロ 21止の呼びかけで実現した「諸宗教による

世界平和祈願の日J(イタリア・アッシジ)の精神を継承

し、翌年から 、 イタリアを中心 にヨーロッパ各地で

「人々と諸宗教の出会いと平和の祈りの集会Jを主催して

います。 世界の宗教指導者が一堂に会するこの集いは、

11'1::年で12回を数え、貴重な諸宗教対話の場として、国際

的にも定着 しています。

また、聖エジデイオ共同体の大きな特長は、地道なボ

ランテ イア活動と同時に、匡|際紛争の調停という非常に

困難でグローパルな問題にも果敢にアプロ ーチしている

点にあります。約 100万人の戦死者を出したモザンピーク

の紛争では、現地政府や反政府組織と公式、非公式に対

話を繰り返し、 1992年には、イタリア政府、聖エジデイ

オ共同体、カトリ ック ・モザンピーク教会の調停により、

紛争終結の和平停戦協定者名にまでこぎつけました。同

~J長の調{亭 j舌到iは、これまで、レバノン 、 アルパニア 、 ア

ルジエリア、アンコラ、ブルンジ、旧ユーゴスラピア、

グアテマラ、ソマリア、スーダンなどの各国で続けられ

てきました。

こうした諸活動においては、常にネ111の稲音が根底をな
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their daytime jobs to work as volLU1teers in any way 
they can. 

れ'hilethe Conunt.mity's activities are centered in 
Rome， it also has ongou1g programs U1 Genoa， Naples， 
Florence， and other parts of Italy. Elsewhere， it can be 
found at work in more than 20 cOlmtries in Emope， 
Central America， Africa， and Asia. 

i The Comml山mityfocuses 0αn soci児ety's'̂"へ.veakand 
poverty-stricken. COl1unu山mityvolu山mteersSllpport ed-
u山ca計l此tiωona叫tlactivities in t出hepo∞or diβstr山 t匂soぱfmajo1' cities 
and have，ヘlorkedto build recovery and h'eatment cen-
te1's fo1' A1DS patients， d1'ug addicts， the disabled， and 
others. The CommLUuty also has been givu1g great 
attention to ca1'ing for the elderly who a1'e no longe1' 

able to suppo1't themselves， as well as for elderly im-
migrants. Specifically， COlmnunity volLmtee1's pro-
vide eme1'gency suppo1't for facilities that care fo1' the 
aged; provide food;但 1dassist in vocational and lan-
guage h'aining. The Commlmity also has led a munbe1' 
of campaigns to recognize the basic hllman rights of 
Ilmnigrants，れuningthe uuole1'ance and 1'acism di-
rected agaIl1st them Il1tO toler制1Ce.It also has provided 
tens of thousands of meals for the homeless， and has 
prepared and distributed detailed pampl吐etsshow-
Il1g where free meals and lodgu1gs a1'e available. 
1nter-religious dialogue and cooperation repre-

sent another Ilnportant facet of the Conu11lmity of 
Sant'Egidio's activities. 1n 1986， Pope John Palu II 
called for a Day of Prayer fo1' World Peace to be held 
Il1 Assisi and pa1'ticipated Il1 by people of all reli-
gions. StartIl1g U1 the followIl1g year， the Commlmity 
has annually sponsored Il1 various European loca-
tions Il1ternational gatherIl1gs Il1spIl'ed by Assisi. 
Last year marked the twelfth such gathering of reli-
gious leaders from aroLU1d the world rep1'esentu1g 
different faiths. These meetings provide an Ilwalu-
able fonun for Il1terfaith dialogue. 
A unique characteristic of the Community of 

Sant'Egidio is its involvement Il1 efforts to stop re-
gional conflicts， an ext1'emely difficult global issue. 
Fo1' example， during the fightIl1g in Mozambique 
that claimed the lives of one million people， the 
ConU11lmity held frequent official and lU10fficial 
meetIl1gs with both govenunent and antigovenU11ent 
forces. 1n 1992， an ag1'eement to end the fightIl1g was 
signed 
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しています。「共同体jとは、単に共同生活を営んだりす

るという一般的な定義とは異なり 、手'11の子として、すべ

ての人々と共に生きていくことを選択した信仰者の集ま

りを意味します。本来、皆が兄弟 ・家族だからこそ、そ

の愛は、メンバーや自 国の人々だけでなく 、人種や文化

の異なる人々すべてに向けられているのです。

聖エジデイオ共同体は、その信仰の深さと共に、「行動

する宗教共同体jとして非常に高い評価を受けています。

その存在は、イタリアのみならず全世界の宗教者に、大

きな希望と勇気を与えています。その意味からも 、庭的:

平和財団は、兄弟愛の精神を基盤とした聖エジデイオ共

同体の正義と平和への献身に深く敬意を表し、また、こ

れまで、の多大な功績を顕彰すると共に、さらに多くの同

志が輩出す.ることを念願して、ここに「第 16回庭野平和

賞jを贈呈するものであります。

聖エジティオ教会

Chllrch of Sant'Egidio in Rome 
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Mozambique. The Conununity continues to medi日te
conflicts in a similar way in such places as Lebanon， 
Albania， Algeria， Angola， Bunmdi， the former Yu-
goslavia， Guatemala， Somalia， and Sudan. 
The Word of God has been the basis for all that the 

Conunlmity of Sant'Egidio has lmdertaken. Here the 
"，，，ord "colllinlmity" means much more than simply 
living together. The Conunmuty of Sant'Egidio is 
made up of people of faith "，，，ho choose to live with 
all peoples as children of God. They are motivated by 
the strong belief tha t we are all brothers and sisters， 

members of the same human f但:nily，and as such our 
love should be shared not only with our own fanせlies
and friends within our own countries， but also with 
others of different et!u1Ic backgrounds and cultures. 
The Conu1ilmity of Sant'Egidio has won worldwide 

respect for the depth of its religious faith and for the 
initiatives it has taken to becOlne a "working religious 
仁om mlUuty."Its leaderslup has given courage and 
hope to religious people in Italy and tlu'oughout the 
"，，，orld. 
1n awa紅l口江rd仁lingt出heS臼ixt匂een吋叫tl出hNiw机w桁!e引an

th児eCo印lllinu山uut匂y0ぱfS臼ant廿tγ'Egidi山0，the Niwano Peace 
FOlmdation wishes to express its great esteem for the 
ConunlUuty's dedication to so仁ialjustice and wo凹r
pe白a仁臼e目 We cOlllinend the COllli1iunity's significant 
acluevements to date and pray that numerous others 
will follow in their footsteps. 

人々と諸宗教の出会いと平和の祈りの集会 (口 マ 1996) 

Tenth lnter-reLigiolls Meeting of Prayer for Peace， Rome， 1996 
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受賞団体の沿革

1968 アンドレア ・リ カルデイら 10人の高校生によりロ

ーマで創立。

創立と同時に、ローマのIUTで貧しい人々のために

働き始める。

1970年代初頭

南イタリアからローマへの移民の救済活動を始め

る。

1974 ナポリ市街を襲ったコレラの流行を契機に、イタ

リア南部の貧困や諸問題に取り組むため、ナポリ

に組織を作る。これ以降、イタリアの他都市、国

外へと活動が広がる。

1976 モザンピーク大司教ゴンカウベスがバチカンでモ

ザンピークの現状を訴え、これに応える形でモザ

ンピーク政府と反政府活動団体レナモ (Renamo)

との紛争調停のための接触が始まる。

1980年代初頭

レバノンにおいてドルース派によるキリスト教徒

の村の囲い込みが起こり、話し合いでの解決のた

めの仲介f支となる。

南イタ リア以外か らの移住者の増加に伴い、難民

や貧しい外国人への救済活動が増える。

1986 教皇ヨハネ ・パウロ 2世の11手びかけで、イ タリ

(10月17日)ア・アッシジで「平和の祈りの集会jが開催され、

聖エジデイオ共同体から多数参加した。

1986 カトリック在家信者の団体としてバチカンより正

式に承認される。

1987 アッシジでの平和の祈りを継承したいという聖エ

ジディオ共同体の望みは、ヨハネ ・パウロ 2世か

ら祝福を受け、 初めて聖エジデイオ共同体が運営

する会合を開催。名称を「人々と諸宗教の出会い

と平和の祈りの集会Jとし、第一回集会をサン

タ ・マリア・トラステベレ教会 (本部)において

開催。

1988 第二回「人々と諸宗教の出会いと平和の祈りの集

会j開催(サンタ ・マリア ・卜ラステベレ教会)

1989 第三回「人々と諸宗教の出会いと平和|の祈りの集
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A Brief History of 
the Community of Sant'Egidio 

1968 Fmmded by a group of ten high school stu-
dents， headed by Andrea Riccardi， in the center 
ofRome. 
Began work with the poor in the city of Rome. 

