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第11回 庭野平和賞贈呈式プログラム

期日平成 6年 5月11日(水)

会場 ホテルセンチュ リー ・ハイアッ卜

PROGRAM FOR 

THE ELEVENTH PRESENTATION CEREMONY OF 

NIWANO PEACE PRIZE 
Wednesday， May 11th， 1994 

At Hotel CENTURY HYATT 

R普 口正 式 (1 0 : 30~ 1 2 : 30) PRESENTA TION CEREMONY (10: 30~12: 30) 

選考経過報告 理事長長沼基之

Prelude (Music) 

Opening Prayer 

Report on Screening 

一一一R巴v.Motoyuki Naganuma， Chairman 

Presentation of the Prize 

一一-Rev.Nichiko Niwano， President 

President's Address 

一一一Rev.Nichiko Niwano， President 

Congratulatory Messages 

一一-Rev.Yasusaburo Tazawa 

Chairman， the Japan Religions League 

一一一MOI1.William Aquin Carew 

Ambassador of Apostolic NUI1ciatur巴

Commemorative Address 

一一一CardinalPaulo Evaristo Arns 

Archbishop of Sao Paulo 

序 奏

開 会 の祈り (黙語)

平 和 賞贈 呈 総 裁庭野日銀:

総 裁 挨 拶 総 裁 庭野日錨

祝 辞 日本宗教連盟理事長 田i幸康一三郎

ローマ法王庁大使

ウィリアム・アクイン・カjレー

記念講演 第11回庭野平和賞受賞者

ノfウロ・エヴァリスト・アノレンス

平和への祈り (黙語) Prayer for Peace 

懇親会 (12:30~ 14 ∞) RECEPTION(12: 30~14 : 00) 

開 会挨拶

ネ兄 辞 ブラジル大使
ノfウロ・ピーレス・ド・リオ

Openning Greetings 

Congratulatory Messages 

一一一Mr.Paulo Pires Do Rio 

Ambassador of Brazil 



第11回庭野平和賞受賞者

The recipient of the eleventh 

Niwano Peace Prize 

パウロ・エウeアリスト・アルンス枢機卿

Cardinal Paulo Evaristo Arns 
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庭野平和財団理事長

Chairman， The Niwano Peace Foundation 

長沼基之
Motoyuki I¥Jaganuma 

第11回庭野平和賞は、ブラジルのカ トリ ック指導者、

パウロ ・エヴァ リス ト・ アルンス枢機卿 (サンパウロ大

司教)に贈られることに決定致しました。

アルンス枢機卿は、プラジルに民主化をもたら した最

大の功労者の一人であり、南米を中心に人権の擁護、環

境の保護、開発協力のために超宗派的立場で永年活動し

てこられま した。

本日ここに各界を代表する方々のご臨席を賜り、 同師

の業績を讃えて贈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あります。また、回を重ねると共

に庭野平和賞に対するご理解と評価が高まりつつあるこ

とは、宗教協力の理念と活動の輪が一層広がるために極

めて喜ばしいことであり、深く感謝申し上げる次第でご

ざいます。

私どもは、この庭野平和賞によって宗教協力の輪がさ

らに広がり、世界平和の実現と、人類の繁栄にいささか

なりとも貢献できればと念願しております。

今後とも皆様の一層のご理解とご協力をお願い申し上

げます。
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The Niwano Peace Foundation has d巴cidedto 
award the eleventh Niwano Peace Prize to Cardinal 
Paulo Evaristo Arns， Archbishop of Sao Paulo， Brazil. 

Cardinal Arns is one of the prime movers behind the 
democratization of Brazil. He has also b巴enmany 
years a leading force in the protection of hl1man 
rights， as well as environmental preservation and 

development assistance， in South America and other 
regions from a nonsectarian standpoint. We are most 
happy to be able to honor Cardinal Arns's achieve 

ments at this presentation ceremony， attended by 

distinguished representatives of many different walks 

of life. 
The increased l1nderstanding and appreciation 

that the Niwano Peace Prize has enjoyed with each 

passing year are highly gratifying in that they augl1r 

well for the further spread of the principles and 
practice of interreligiol1s cooperation. Ol1r hope is to 
make a modest contribution， throl1gh this prize， to 

further widening the circle of interreligious coopera-
tion and thus to bringing abol1t world p巴aceand 
human prosperity. In this endeavor we ask yOl1r 
continl1ed understanding and support. 
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庭野平和賞について

