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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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