1970s Began support of migrants from southern Italy 
in Rome early in the decade. 

1974 Established in Naples to wrestle with the prob-
lems and poverty of southern Italy due to a 
cholera epidemic 

1976 Began to mediate a dispute between Renamo 
(the Mozambique National Resistance) and the 
Mozambique government， in response to an 
appeal by Oom Jaime Goncalves， Archbishop 
of Beira. 

1980s Interceded on behalf of some Christian vil-
lages to lift the siege mmmted by the Oruse in 
the mOlmtains in Lebanon 
1ncreased support for refugees and poor im-
migrants， as many came to Rome from outside 
the cOlmtry 

1986 1n the spirit of the Oay of Prayer for World 
Peace convoked by Pope Jolu1 Paul II in Assisi， 
on Oct. 27， many members took part together 
with leaders of various religions. 
Recognized as a Lay Public Association within 
the Roman Catholic Church. 

1987 Promulgated the basic idea of a day of prayer， 
when all religiously n廿11dedpersons， side by 
side and LUuted in their common horror of war， 
may p1'ay togethe1' for peace. 
A se1'ies of illmual international inter-1'eligious 
meetings was begun. The first was held at 
Santa Ma1'ia in T1'astevere in Rome， with the 
theme "togethe1' to call for peace." 

1988 Held the Second 1nter-1'eligious Meeting of 
P1'aye1' for Peace (Rome). 

1989 Held the Tlu1'd 1nte1'-1'eligious Meeting of 
P1'aye1' fo1' Peace (Wa1'saw). 
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会j開催 (ポーランド ワルシャワ)

1990 第四回「人々と諸宗教の出会いと平和の祈りの集

会J開催 (イタリア パリ)

1991 第五回「人々と諸宗教の出会いと平和の祈りの集

会J開催 (マルタ島)が行われ、ガリ ・エジプト

副首相 (前国連事務総長)も参加。

1992 モザンピーク政府とゲリラ個1)の和平調印式に、双

方の代表者のほか、聖エジデイオ共同体がイタリ

ア政府の代表者、モザンピークの大司教とともに

立ち会った。

1992 第六回「人々と諸宗教の出会いと平和の祈りの集

会j開催 (ベルギー ブリュッセル)

1993 第七回「人々と諸宗教の出会いと平和の祈りの集

会J開催 (イタリア ミラノ)

1994 第八回「人々と諸宗教の出会いと平和の祈りの集

会J)~月 1ft (イタリア アッシジ)

1995 アルジエリアの紛争調停会議のスポンサーを務め

る。

1995 第九回「人々と諸宗教の出会いと平和の祈りの集

会j開催 (イタリア フィレンツェ)

1996 第十回「人々と諸宗教の出会いと平和の祈りの集

会j開催 (イタ リア ローマ)

1997 第十一回「人々と諸宗教の出会いと平和の祈りの

集会j開催 (イタリア パドパ ・ペニス)

1998 第十二回「人々と諸宗教の出会いと平和の祈りの

集会」開催 (ルーマニア ブカレス ト)
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1990 Held the Fourth Inter-religious Meeting of 
Prayer for Peace (Bari， Italy). 

1991 Held the Fifth Inter-rモligiousMeeting of 
Prayer for Peace (Malta). Boutros Boutros 
Ghali， the vice-prime minister of Egypt and 
former UN secretary general， attended. 

1992 Participated in the ceremony at which a peace 
and cease-fire agreement was signed， bring-
ing an end to the civil war in Mozambique. 
Held the Sixth Inter-religious Meeting of 
Prayer for Peace (Brussels). 

1993 Held the Seventh In.ter-religious Meeting of 
Prayer for Peace (Milan). 

1994 Held the Eighth Inter-religious Meeting of 
Prayer for Peace (Assisi). 

1995 SlIpported a meeting for settling the dispute 
in Algeria. 
Held the Ninth Inter-religiolls Meeting of 
Prayer for Peace (Florence) 

1996 Held the Tenth Inter-religious Meeting of 
Prayer for Peace (Rome). 

1997 Held the Eleventh Inter-religious Meeting of 
Prayer for Peace (Padua-Venice). 

1998 Held the Twelfth Inter可 eligiousMeeting of 
Prayer for Peace (Bucharest). 
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記念講演

第16回庭野平和賞受賞団体

聖エジデイオ共同体
会長 アンドレア・リカルデイ

何 よりもまず、庭野平和財団に対して、感謝の言葉を述

べさせて頂 きたいと思います。このたび、聖エジデイオ共

同体が庭野平和賞を受賞致しましたことは、彩、の何 よりの

喜びと致すところであり 、共同体を代表して、この意義深

い評価に対してお札を申し述べるものであります。

聖エジデイオ共同体は、これまでにも多くの賞を頂いて

まいりました。 しかし、それらの賞の性格は決して一様な

ものではなく 、その種類は実に多岐に及んで、いました。そ

の中には大変有名な賞もあれば、それほどではないものも

あり、授賞する側の団体の社会的な信望も千差万別でした。

もちろん、庭野平和賞は、その意味においては国際的にそ

の名を知られた賞であり 、従いまして、この賞をf受かるこ

とは、聖エジ.テoイオ共同体にとって名誉なことであります。

しかし、それだけにとどまるものではありません。

高温きわまりない精神を持った宗教人であらせられ、自

らの隣人に尽くすために我が身を捧げてこられた庭野日敬

先生の名を冠した貨を頂くことは、とりわけ大きな意義を

持つものであると私は考えております。さらに、この賞は、

ただ単に庭野平和財団の意思を形にするだけにとどまら

ず、庭野日敬先生ならびに長沼妙佼先生によって創設され

た立正佼成会の大いなる経験と功績に結びついたものでも

あります。

従って、この庭野平和賞にはとりわけ重要な意義をもっ

たメッセージがこめられていると考えてもさしっかえない

でしょう 。私はこの賞を、より良い社会の建設と平和の実

現のために力を尽くす人々が、同じくより良い社会の建設

と平和の実現を志す別の人々に向けて発したメッセージと

いうふうに受けとめております。

この賞は、実際、立正佼成会とその会員である皆様の精

神を体現するものであります。皆様は、自らが成すところ

に満足することなく、また、自分j主の愛情と関心だけに終

始する 陛界の中に閉じこもることのない宗教者でありま

す。そして、立正佼成会が、自らの信仰 とは大きく隔たっ
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Commemorative Address 

by Prof. Andrea Riccardi 

(President of the Community of Sant'Egidio) 

1 should like first of all to express my thanks to the 
Niwano Peace FOlmdation: 1 am very happy to accept 
the Niwano Peace Prize awarded to the Community 
of Sant'Egidio， and 1 give thanks， in the name of the 
Conununity， for this significant recognition. 