The Meaning of the Niwano Peace Prize 

趣旨・表彰の対象

今日、私達の住む地球は、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

発途上国におりる飢餓と貧困、非人道的な格差と抑圧、

大気の汚染、及び人間の精神の額廃、等々。

このような時代において、あらゆる人々の聞に相互理

解と信頼及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、お互いを分り隔てる壁を取り払って、平和社会

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輪が一層広が

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、当財団では、「宗教的精神に基づいて、宗教協

力を促進し、宗教協力を通じて世界平和の推進に顕著な

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、その業績が世の人々を啓発し、宗教の相

互理解と協力の輪を広げて、将来世界平和の実現に献身

する多くの人々が輩出することを念願として、庭野平和

貨を設定致しました。第 1回受賞者はへルダー・ P.カ

マラ大司教、第 2回は故ホーマー ・A ・ジャック博士、

第 3回は趣撲初師、第 4回はフィ リップ ・A・ポッタ一

博士、第 5回は世界イスラム協議会、第 6回は故山田恵

諦天台座主、第 7回は故ノ ーマン ・カズンズ博士、第 8
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諸宗教のリーダ による学習会 カマラ大司教(右、第 l回庭野平和賞受賞者)と

共に(1973年12月)

Purpose and Qualifications 

The world in which we live today is beset by 

many problems: the threat of nuclear war， the squan-

dering of precious natural resources on the arms race， 

famine and poverty in the developing nations， in-

humane discrepancies and oppression， environmental 

pollution， and spiritual decadence 

Today， religion is charged with the important 

duty of fostering mutual understanding and trust and 

a spirit of cooperation and fellowship among all 

people so that the foundations of a peaceful society 

may be laid. To discharge this duty， p巴opleof religion 

must begin by tearing down the walls erected by each 

religion's belief that its teachings alone represent 

absolute truth， joining hands in wholehearted coopera-

tion to bring about a peaceful society. 

We at the Niwano Peace Foundation hope above 

all that the ideals and activities of interreligious 

cooperation for the sake of peace and justice will 

spread in ever-widening circles and that a growing 

number of people will come forward to devote them-

selves to this cause. Indeed， we know that many 

people of religion are already working earnestly to 

promote interreligious understanding and coopera-

フ



毎年、 l人選ばれる平和貢献賞を受賞

回はヒルデガルド ・ゴス・メイヤ一女史、第 9回は A.T.

アリヤラトネ博士、第10回はネープ ・シャローム/ワハ

ット ・アル ・サラームであり ました。

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119

カ国724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。

B 

tion， contributing to the cause of world peace through 

their solidarity. 

The N iwano Peace Foundation established the 

Niwano Peace Prize to honor and encourage individ-

uals and organizations that have contributed signifi・

cantly to interreligious cooperation in a spirit of 

religion and thereby furthering the cause of world 

peace， and to make their achievements known as 

widely as possible the world over目 TheFoundation 

hopes thus both to deepen interreligious understanding 

and cooperation and to stimulate the emergence of 

still more people devoting themselves to world peace. 

The first Niwano Peace Prize was awarded to Arch-

bishop Helder Pessoa Camara of Brazil in 1983， the 

second to Dr. Homer A. Jack of the United States， the 

third to Zhao PU Chll of the People's Repllblic of 

China， the fourth to Dr. Philip A. Potter of Dominica， 

the fifth to the World Mllslim Congress (Motamar 

Al-Alam Al-Islami)， the sixth to His Eminence Etai 

Yamada of the chief abbot of the Tendai sect of 

Buddhism of J apan， the seventh to Dr. N orman 

COllsins of the United States， the eighth to Dr. Hil-

degard Goss-Mayr of Allstria， the ninth to Dr. A. T. 

Ariyaratne of Sri Lanka， and the tenth to Neve 

Shalom/Wahat al-Salam. 