The Conunmuty of Sant'Egidio has already re-
ceived other prizes， bllt not all of the prizes are eqllal: 
there exist so many different kinds， some very well 
known and other less so， that are awarded by institu-
tions of varying prestige and that have very different 
mean.i.ngs. The Niwano Peace Prize is certainly a fa-
mous international prize and it is therefore an honor 
for the Commmuty of Sant'Egidio to receive it. BlIt 
there is not only this aspect. 1 consider it particlllarly 
important to receive a prize that bears the name of 
Rev. Nikkyo Niwano， a man of religion of the very 
highest character who has sacrificed himself to serve 
his neighbor.恥1oreover，this prize does not stand 
only for a Foundation: it is linked to the experience 
and the work of Rissho Kosei-kai， fOlmded by Rev. 
Niwano and the late Mrs. Myoko Naganuma. 1 there-
fore believe it is possible to say that the Niwano 
Peace Prize contains a message that renders it partic-
ularly significant: 1 wOllld define it as the message of 
men and women cOIrunitted to improve society and 
to develop peace that is directed to other men and 
other women who seek to improve society and de-
velop peace. 

This prize is， in fact， expressive of the spirit of Ris-
sho Kosei-kai and of its members: people of religion 
who do not content themselves with what they do 
and who do not limit themselves to the customary 
sphere of their affections and interests. One mllst in 
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た、異質な人々 、とりわけ、1:1本以外の国も含めて、別の

宗教を奉じる人々とも 、ねばり強い意志を持って交流を図

ろうとしておられることは、是非ともここにr/lし述べてお

かねばなりません。この点において思い山されるのは、立

正佼成会が<世界宗教者平和会議>において果たされた功

績のことです。カトリック教会との交流についていえば、

パウロ 6i止が第二ヴァチカン公会誌にオブザーパーとして

庭野先生を招料したことは広く知られています。このH寺の

休験を、立正佼成会の創始者であられる庭野先生は、深い

感慨のこもったお言葉で、語っておられます。

こうした歩みの中で、立正佼成会と聖エジデイオ共同体

の山会いも果たされたわけですが、彩、はこの出会いは決し

て偶然のものではなかったと考えます。1986年以降、釘:年、

立正佼成会は、「人々と諸宗教の出会いと平和lの祈りの集

会Jへの参加を続けておられます。毎年、ローマ、ワルシ

ヤワ、ブリュッセル、ブカレストなど、世界のi様々な都市

でHnかれているこの集会は、 1986年にイタリアのアッシジ

で行われた集会を記念し、今日ま で続けられているもので

す。この日 、教皇ヨハネ ・パウロ 21止は、世界の平和を願

って一人ひとり寄り添いながら祈りを捧げようではないか

と、世界の主だった宗教の指導者逮にH予びかけました。そ

して、この1:1、世界中に散らはる60か所を超すi技場におい

て、つかの 11りではあれ意義深い休戦が行われたのでした。

というのも 、それは宗教者が力を合わせれば何がで、きるか

を証明してみせたからです。その時以来、 聖エジディオ共

同体は毎年、こうした平和のための祈りと協同作業を続け

てゆくために、!日ー界仁ドから宗教者をお招きしています。こ

の集会には、立正佼成会からの代表団だけでなく 、カ トリ

ック 、仏教、キ'1'道、教iJ帥l'道などを代表する多くの日本の

宗教家の方々も 、毎年参加されています(この場を{昔りて、

こうした集会の実現のために支援と励ましをくださった日

本のカトリック教会と司教の方々に対してお札を巾し述べ

させて頂きます)。

立正佼成会と聖エジディオ共同体の聞には、ヨーロ ッパ

においても日本においても 、こうした集会以外にも 、相互

理j引を深め、協同作業を行うための機会が幾度もございま

した。そしてそれは、すでに述べた通り、偶然の出会いで

はありませんでした。また、地理的な隔たりも、組織の性
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fact recognize Rissho Kosei-kai's sincere determina-
tion to develop rapport also with very distant， diverse 
people and in particular of other religions outside 
Japan. 1 think of the contribution tlu'ough the World 
Conferen仁eon Religion and Peace. As for the Cath-
olic Church， it is noted that Pope Paul VI invited Rev. 
Niwano to be an observer at the Second Vatican COlU1-
ciJ: it is an experience that the fOlUider of Rissho Kosei-
kai has reevoked with deep， moving words. 

Along the way， Rissho Kosei-kai has also encolln 
tered the ConunlU1ity of Sant'Egidio， and 1 do not be-
lieve it was by chance. Each year since 1986， a Rissho 
Kosei-kai delegation has participated in our interna-
tional encolU1ters of people of religion. This me日ns
encOlU1ters taking place every year in the various 
countries of the world-from Rome to Wars日w，from
Brussels to Bucharest-to recall and continue the 
spirit that was celebrated at Assisi 1.n 1986: at that 
time Pope JolU1 Paul II invited the leaders of aU the 
principal world religions to pray side by side for 
vvorld peace. On that day， the armies fell silent for a 
brief but significant pause in the more than s1.xty war 
zones sca ttered across the globe. It was a sign of how 
much can be done when people of reLigion LUute. Since 
then， every year， the CommlU1ity of Sant'Egidio has 
invi ted people of religion from evel")川 lherein the 
world to continue a common effort of prayer and co-
operation for peace. At these meeti.ngs， besides the 
Rissho Kosei-kai delegation， representatives of nu-
merous other Japanese religious organizations have 
illU1ually taken part-Catholics， Bllddlusts， Shrine 
Sl1intoists， and Sect Shintoists (allm.v me to take this 
opportLlluty to thank the Japanese Catholic Chllrch 
and its bishops for having facilitated但1dencollr-
aged these meeti.ngs). 

For Rissho Kosei-kai and the Community of 
Sill1t'Egidio there also have been other occasions for 
mlltual lU1derstill1ding and cooperation， both in ElI-

rope and Japan. As 1 have already sajd， it is not jllst a 
matter of casllal encounters. Geographical distance， 
diverse identities， different仁lIlturalbackgrolU1ds， 
have not constituted an obstacle. On the contrary， 

these have en.hanced ollr encollnters. Both Rissho 
Kosei-kai and the CommLUuty of Sant'Egidio are， in 
fact， aware of the importance of knowing and associ-
ating 
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絡や文化背景の違いも、何ら障害とはなりませんでした。

それどころか、そうした違いはむしろ、私達の交流を一層

深めるものでした。立正佼成会にしても聖エジデイオ共同

体にしても 、対話と平和実現に向けての共通言語とネッ ト

ワークを築きあげるという一つの目標に向けて力を結集す

るためには、 互いに相隔たった異質な社会や人々が理解を

深め、交流を重ねるこ とがいかに大切で、あるかをしっかり

と認識しています。 ともにきわめて古い宗教的伝統の中か

ら生まれ、ともにこうした苦難に満ちた世紀に育ってき た、

私達二つの教団は、世界のあらゆる民族の聞には、 相互依

存の料とそれに伴 う責任 とが存在していることを深く実感

しているのです。

従って、この賞こそは、ヨハネ23世が<善き心の民>と

呼んだすべての人々同士の出会いの場を広げてゆくため

に、立正佼成会が庭野平和財団を通 じて世界中に伝えるメ

ッセージであると夜、は考えるわけなのです。聖エジデイオ

共同体が受賞の栄誉にあず、かったのは、 戦争とそれがもた

らす惨禍 という 状況に人々の注意を促 し、支援を行 う上で

の貢献を願う気持ちのあらわれであろうと私は解していま

す。聖エジデイオ共同体が介入を試みた戦争としては、何

百万人もの死者を出 した長い内戦の末にようやく平和的解

決がつき 、1992年 10月、ロ ーマにおいて和平協定が行われ

たモザンピークのようなケースもあれば、残念ながら今な

お紛争が続いているケースもあります。つまり 、戦争が終

結したばかりの一一一そ うであることを願っていますが一一一

ギニア ・ピサウや、今なおlj没火が鎮まることのないコソボ

自治ナ|・!などです。

世界の戦争と平和の問題に、宗教者がいったいどう関わ

りを持てるというのかと 、疑問の声を投げかける人々もい

るかもしれません。そうした問題は、政治家や外交官が扱

うべきものではないのかと。

聖エジデイオ共同体は、本音1¥が置かれた ローマの地区の

名にちなみ、< トラステヴェ レの国際連合>などと呼ばれ

ることがありますが、それは正確なH子び名ではありません。

なぜなら、聖エジデイオ共同体のメンバーは、 外交官でも

なければ政治家でもなく 、国家や世界的な権力を代表して

いるわけで‘もないからです。彼らはどこにでもいる男女で

あり 、なんじの|狩人を愛せよ、貧者に心を寄せよとの教え
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peace. I believe that our two experiences， both born 
of a departure from very ancient religious traditions 
but developed in tlus most tonnented cen札u-y，reflect 
a deep awareness of the ties of interdependence that 
exist among all the peoples of the world and of the 
responsibilities that tlus implies. 

1 therefore consider tlus prize a message that Rissho 
Kosei-kaj transmits to the whole world tlu'ough the 
Niwano Peace FOlmdation， of favoring an encounter 
among all whom Pope Jolm XXIII called people of 
good will. I believe that by awarding the prize to the 
CommLUuty of Sant'Egidio， there has been a wish to 
make a contribution to recogruzing and helping in 
the situations of war and slufering with which the 
Commlmity of Sant'Egidio has sought to concern it-
self: like those in Mozambique which， with the peace 
concluded in Rome in October 1992， have been re-
solved satisfactorily after a long civil war that caused 
millions of deaths; and those lmfortlmately st山 go司

ing on， where war-we hope-has just ended， as in 
Guinea-Bissau， or where it still rages， as in Kosovo. 

Some may ask what people of 1・eligionhave to do 
with the issues of war and peace i.n the world. 
Should not such issues be dealt with by politicians 
但1ddiplomats? 

The COnUnLUuty of Sant'Egidio has been called吋he
UN of the Trastevere，" referring to the district in 
Rome where the ConUntuuty has its headquarters. But 
the appellation is not exact: members of Sant'Egidio 
are not diplomats or politici但1S，they do not repre-
sent cOlmtries or world powers. They are ordinary 
men and women whom the Gospel has taught the 
love of one's neighbor and concern for the poor， and 
who therefore have fostered concern for human suf-
fering and pain. As you know， every day all mem-
bers of Sant'Egidio meet the poor and marginalized 
with what progressively becomes a personal rapport 
that I would call friendslup. In fact， we seek not so 
much to assist or help people as to become brothers 
and sisters of those whom the Gospel calls the hum-
blest. Speaki.ng before so m但 1yBuddlust believers， I 
am SlU'e of being lmderstood: concern and compassion 
for suffering is tnuy a treasme tha t Buddhjst tradi-
tion has bestowed on all hLUnatuty. Rev. Niwano has 
written that both Buddhism and Chl"istialuty teach 
love of one's neighbor， wherever he or she may be， 
and this has prompted Buddhjsts and Clu'istians to 
s 
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を福音書から学び、それゆえに、人の苦しみや痛みに敏感

に対応できるようになったのです。ご存じの通り、聖エジ

デイオ共同体のメンバーは誰もが、貧しい人々やホームレ

スの人々と日夜接しており 、その中に友情とH乎び得る個人

的な杵を少しずつ築いています。実際、夜、達は、 fijtかを支

援したり助けようとするよりは、福音書がか弱き人とH乎ぶ

人々の兄弟となろうと努めています。ここにお集まりの大

勢の仏教徒の皆様には、この心情はきっとご理解頂けるこ

とと思います。なぜなら、人の痛みに心を向け、同情を寄

せることは、まさしく、仏教の伝統が全人類に贈った宝物

にほかならないからです。庭野日敬先生は、仏教もキリス

ト教も、自分がどこにいようとも隣人に対して愛を注ぐこ

とを説いており 、従って、すべての人々と手を携えながら

協力と平和を追求するように促すものであると、書き記し

ておられます。この信念に対しては、夜、も深い共!惑を抱い

ております。 しかし、ここ におられる仏教徒以外の宗教者

の方々も 、さらには宗教を信じておられない方々も 、私の

言いたいことはき っとご理解頂けるものと思います。古代

ローマの偉大な喜劇詩人テレンテイウスが「人事に他事な

しjといみじくも述べたように、世の中に自分に無関係な

ものはないのです。

そして、人問、 とりわけ苦しんでいる者への関心は、 戦

争という 状況に私達の心を向かわせずにはおきません。多

くのアフ リカの国々や、こ こ日本に近い国でいえばカンホ‘

ジアで起きたことをみればわかる通り、戦争とはまさしく、

あらゆる貧困の旬であり 、カ ンボジ‘アでは未だに、あの70

年代の悲劇から立ち直っていないのです。そしていまだに

毎年 5歳以下の子供達が1，000人当たり 170人の割合で、亡 く

なっているのです。

実際のところ、 聖エジディオ共同体のメンバーは、誰か

らもその職務を奪おうとは思っておりません。私達は政治

家でも外交官でもなく 、 卜ラステヴェレの国際迎合だなど

とうぬぼれているわけでもありません。しかしながら、苦

しんでいる人々に心を向けることは、人として誰もが果た

すべき責務であり 、そうした苦しみを取り |徐くためには、

世界の様々な問題を解決できる可能性のある者がいれば、

その人に対して諮りかけ、祈 り、解決を求めることができ

るはずだと、私達は信じています。
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convictions to which 1 feel very仁lose.But 1 believe 
that also the other people of religion present here can 
Lmderstand me， as well as those ¥ヘhoare not reli-
gious. As the great Latin poet Terence said， "Humani 
nil a me alienum puto" (1 consider nothing human 
alien to me). And it is just this concern for humanity 
但 ldin particular for those who suffer most that has 
prompted us to concern om'selves with the situations 
of wars. War is often， Ill fact， the mother of all poverty， 
as we see Ill so many African situations， or nearer 
here， Ill Camlコodia，a cOLmh-y tha t still has not fully 
recovered from the tragedy of the 1970s， and where 
every year 170 children out of a thollsand Lmder the 
age of five die. 

Actllally， the members of the Community of 
Sant'Egidio do not want to steal anyone's busIlless 
We are not politicians or diplomats， and we do not 
feel that we are "the UN of the Trastevere." We be-
lieve， however， that concern for those who sllffer is a 
responsib出tyof every hmnan beIllg， and "ve believe 
that Ill the name of this suffering one can talk to， 

pray with， and invite whoever has the possibility of 
dOIllg so to confront the world's problems目

Experience has taught us that often wars break 
out， contIllue， and fail to end becallse no one wants 
to make the effort of dialogue. It is an effort appar-
ently useless and undoubtedly dem日ndIllg.It seems 
that it is not worth the effort to try to lInderstand the 
reasons， often apparently absurd， that people have 
for fightIllg， and that it is a waste of tIlne to try to get 
the combatants to Lmderstand the paIll of those ¥へ，ho
sLufer from war. Actllally， our experience teaches lIS 

that this effort is not useless and that often it is the 
only really effective path. At times， wars are inter-
rupted because someone stronger stops them， bllt 
then they break Ollt again after a nllmber of years， as 
unforttmately happened Ill Angola 

SIllCe 1989， the world has become more confused， 
more complex and， it seems， even more fragmented. 
Variolls situations appear ever farther apart， the prob-
lems always less capable of a sIllg1e solution. In the 
last ten years， the terrifyIllg tlu'eat of global annillila-
tion has abated but many local wars have broken 
out. It seems easier for wars to break out， and many 
people seem able to start them: small cOLmtries， etlmic 
groups without governments， political factions， and 
othe日 Atthe same 
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幾多の経験を通して、私達は、戦争が起き、戦いが続き、