Nomination and Selection 

People of religions and intellectllal figures both 

within Japan and overseas were asked to nominate 

candidates for the eleventh Niwano Peace Prize 

Their nominations were sent to the FOllndation for 

selection 

So that the religions of the world are represented 

eqllitably， 724 people in 119 cOllntries were asked to 

sllbmit nominations. All the nominees were screened 

by a committee comprising seven representatives 

from Buddhism， Christianity， Islam， and other reli-

glOns 

PrC自entationCeremony 

The Niwano Peace Prize is awarded every year in 

May at a ceremony. The recipient is presented with 

the main prize of a citation and the sllbsidiary pr包eof 

￥20 million and a medal. Following the presentation 

ceremony， the recipient delivers a commemorative 

address 
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表彰の理由

WhV Cardinal Paulo Evaristo Arns 
WasSelected as the Recipient of 
the Niwano Peace Prize 

キリスト聖体祭で
(19日日年4月)

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11回庭野平和賞をプラジルのカトリック指導者、

パウロ ・エヴァリスト ・アルンス枢機卿に贈ることを決

定しました。

ア/レンス枢機卿は、プラジルに民主化をもたらした最

大の功労者の一人であり、南米を中心に人権、環境の保

護と開発を超宗派的立場で実践する代表的な「南の顔」

の一人でもあります。

ブラジJレでは1964年から21年間、軍事政権によって罪

なき人々が、非合法な手段で抑圧されてきました。こう

した実状に対して師は、人権擁護に取り組む「サンパウ

ロ正義と平和委員会」を創設。非合法な投獄、拷問、獄

死の撲滅に力を尽くし、その結果、幾多の罪なき人々に

自由を取り戻しました。師は政治犯や亡命者に対して恩

赦を与えるための特別な権限を政府から得るに至ってい

ます。

軍事政権が倒れた85年、師はこれまでの政権による拷

問を事実に基づき記 録 し た rBRAZIL: NEVER 

AGAINJ (原文はポルトガル語)を発刊。本書はその事

実が広く国民の記憶にとどまるよう、拷問を受けた人々

や事例をつぶさに書き残しており、この書は人権運動に

守口

The Niwano Peace Foundation， acting on the 

recommendation of the Niwano Peace Prize Screen-

ing Committee， has decided to award the eleventh 

Niwano Peace Prize to Cardinal Paulo Evaristo Arns， 

Archbishop of Sao Paulo， Brazil. Cardinal Arns is one 

of the prime movers behind the del11ocratization of 

Brazil. He is also a leading force in the prol11otion of 

human rights， as も，vellas environmental conservation 

and developl11ent， in South America and other regions 

from a nonsectarian standpoint. 
Countless innocent people suffered oppression 

under the military regime that r111ed Brazil from 1964 
to 1985. Cardinal Arns responded by creating the 

Jl1stice and Peace Commission in Sao Paulo to safe-

guard citizens' human rights. His tireless efforts to 

eradicate unjl1st imprisonment， torture， and execution 

restored freedom to many innocent victil11s， and he 

l11ade skillful use of his prestige to gain amnesty for 

numerous political prisoners and exiles. 

In 1985， after the military dictatorship was top-

pled， Cardinal Arns published Bmsil: Nunca Mais 
(Brasil: Never Again)， which documented the previous 

regime's torture in graphic detail so that his fellow 

citizens， would never forget what had happened. This 

work， highly regarded by human-rights activists， has 

been published in English as Torlure in Bmzu. 
Recently， l11any“street children" in Brazilian 