終結できずにいるのは、多くの場合、対話という努力を払

おうとする者がいないためでもあることを学びました。そ

うした努力は一見、無益なことにも思われます。 しかし、

困難なことにちがいないでしょうが、疑いなく、やってみ

るだけの値打ちのあることなのです。戦い合う者達が掲げ

る大義を一一それはしばしばばかげたものにしか思われま

せん一一理解しようと努めるのは無益な+努力であり 、戦う

者に、戦争の被害を被る者の苦しみを理解させようとする

のは時間の無駄で、あると思われるかもしれません。しかし、

そうした骨折 りは決して無益なものではなく 、多くの場合、

本当に効果のあるただ一つの道であることを、私達は経験

から学び取りました。実際、戦争は時として、より強い権

力をもった人聞が命じる形で中止 されることがあります

が、その後、 何年かするとまた火がついてしまいます。ア

ンゴラで起きたことは、残念ながら、そうした事態でした。

1989年以降、世界はますます混乱の度を深め、より複雑

なものとなりました。より分裂の度合を深めていると思わ

れます。様々な社会状況は、ますます互いに隔たってゆく

ようですし、多くの問題は、ただ一つの解決策を与えるこ

とがますます難しくなっています。ここ十年の問に、核の

恐怖は崩れ去りましたが、多くの戦争が勃発したこともま

た事実です。戦争は起きやすくなっているように思われま

すし、多くの小匡|、政府を持たない少数民族、政治的なセ

クトなど、戦争を起こすことのできる勢力も数多く存在し

ているようです。しかし、それと 同時に、戦争が起きやす

くなった反面、平和に貢献しやすくなったともいえるので

す。つまり 、誰もが戦争を起こすことができますが、 ifjftも

が平和を築くこともできるのです。そして、そうした平和

を築く方向に向かつて進んでいるのが、庭野平和財団であ

ると私は思っております。実際、この賞は、平和の理想を

掲げることの大切さ、そして、世界中どこであれ、平和を

実現するためになし得るあらゆる手だてを尽くすことの大

切さを訴えるものなのです。平和への一努力が無益で、あった

り 、 ~価値であっ たりするほどち っ ぽけな人間はいません。

誰もが平和のために貢献をすることができるのです。庭野

平和賞は、受賞者にとって大きな意味をもっ評価であると

同時に、創設者の平和への熱意を表現するものであり、世:
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contribute to peace. Anyone c但.1make war， but any-
one also can make peace. I believe that the Niwano 
Peace FOlU1dation is steadfastly moving in that direc-
tion. In fact， this prize is recognition of the irnpor-
tance of the cause of peace and of all the efforts that 
can be made， anyvvhere in the world， to promote 
peace. No one is so humble that their contribution 
to peace is useless or irrelevant. We can all make a 
contribution to peace. The Niwano Peace Prize is im-
portant recognition for whoever receives it， but it ex-
presses the determined desire for peace of him who 
established it and continually makes it an instrument 
to promote world peace. 

Rissho Kosei-kai is a voice that more than others 
in recent decades has been raised from Japan to meet， 

get to know， and have dialogue with adherents of 
other religions. It is one of the most significant expres-
sions of a movement that has developed in Japanese 
society in the last decades when， having overcome 
but not forgotten the trallillas of the Second World 
War， and having reached a plateau of economic well-
being， Japan has beglU1 to question itself anew about 
its role in the world. Its financial role， above all in 
Asia， is well known and there is no need to empha-
size it. But also relevant is its contribution in the 
sphere of international cooperation， from Albコaniato 
Burunc吋di:Jap但 1γ'spreemIl山1encei凶swell known Il1 thiお5 

area. 
The choice of promoting Il1ternational cooperation 

so much is very significant also Il1 relation to Japan's 
previous history， and Il1 this sense Japan's experience 
is particularly close to that of many Emope但1COlU1-
h.ies， among them Italy. Japan is a group of islands， 
出 1dthis geographical characteristic has long condi-
tioned its history. In Japan， the non-Japanese has often 
had the face of a person from afar， who comes from 
beyond the sea， not always with benevolent Il1ten-
tions. This has also been the case of Europeans who 
have come to Japan with aggressive projects. But re-
ligion has played a different role. Buddhism arrived 
in Japan from ChIl1a and contributed to the pacifica-
tion and development of Japan. St. Francis Xavier also 
came to Japan with peaceful Il1tent. Therefore， Rissho 
Kosei-kai does not represent a case of wantIl1g to re-
new contacts with the overseas roots of Buddhism or 
develop new contacts in other places where world 
religions 0 
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界平手[1を推進する上での一つの道具としての役目を果たし

続けてゆくことでしょう。

立正i交成会は、他の宗教の代表者との交流、相互理解、

対話を行うために、ここ数 ト年の聞に日本の中から上がっ

た、とりわけ秀で、た一つの声で‘す。それは、近年の日本社

会において展開されてきた運動の中でも、最も重要なもの

の一つであります。第二次世界大戦の傷を克服 し 忘れ

去られたわけで、はありませんが一一寸ま済的な繁栄を遂げた

近年の日本は、 t世界の中での自らの役割が何であるかにつ

いて、 改めて自問するようになりました。とりわけアジア

地域において 日本が果たしてきた経済的な役割は広く 知ら

れており 、今ここで特に取り上げる必要はないでしょう 。

しかし、アルパニアからブルンジにいたるまで、匡11努協力

活動計画における日本の貢献度は著しいものがあります。

実際、日本がこの分野において主導的な役割をはたしてい

ることもまた広く 知られています。

このように数多くの国際協力を行う道を日本が選択した

ことは、日本の過去の歴史と !!慣らし合わせてみても 、大変

大きな意味を持 っています。この意味において、私は、日

本が歩んで、来た道のりが、多くのヨ ーロ ッパの国々 、特に

イタ リアに近いものがあると感じています。1:1本は島国で

あり 、こうした地理的特性は、長くその歴史を形づく って

きました。日本人以外の他者は、 ;fiJの彼方から到来した外

国人は、多くの場合、遠い世界の人間の顔を持っており、

その意図は必ずしも善なるものではありませんでした。確

かに侵略の意図を持って、日本にやって来たヨーロ ッパ人

もいたのです。 しかし、宗教はそれとは異なる役割をはた

しました。仏教は中国から日本に伝えられ、日本の平和と

発展に大きな貢献をはたしました。聖フランシスコ ・ザビ

エルも 、平和の意図を持って日本にやって来ました。従っ

て、立正佼成会が、j毎を超えて、仏教のルーツとなる地域

や世界のその他の宗教が栄えた地域と交流を図る必要性を

感じているのは偶然のことではありません。

ここ最近、夜、はヨーロッパ、アジア、中近束、アメ リカ

同大陸にまで及ぶ世界の各地を旅する機会を数多く 持ちま

したが、その旅の1:1"で、1:1本のことが語られるのをたびた

び耳にし、世界の中で日本が存在感を持っていることを実

感しました。
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have had the opportunity of lU1dert日kingil1 variolls 
parts of the ¥ザorld-from Emope to Asia， from the 
Middle East to the Americas-I have often heard talk 
abollt Japan， a11d 1 have en仁ounteredsigns of the 
Japa11ese presence in the world. Undollbtedly， Japan 
appeal.s as a great cOlU1try today; it does not present 
itself， however， i11 the gllise of a great power in the 
traditional sense of the tenn. This is a novel aspect， 
and to my way of thinki11g very positive. 1 know that 
today there is an open debate here abollt the role of 
Japan in the world and 1 know that there are those 
who hold that this role is i11adequate compared with 
the levels reached toda1' b1' yOllr cOlmtry in many 
importa川 areas.Ma町 wou1dlike major investments 
in the armaments sector and a more consistent mili-
tary presence. In reality， a debate like this retllrns pe-
riodically to the surface in man1' national sitllations. 
Even in Italy-known as the countr1' of pizza and 
spaghetti-there is sometimes a desire for a greater 
commitment in the militar1' sphere that wOllld in 
dllce greater international respect for the country. 