1 1 



従事する人々の間で、多大な反響を呼び起こしました。

(英語版で“TORTUREIN BRAZIL" rプラジルにお

ける拷問」の意ーというタイトルで出版されています)。

最近プラジルでは、スト リー ト・ チルドレンが、武装

組織によって襲撃されるというような痛ましい事件が相

次いでいますが、 師は青少年の抹殺を止めさせようとあ

らゆる努力を行っています。

このように師は、人種や性別、 年齢にかかわらず、自

らを守ることができないような、力のない声なき人々を

守るために、 地域社会のあらゆる問題に関わって奉仕す

る草の根の組織「キ リス ト教基礎共同体」 を育成するブ

ラジノレの人権運動の第一人者として評価を得ています。

師の人権擁護に対する熱意は、宗教者による「地球共

生」のための行動にもつながっていきました。まず、 75

年と77年の 2回開催された「宗教間平和会議」の出席を

契機に、20年間にわたり、イスラム教徒、ユダヤ教徒、

キリスト教徒、ヒ ンズー教徒、 仏教徒と共に宗教協力に

よる国内外の平和運動に携わっています。

最近では、 1990年、米国プ リンス トンで開催された

WCRP (世界宗教者平和会議)主催の「子供のための世

界宗教者会議」に参加し、 キリスト教の立場から「子供

たちの人権を守ることこそ、宗教者の使命である」と講

演。また、92年には WCRP共催「環境と開発会議J (ブ

ラジル、カ ンポス ・ド・ ジヨルダン)で開発と貧困につ

いて講演を行いました。

現在では、国連の国際人道問題独立委員会や「南」委

員会 (委員長、ニエレレ前タンザニア大統領)の主要メ

ンバーとして、アムネスティ ・インターナショナlレ、国

連難民高等弁務官事務所などと共に平和な世界の実現を

めざして、顕著な開発運動や環境保護活動にも積極的に

取り組んでいます。その評価は誠に高く、フランスの最

高栄誉賞などを受賞しています。

当財団は、アルンス枢機卿のこうした永年にわたる活

動と、正義と平和への献身に深く敬意を表し、その多大

な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11回庭野

平和賞を贈ります。
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cities have been murdered by armed bands. Cardinal 

Arns is now doing his utmost to put a stop to this 

slaughter of innocent youngsters. 

To safeguard the defenseless， the powerless， the 

voiceless， Cardinal Arns has foster巴dthe creation of 

comunidades eclesias de base (ecclesiastic grass-roots 

communities) to address the manifold problems affect-

ing local communities， thus earning a reputation as 

one of Brazil's leading human rights activists. 

The Cardinal's deep dedication to human rights 

has led to activities with other people of religion to 

encourage“global symbiosis，" as well. His participa-

tion in two International Peace Colloquia， in 1975 in 

Bellagio and in 1977 in Lisbon， initiated almost twenty 

years of cooperation in the peace movement with not 

only other Christians but also Buddhists， Hindus， 

Jews， and Muslims， both in Brazil and abroad. In 1990 

Cardinal Arns attended the WOl・ld'sReligions for the 

World's Children Conference， sponsored by the World 

Conference on Religion and Peace， in Princeton， New 

Jersey， where he delivered an address stressing， from 

a Christian standpoint， the point that protection of the 

human rights of children is a major mission of all 

people of religion. And in 1992 he participated in 

Religious Communities for UNCED， on the theme 

“Religions' Responsibilities for Environment and 

Development，" cosponsored by the WCRP， in Campos 

do J ordao， Brazil， where he spoke on development and 

poverty. 

As a key member of the United Nations Indepen-

dent Commis'sion on International Humanitarian 

Issues and of the South Commission， headed by Julius 

K. Nyerer・e，fonner president of Tanzania， Cardinal 

Arns is working vigorously， in cooperation with 

Amnesty International， the office of the United 

N ations High Commissioner for Refugees， and other 

international organizations， to promote development 

and environmental conservation aimed at the creation 

of a peaceful world. His efforts have earned high 

praise and many honors， including the degree of 

Commandeur in the Legion d'Honneur， the highest 

hon01・ conferredby the French government 

The Niwano Peace Foundation awards Cardinal 

Arns the eleventh Niwano Peace Prize both in honor 

of his long years of dedication to justice and peace and 

his great accomplishments and in the heartfelt hope 

that his example will inspire many others to follow in 

his footsteps. 
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〈略歴〉

受賞者のプロフィール

Brief Personal History 
of Cardinal Arns 

1921年9月14日、 ブラジル南部地域のサンタ ・カ タリー

ナナト|に生まれるo

1945年司祭と して任命される。

1947年 フランシス コ会神学校(プラジノレ・ ペ トロポリ

ス)卒業。

1952年 パ リのソルボンヌ大学で文学博士号を受ける。

1966年 パウ ロ六世教皇よ り司教に任命され、サンパウ

ロ大司教補佐役と なる。

1970年世界最大の司教区サンパウ ロの大司教に任命さ

れる。

1973年 パウ ロ六世教皇によ り枢機卿に任命。サンパウ

ロの教皇庁カ トリ ック大学および被昇天聖母マ

リア神学校の学長に就任。

ブラジ/レ司教会議サンパウロ州区会長に就任。

1977年 ノートルダム大学 (米国インデアナ州)より最

初の名誉博士号を授与される。

1979年米国シカゴ ・ノートルタ。ム大学で人権賞を受賞

(カータ一大統領と共に)

1981年 プラジル政府の経済政策によりヲ|き起こされた

失業反対運動の指導者となる。

1983年 アルゼ、ンチンで人権擁護を訴える。

1984年 東京で開催された講演会出席のため来日。

1985年拷問の記録文書“BRAZIL: NEVER AGAIN" 

を出版。ジュネープの国連難民高等弁務官事務

所よりナンセン・メタ9ル賞を受賞。

1987年 エイ ズに対する良識を求める運動・希望プロジ

ェクトを推進。フランスで最も栄誉ある賞、レ

ジョン ドヌール勲章を受章。

1990年 著作の一つに 『ジュ カ ・パ 卜』知識人賞を受賞。

1992年 rWCRP環境と開発会議J(プラジル、カンポス・

ド・ジヨ ルダン)で開発と貧困について講演。

守4

1921 

1945 

1947 

1952 

1966 

1970 

1973 

1977 

1979 

1981 

1983 

1984 
1985 

1987 

1990 

1992 

On September 14， Born in the State of 
Santa Catarina， Brazil 
Ordained a priest in the Roman Catholic 
Church 
Graduated from the Franciscan Theologi-
cal Institute， Petropolis， Brazil. 
Received a doctorate in literature from the 
Sorbonne， Paris. 
Appointed bishop by Pope Paul VI; as-

signed to serve as auxiliary to the Arch-
bishop of Sao Paulo目

Appointed Archbishop of Sao Paulo， the 
world's largest diocese， by Pop巴 PaulVI. 
Appointed Cardinal of the Church by Pope 

VI; appointed Chancellor of the Pontifical 

Catholic University and Our Lady of 
Assumption Theological Seminary， both in 
Sao Paulo; named President of the State of 

Sao Paulo division of the N ational Confer-
ence of Brazilian Bishops 
Received the first of many honorary 
degrees， from the University of Notre 

Dame， in the United States. 
Received a human rights award at Notre 
Dame University in Chicago， 111. together 
with U.S. President Jimmy Carter. 
Spearheaded a campaign to combat un-

employment caused by the Brazilian gov 
ernment's economic policy. 
Appealed for the protection of human 
rights in Argentina. 

Lectured in Tokyo. 
Published Brasil: Nunca Maお (Brazil:
Never Again)， a documentation of torture 
llnder Brazil's military regime 

Started the Hope Project to raise con-
sciollsness about AIDS; received the Legion 
d'Honneur from the French government. 
Awarded the J llca Pato Intellectual Prize 
for one of his books. 
Attended Religious Communities for 

UNCED， cosponsored by the WCRP， in 
Campos do J ordao， Brazil， where he 
delivered an address on development and 
poverty. 

守5



〈著作、放送〉ア/レンス枢機卿はまた、ジャーナ リストで

あり、多数の刊行物における記事のほか、 48冊の著作(代

表作 rブラジル ・ネヴァー ・アゲインJ)と5冊のポルト

ガlレ語への翻訳がある。また毎日、サン・パウロの 2つ

のラジオ放送で説教を行っている。

〈名誉学位〉 ノートル・ダム大学、シエナ大学、フォーダ

ム大学、セトン ・ホール大学、デュプケ大学、マンハッ

タン大学(以上、米国)、ミュエンスター大学(ドイ

ツ)、聖フランシス ・ザヴィ エル大学 (カナダ)、サン・

フランシスコ大学、メトディスタ ・デ ・ピラチカパ大学、

サグラ ド・コラカ ン・デ ・ジーザス大学(以上、ブラジ

/レ)、ニジメゲン大学(オラ ンダ)