ActllaU1'， the framework of international relations 
has changed enormollsly in the last decades. Today 
there exist forms of national presence in the world 
more efficacious than the traditional ones. Personal-
ly， 1 believe that if Japan， althollgh it is a great COlU1-
tr1'， today does not ¥ヘ.rantto be a great pm，ver in the 
traditional sense， this does not derive on11' from its 
sho1l1dering the burden of a tragic histor1' bllt from 
the international conditioning it has lmdenwne in 。。
the last fift1' 1'ears. 

Meeting Jap但 1esemen and women， above all 
people of religion， 1 have in fact often had the im-
pression of great modesty， as if their principal preoc-
cllpation were above all not to distmb. A Japanese-
American ps1'chologist has noted that the Japanese 
sa1' 'Tm sorry" ，.vhen a Westerner would sa1' "Thank 
you." It is as if these men al1d these women did not 
want to burden other people， did not "vant to as-
sume a domineeri.ng attitllde. In this sense 1 believe 
that， at the heart of Japa11eSe societ1'， there are those 
who-and 1 am thinking above all of Rissho Kosei-
kai and other religiolls grollps-have reexamined in 
a profollnd way the tragic historical events of the 
Second World War， and in particlllar the dramatic 
bombings of Hiroshima and Nagasaki. 

On February 25， 1981， PO 
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疑いなく 、今日の日本は、大国の一つですが、現実には、

大国という言葉の古典的な意味における、強大な権力を持っ

た姿を世界に誇示してはおりません。このことは日本の独自

性であり 、大変好ましいことだと私は考えています。今日、

世界の中で日本がはたすべき役割について聞かれた議論が戦

わされているようですが、多くの重要な分野において貴国が

到達したレベルの高さにふさわしい役割を果たしていないと

考える者もいる ことも私は承知しています。多くの人々 は、

軍事部門へのも っと大きな投資と軍事力の強化とを望んでい

るようです。現実問題として、こうした議論は、 多くの国々

において、ある決ま ったサイクルで蒸し返されます。ピッツ

ァとスパゲッティの固として知られているイタリアにおいで

さえも、自国へのより大きな国際的な敬意が勝ち取れる よう

な軍事プランにも っと力を注ぐべきだ、といった意見がたび

たび3見れるのです。

実際のところ、国際関係のシステムというものは、こ こ

数十年で大きく変化 しました。今日の世界においては、そ

れまでの伝統的な形態よりもより効率的な国家の形態が存

在しています。私個人としては、たとえ今日の日本が大国

ではあっても 、古典的な意味での権力国家になることを望

まないとするな ら、それは自らが経験してきた痛ましい歴

史からだけでなく 、過去50年間に体験してきた国際的な制

約の中から学んだことであろうと思います。

男女を問わず、日本の方々 、特に宗教者の方々とお会い

すると 、私はしばしば、まるで他人の邪魔にならないよう

にする ことを何より 心がけているかのような、彼らの慎み

13tさに心打たれます。ある 日系アメ リカ人の心理学者は、

西洋人が「ありがとう jと言うところを、日本人は「すみ

ませんjと言うと指摘しています。それはまるで、他人の

重荷になることを望まず、でしゃばった行動はとりたくな

いといった!惑じです。

こうした意味において、私は、日本の社会の中には、第

二次大戦の痛ましい歴史経過、特に広島と長崎への劇的な

原爆投下について涼く見つめ直してきた人々一一私が特に

念頭に置くのは、立正佼成会をはじめとする様々な宗教組

織のことですーーがいるものと信じております。

1981 年 2月25日、広島を訪れた ヨハネ ・パウロ 2-1止は、

こう述べました。「戦争は人間のしわざです。戦争は人間
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仁iestructionof human life. War is death. Nm"，here do 
these trllths impose themselves llpOn llS more force-
fully than in this city of Hiroshima， at the Peace Me-
morial." And he added: "It is with deep emotion that 
1 have come here today as a 'pilgrim of peace.' 1 

wanted to make this visit to the Hiroshima Peace Me-
morial out of a deep personal conviction that to re-
member the past is to commit oneself to the future." 
1 believe that these sentiments a1'e shared by many 
Japanese people of religion， who intend to remember 
the past and commit themselves to the future. 

1 hope you will forgive me if 1 have taken advan-
tage of your kind attention to refer to many concrete 
p1'oblems and if 1 am permitted to formulate some 
obse1'vations 1'egarding the role of Japan in the world 
today 

This for・meis the fi1'st occasion to visit Japan，加1d
1 am grateful to the Niwano Peace Foundation also 
for this occasion that has been granted me. Fo1' m日ny
yea1's 1 have cultivated a pa1'ticlllar inte1'est in Japan 
and its people， and 1 conside1' this meeting an occa-
sion that 1 would like to use in the most intense way 
possible. 1 believe that the style in which 1 have en-
te1'ed in such a direct and 1'apid way into the hea1't of 
some problems is not exactly in line with the culture 
and traditions of Japan， where the fo1'ms of pe1'sonal 
relationships a1'e governed by rules that a1'e ve1'y re-
fined. 1 know that Japan is a country where serving 
tea is an art， as is the aITangement of flowers. But 
perhaps speaking of the disorders of the world c白1
be a way of arousing in you the desire to bring the 
o1'der and harmony that are typical of your tradi-
tions to have an effect on them. 

Permit me therefore to tOllch also on a final topic 
that is ve1'y close to my heart. It is the topic， 1 shall 
say right away， of the death penalty. The CommlU1ity 
of Sant'Egidio， in cooperation with Amnesty Interna-
tional and other international organizations， has 
lalU1ched an appeal fo1' a moratorillm on executions 
tlU'Ollghout the world sta1'ting vvith the year 2000. 
Right now， a collection of signatures is lU1der way on 
a globallevel in support of this appeal， to be presented 
in the coming months to UN Secretary-General Kofi 
Am1an. 

Undollbtedly， the isslle of the death penalty is very 
delicate. Among other things it is being applied in 
very different forms from cOlU1try to count1'y. It is not 
possible to pass a si時 lejudgment on such d出e
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の生命を奪います。戦争は死そのものです。この広島の地、

この平和記念公園で、人は特に強くそのことを感じます」

そして、こうつけ加えました。「私がこの広島平和記念公

園への訪問を希望したのは、過去を振り返ることは将来に

対する責任をになうことだ、という 強いU背信を持っている

からです」過去を思い出すことは未来にと っての責務であ

るというこの言葉は、日本の多くの宗教者の方々にも共通

する思いであろうかと思います。

ご静l陪頂いております皆様のお許しが頂けるようなら 、

多くの具体的な問題について触れるとともに、今日の日本

が世界の中で果たす役割についていくつかの私見を述べさ

せて頂きたいと思います。

そもそもこのたびの訪日は、彩、にと っては初めての経験

であり 、夜、にこのような機会を与えてくださ ったことに対

しでも 、庭野平和財団に私は大変感謝をしております。 し

かし、私はこれまでにも多年にわたって 日本とそこに暮ら

す人々に対 してひときわ大きな関心を寄せておりましたの

で、今回の交流をできる限り豊かな実りが得られるように

生かしたいと考えております。

様々な問題の核心にこのように単万直入に切り込んでゆ

く私のスタ イルは、対人関係がきわめて洗練されたルール

に従って組み立てられている 日本のような国の文化や伝統

とは、必ずしもぴったりと合致しているわけで、はないと思

います。この 日本という 国が、お茶を頂くことも 、花を活

けることも芸術にしてしまう国であることは承知 しており

ます。 しかし、世界の無秩序について語ることは、そうし

た無秩序の中に日本の伝統に特有のあの秩序や調和を導き

入れたいという願いを皆様の心の中に湧き起こさせるため

の、あるいは一法となるかもしれません。

ffE¥.;、まして、ここからは、私が大きな関心を寄せている最

後のテーマについて触れさせて頂きたいと思います。すなわ

ちそれは、死刑制度というテーマであります。聖エジデイオ

共同体は、アムネステイ・インターナショナルやその他の国

際組織と協力して、2α)()年以降、世界のすべての国で死刑執

行を停止するように!呼びかけるアピールを行いました。そし

て、現在は、このアピールを支持する人々の署名運動を 世界

中で展開しており、数か月後には、コフイ ・アナン国連事務

総長に提出する予定になっています。
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situations. But as 1 have already mentioned， we live 
in a world ever more interdependent， and even is目

sues we seem to regard only as the internal problems 
of si.ngle national societies nO¥，v concern the whole 
world.れTehave arrived at a poi.nt in the history of 
humanity when the isslle of the death penalty is not 
a仁oncernof one co¥.mtry more than another， but a 
general struggle of all nations and of all peoples to 
reduce the level of violence in the world. Because of 
the role that Japa.n and Japanese religions pl日yin the 
world， 1 hold it very opportl.me that you too will 
make yom voice heard on this issue. 

Among those who are condenmed to death i.n the 
world there are also-but not always， and this too 
occms to lls-persons who have conunitted serious 
crimes. Our thoughts go fir・stof all to thei1" victims， to 
the sorrow of thei1" family members， to the loneli.ness 
of those left behind. But i.n consideri.ng the death 
penalty-what it involves， the message of violence 
that it inevitably conununicates， its i.ntrinsic ir吐1¥.ト
manity-vve ask o¥.U'selves: what pmpose does it 
serve? Then the thought arises， can日 state，a law-
abiding nation， a developed society， place itself on 
the same level as those who have killed or conuniト
ted other offenses， a.nd itself kill? The West declares 
itself proud of its pri.nciples， among which are those 
that constitute so-called civil law and on which is 
based the insistent request to respect h¥.Unan rights 
However， the death penalty contradicts all this. 

It often happens that particular cases of persons 
condenmed to death-because of apparent IJU10-
cence， extreme youth， or somethIJ1g else-arouse 
public opIJ1Ion and IJ1dividual consciences. It is nec-
essary nevertheless that a just b叫 oc仁asionalco町 ern
for the accused should be accomp但uedby more 
comprehensive reflection. One does not ahvays suc-
ceed， i.n fact， in examining closely enough the many 
and complex aspects of tl1Is exh'eme jmidical sanc-
tion: from the coherence with wl1Ich a state IJnposes 
its laws， to the practical utility of a deterrent to 
crime; from the conditions to wl1Ich the accused is 
subjected， to the desire of the viCtI111'S relations. Of-
ten one is for or agaIJ1st tl1Is p¥.ll1Islunent without 
havIJ1g adequately evaluated its many human， 
moral， social， or even economic implications. The 
moratorium we propose is designed exa仁tlyto foster 
comprehensive re 
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死刑制度の問題が極めてテリケートなテーマであることは

間違いありません。何よりそれは、固によって施行される形

が大きく異なっています。そうした千差万別の状況に対して

単一の判断を下すことは不可能です。しかし、すでに触れた

通り、私達が暮らす世界は、相互依存の度合いをますます強

めています。個々の国の内政問題に過ぎないと思われるもの

であっても、その関係は今やすべての固に及ぶのです。私達

は、死刑制度の問題が単に個々の固だけでなしに、世界に蔓

延する暴力の数を減らすための総力戦として、すべての匡l、

すべての民族を巻き込むような、そんな人類史の段階に到達

しています。今日、日本や日本の宗教が世界において果たす

べき役割に閲しでも、この問題についての皆様の声をお聞か

せ頂く絶好の機会であると思われます。

世界中で死刑の判決を下された人々の中には、重大な犯

罪を犯した者もいます いつもというわけで、はありませ

んこのことも考慮に入れておくべきです。一一従って、

死刑に対する判断を下す際には、まず何より 、彼らの犠牲

者、家族の悲しみ、残された者の孤独に対して思いが及び

ます。 しかし、死刑制度、それがはらむ問題、死刑に避け

がたくつきまとう暴力のメッセージ、そこに内在する非人

間性を前にしたn寺、私達は自問するのです。死刑にしたと

ころでどうなるというのか、と。それから、こ ういう思い

も湧き起こります。ある国家 市民国家、先進国といわ

れる社会一ーが、人を殺したり様々な犯罪を犯したりする

人々と同じ土俵に立って、自ら人聞をその手にかけてもよ

いものだろうか。西洋の杜会は、自らが築き上げた規律に

対して誇りを持っています。そして、その中には、いわゆ

る法治国家を作り上げるための規律、人権擁護という強い

要求の礎となる規律も含まれています。しかし、死刑制度

はこうしたことすべてに対立するものなのです。

死刑の判決が下された個々の判例が、菟罪の可能性や未

成年犯罪といった理由から、世論や個人の良心に訴えかけ

ることはしばしばあります。しかし、個々の事例に対して

正当な、しかし気まぐれな関心を持つだけでなく 、その一

方では、より包括的な考察を行うことも必要なのです。実

際、この究極の法的処罰をめぐる様々な、そして複雑な側

面 国家の統治目的との整合|生、犯罪の抑止効果という

現実的効用、死刑囚の待遇、被害者の親族の意思など
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To this campaign heads of state and people of 
government have already lent their support， such as 
Czech President Vaclav Havel; people in the worlds 
of culture and entertaimnent; and representatives of 
the Clu'istian chmches and the major world reli-
gions. 1n consideration of the importance of this ini-
tiative illld of yom hl旧 1illlsensib出ty，1 a110w myself 
to draw your attention to this appeal， promoted by 
the COI1UnLUuty of Sant'Egidio and others. It is an 
appeal that 1 would define as coming from a11 men 
and a11 women of good will; from a11， that is， who 
W 白.ltto slgn It. 

The year 2000 is a date fu11 of sigIlIficance for the 
Clu'istian world， illld prompts Clu'istians to look 
with greater faith and greater hope to the future 
There is， however， a need for a11 people， Clu"istiilllS 
illld non-Clu'istiilllS， religious persons illld those who 
are lUlCOI1lI1utted， to look with greater faith and 
greater hope to the future of the world illld of hu-
manity after such a dramatic and violent century 
The moratorillm on the death penalty is a step in this 
direction: suspending executions tlu'oughout the 
world and taking a deeper look at tlus problem 
wOllld constitute a sign of IIulovation that would in-
fluence positively the spiritual illld social develop-
ment of the whole world. 