〈受賞歴〉国際レティリエル・モフィッ卜記念人権賞(1982

年、米国・ワ シン トン政治学研究所)、国連難民高等弁務

官事務所よりナンセン・メタル賞 (1985年、ジュネー

プ)、レジョンドヌール勲章(1987年、プラ ンス大統領、

フランス最高栄誉賞)、オスカー・ロ メロ大司教国際人権

賞 (1988年、米国・ヒュースト ン、メニル・ロスコー・

チャペJレ財団)、第1回ブラジjレ全国人権賞 (1988年、ブ

ラジル人権グループ協会)、 90年知識人賞(1990年、 ブラ

ジル作家連合)、オスカー・ロメロ賞(1991年、米国・ポ

ートランド、ノfックス ・クリスティ・インターナショナ

lレ)等。また、アイ Jレラ ンドのゴールウェー市はじめサ

ン・パウロ市等多数のブラ ジlレ諸都市の名誉市民号を受

けている。

〈現在の役職〉

1 プラジlレ・サン・パウ ロ大司教、枢機卿

2. サン・パウロの教皇庁カトリック大学および被昇天

聖母マ リア神学校学長

3.ローマ教皇庁典礼秘跡省(儀礼儀式に関する聖省)

のメンバ-

4. パッ クス・クリスティ・イ ンターナショナルのメン

ノ~'-

5.国際人権サービスのメンバー

6. ラテン・アメリカ正義と平和サービスのメ ンパー、

他
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、;Vritingand Broadcasting Activities 

Cardinal Arns is also a jOllrnalist. In addition to 

Pllblishing articles in nllmerolls plIblications， he has 

written forty-eight books， most notably Bmsil: Nunca 
Mais (Brazil: Never Again)， and has translated five 

works into Portllgllese. He also delivers daily broad-

casts on two radio stations in Sao Palllo. 
Honorary Degrees 

Cardinal Arns has received honorary degrees from the 

University of Notre Dame (1977)， Siena College (1981)， 
Fordham University (1981)， Seton Hall University 

(1982)， DlIbllque University (1988)， and Manhattanville 

College (1991)， in the United States; the University of 

MUnster (1983)， in Germany; St. Francis Xavier Uni-

ver・sity(1986)， in Canada; Sao Francisco University 

(1989)， Metodista de Piracicaba University (1990)， and 

Sagrado Coracao de Jeslls University (1992)， in Brazil; 

and the University of Nijmegen， in the Netherlands 

(1993) 

Awards and Honors 

Awards and honors conferr巴dupon Cardinal Arns 

include the Letelier-Moffitt Memorial Human Rights 

Award， in Washington， D.C. (1982); the Nansen Medal 
Award of the United Nations High Commissioner for 

Refugees， in Geneva (1985); the L邑giond'Honneur of 

France (1987); the Oscar Romero Human Rights 

Award of the Rothko Chapel， HOllston， Texas (1988); 

the first National HlIman Rights Award of the 

N ational Coordination of Brazilian HlIman Rights 

Groups (1988); the Intellectllal of the Year Award of 

Brazilian Union of Wr悦 rs(1990); and the Oscar 

Romero Human Rights Award of Pax Christi， Port-

land， Oregon (1991). He has also been made an honor-

ary citizen of Galway， Ireland， as well as of Sao Paulo 

and many other Brazilian cities. 

Present Positions 

At present Cardinal Arns is Archbishop of Sao Palllo 

and Cardinal of the Chllrch， and is Chancellor of the 

Pontifical Catholic University and Ollr Lady of 

Assumption Theological Seminary， both in Sao Palllo. 

He is also a member of the Vatican's Sacred Congre-

gation for the Sacraments and Divine Worship， Pax 

Christi International， the International Service for 

Human Rights， the Peace and JlIstice Service in Latin 

America (SERPAj-AL)， and many other organiza-

tions. 
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受賞講演

平和への道
The Way of Peace 

新しい時代/

rジユカ ・パトJ 知議入賞を

受賞(199日年10月)

この名高い庭野平和賞を受賞いたしましたこ とは身に

余る光栄です。 いわゆる冷戦が終結し、超大国間の核兵

器使用の脅威が去ると ともに、我々は平和な時代の到来

を予感しま した。ところが、鉄のカーテンの象徴であっ

たベルリ ンの壁の崩壊以来、世界は地域レベルの絶えま

ない暴力と戦争にさらされています。

平和とは何か?

我々は今こう 自問せざるをえません。 平和とは何か?

と。平和とは世界中から思想的あるいは経済的紛争がな

くなることでしょうか? あるいは貧困に打ち勝つた繁

栄の時代のことでしょうか ?