モザンビ フ紛争の和平調印

Ceremony after signing of the Mozambique peace agreement， 1992 

39 



について、必ずしも充分に深い検討がなされているとは言

えないのが実状です。往々にして、死刑にからむ人道的、

道徳的、柏会的、さらには経済的なたくさんの問題を評価

しないままに、賛成反対の意見が表明されてしまっている

のです。私達が提言する死刑制度の廃止は、まさしく 、で

きる限り広範かっ完全な形で、包括的な考察を行う上での助

けとなることを想定したものです。

こうしたJA剖u(こ対しては、チェコのヴァーツラフ ・ハヴ

ェル大統領をはじめとする国家の指導者や政府高官、文化

人やi寅 I~IJ人 、 キリスト教会他世界の大宗教の代表者の中に

も賛同者の輸が広がっています。こうした活動の重要性と 、

皆様の人間性に溢れた感受性を考えつつ、私は皆様に対し

でも 、聖エジデイオ共同体が掲げたこのアピールへの注目

を呼びかけるものですが、それは聖エジデイオ共同体やそ

の他の団体だけによるものではなく 、普なる意思をも った

すべての男性とすべての女性、すなわち、岩名を希望する

すべての人々によって行われるものなのです。

2000年という年は、キリスト教徒に対しでも っと信頼と

希望を持って未来を見つめるようにと促す、キリスト教世

界にとっては極めて大きな意味を持つ年であります。 しか

し、このように劇的で、暴力に満ちていた一世紀の後に、世

界と人類の未来をもっと信頼と希望を持って見つめること

は、キリスト教徒であってもなくても、宗教を信じていて

もいなくても、全ての人に必要なことです。死刑執行を停

止は、 その意味での一歩となるものです。世界中で死刑の

執行を停止し、この問題についての思索を深めることは、

世界のすべての国々の精神的、社会的発展にとって好まし

い影響をもたらすかもしれない新しい試みのーっとなるで

しょう 。
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ヴリスマス昼食会

Special Christmas IUllch for the pOOI 
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メッセージ‘

第15回庭野平和賞受賞者

マハ・ゴーサナンダ大僧正
「カンボジアの平和と非暴力のためのダンマヤ 卜ラ ・センター」代表

「カンボジアの平和と非暴力のためのダンマヤトラ ・セ

ンタ -Jは、カンボジア、アジア 、そして世界の平和の

ために力を注いでおります。カンボジアの苦しみは深く、

その苦しみからは大いなる慈悲が生まれます。

世界中の生きとし生けるものに大きな慈悲のこころを

広げ、人 と人の聞の料、を強め、私たちの共通の家である

この小 さくて美しい地球の平和を守ること、それがダン

マヤ トラ ・センタ ーのっとめです。

このたび聖エジデイオ共同体が、!庭野平和賞審査委員

会による選考と庭野 日銑総裁の承認を経て、I999i!三度庭

Mfi'平和賞・の受賞者に決定したことをま11り、たいへんうれ

しく思います。

「カンボジアの平和と非暴力のためのダンマヤトラ ・セ

ンタ -Jを代表し、最も相応しい受賞者であられる聖エ

ジデイオ共同体に対し、私は心からお祝いの意を表しま

す。

庭野平和財 団によ って贈られるこの大慈悲の賞は、世

界中の人々の平和 と相互理解を目指す聖エジデイオ共同

体の高j甚な使命に対し、意義深い貢献となることと思い

ます。

聖エジディオ共同体、とりわけアンドレア リカルデ

ィ教授に対し、将来においてもその使命が十全に達せら

れますことを願ってやみません。

すべての生命あるものが、幸怖と平和のうちにありま

すように。
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Message 

From Ven. Samdech Preah Maha Ghosananda， 
Founder of the Dhammayietra Center 
for Peace and Nonviolence of Cambodia 

(Recipient of the Fifteenth Niwano Peace Prize) 

The Dhallunayietra Center is focusing on bringing 
peace to Cambodia， Asia， and the world. The suffer-
ing of Cambodia has been deep. From tlせssuffering 
comes Great Compassion 
The conunitment of the Dhal1U11ayietra Center is to 

extend the Great Compassion to allliving beings of 
the world， to reinforce brotherhood between human 
beings and to preserve peace in our common home 
that is our small and beautiflll Earth 
It is really a great pleasure for the Dhammayietra 

Center to learn that the cOllU1uttee of the Niwano 
Peace Prize has chosen the CommLUuty of Sant'Egidio 
for the 1999 Pr包e但 1dthat Rev. Nicluko Niwano， pres-
ident of the FOLU1dation， has approved this choice. 
1 would凶くeto express on behalf of the DhallU11日-

yietra Center for Peace and Nonviolence of Cambodia 
and myself， my heartiest congratulations to the Com-
mLUuty for the honor that it most lughly deserves 
1 thir叫くthatthe Pr・izeof Great Compassion of the 

Niwano Peace Foundation will contribllte meaning-
hlily to the Conununity of Sant'Egidio in its noble 
mission for promoting peace and mlltual LU1der-
standing among all people of the world目

1 sincerely convey to the CommLUuty， and especially 
to Prof. Andr官 IRiccardi， my best wishes for the SllC-
cess of their future nUssion 
May all beings live in Happiness and Peace. 
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庭野平和財団について

庭野平和財団は、創立40周年を迎えた立正佼成会の記

念事業として、IIBlll53年12月に設立され、平成 10年 12月

に設立20周年を迎えました。

名誉総裁庭野日 lijx師並びに立正佼成会は、世界宗教者

平和会議 (WCRP)をはじめ、匡JIl祭自由宗教連盟(IARF)

など、国際的な宗教協力を基盤とした平和lのための活動

をこれまで積み重ねてきました。一方、囲内では「明る

い社会づくり運動jを提H目・支援して参りました。

平和という、人類が有史以前から求め続けた困長Iiな理

想を、その実現に向けて更に推進し発展させるためには、

宗教者の協力と連帯による地道な努力が今後一層重要と

思われます。

しかし平和を達成するためには、このような iï~i動が、

特定宗教法人の枠を越え、宗教界の多くの人々、更に広

く村会の各方面で活路!する方々に参加 して頂き 、衆ま11を

集めて揺るぎない母体を作る必要が生まれます。 また、

そのために財政的な基盤も築かなければなりません。混

迷のJ支を加える現代にあって、こうした時代の要請から

庭野平和財団は設立されました。

事業内容として、庭野平和賞をはじめ、宗教的精神を

基盤とした平和のための思想、文化、科学、教育等の研

究と諸活動、更に世界平和の実現と人類文化の高揚に笥:

与する研究と諸活動への助成を行い、シンポジウムの開

催、|王|際交流事業など、幅広い公共性を有した社会的な

活動を展開しています。
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History and Purpose 
of the Niwano Peace Foundation 

The Niwano Peace FOlU1dation was established in 
December 1978 to com memorate the fortieth anniver-
sary of Rissho Kosei-kai and celebrated its twentieth 
anniversary last December. Internation叫ly，FOlmder 
Nikkyo Niwano and Rissho Kosei-kai have actively 
promoted inter-religious cooperation for world peace 
through the World Conference on Religion and Peace 
(WCRP) and the International Association for Reli-
gious Freedom (IARF). He is honorary president of 
LへICRP'sInternational Committee and of the IARF 
Domestically， they have advocated and supported 
the Movement for a Brighter National COl1ummity 
To attain peace-that difficult ideal for which hu-

mankind has striven sIl1ce prehistory-cooperation 
among religious leaders to fonn a lmified force that 
will brIl1g about slow but steady progress has become 
Il1creasIl1g1 y vita l. 
Peace calmot be attained， however， by a limited 

number of religious leaders. Rather the task must 
combIl1e all sectors of society as a whole and gather 
the wisdom of all Il1 formIl1g a stable central body. 
For this pmpose， equally Ilnportant is the formation 
of an economic Il1Irastructure. That is why， Il1吐his
pe町riωod0ぱfc∞on吋fu凶1白si叩on凡1，t出heNivヘ刊1

was created. 
As one concrete lmdertalくIl1gto realize the goal of 

world peace and the er由但1cementof Cluture， the 
fOlU1dation also fIl1ancially assists research activities 
and projects based on a religious spIl.it concernmg 
thought， culture， science， education， and related sub-
jects. SymposiLUns and Il1ternational exchange activi-
ties which will widely benefit the public are enthusi-
asticallyencouraged. 
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ZR庭野平和財団
干160-0022 東京都新宿区新宿1-16-9 シャンヴィラカテリーナ 5F 

TEL 03-3226-4371 FAX 03-3226-1835 

E-mail kyx0500Q@nifty.ne.jp 
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