私の答はどちらでもあ りません。平和とは戦争がなく

なることでも、経済的繁栄でもありません。多数決原理

が全世界に広がることでもありません。平和が一人一人

の習慣となる時、それは日常的現実となります。平和 と

はそういうすばら しい贈 り物なのです。

私は新たな習慣を獲得する

私は立正佼成会会長庭野日鏑師の著書 『すべてはわが

師J (p.83~86) を拝読して 、 習慣と法華経に関するくだ

りに感銘を受けま した。 師は哲学者アン リ・ アミエルの

言葉を号|いておられます。「新しい習慣を身につけること
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A New Era! 

It is a great honor for me to receive the presti-
gious N1WANO PEACE PRIZE. With the end of what 
was called the Cold War and the constant threat of the 
use of nuclear arms among the world's most powerful 

nations we felt that now we would know peace in our 
time. But since all the symbols of the 1ron Curtain， the 
Berlin Wall have fallen， we have seen a world that 
faces violence and war continuously on the local level 

What is Peace? 

We are now forced to ask ourselves: What is 
peace? Is it the absence of worldwide ideological or 
economic divisions? Is it a time of prosperity when 

poverty has been overcome? 
1 do not think so. Peace is not the absence of war; 

it is not economic prosperity; it is not even worldwide 

majority rule. Peace is a transcendent gift that 
becomes a reality of daily life when it becomes a habit 

of each human being. 

Learn N ew Habits 

When 1 read Rissho Kosei-kai president， Rev. 
Nichiko Niwano's book， My FATHER， My TEACHER 
(pp. 83-86) 1 was impressed by his words about habit 

and the Lotus Sutra. He quotes the philosopher， Henri 
Amiel who says that: To learn new habits is every-
thing， for it is to reach the substance of life. Life is but 

a tissue of habits. 
This is as important in the Christian tradition， as 
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が万事である。それは生活の核心に到達するからであるo

生活は習慣の織物にほかならない」。

庭野日鏑師はこれこそ仏教徒にとって大切なことであ

るとおっしゃっておられますが、キリスト教においても

同様です。あまたの教えを聴いても実践が伴わなくては

迷いを排除することができないという華厳経の教えには、

聖人と呼ばれる徳の高いキ リス ト教神学者達も異論はな

いでしょう。実践の積み重ねは習慣になります。キ リス

ト教の語会において習慣は徳であり、平和と聖'性へ至る

道なのです。

汝の敵を愛せ/

キリスト教信仰の中心であるイエスは、敵に打ち勝つ

最も創造的な方法は敵を友となすことであると示されま

した。しかし、それにはつらい行為の連続が伴います。

これは、決して他者を踏みにじることによって我々の目

標を達成しではならないという揺るぎない決意です。

慈善行為

私達カトリック教徒は、平和を築くためのこのような

たゆまぬ努力のことを霊魂上および肉体上の慈善行為と

呼びます。私達はまず悪に辛抱強く耐え、すべての害を

赦します。このような習慣(徳)は他者を救う際の助げ

となります。私達はそうやって嘆く者を慰め、疑う者に

は助言を与え、無知な者、過ちを犯した者が人生の道を

見出し、それを愛せるよう手をさしのべます。

平和を保証する習慣は他にもあります。

一飢えたる人に食物を与え、

一渇きたる人に飲料を供し、

一衣服の無き人に着せ、

一囚われたる人を慰問し、

一家無き人に宿を与え、

一病人を見舞い、

一死者を厚く葬ること。

子供の頃、私達はこれらの慈善行為をそらんじること

ができました。ところが、私達の信仰における これらの

大切な行為は必ずしも習慣になっていませんでした。庭

野日錨師のおっしゃる通りです。私達の教えが実践を伴
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Nichiko Niwano says it is for Buddhists. Our holiest 
theologians who we call saints would agree with the 
Flower Garland Sutra (Avatamsaka-sutra) that mere-

ly hearing many teachings cannot rid the mind of 
delusions unless it is accompanied by practical action. 
Repeated practical actions result in habit. In Christian 
vocabulary habit is virtue， habit is the way to peace 
and to holiness 

Love Y our Enemies! 

Jesus， the center of our Christian religion showed 
us that the most profoundly creative way to overcome 
enemies is to make them our friends. But this involves 
a series of painful acts. A constant decision to never 
achieve our goals by destroying or humiliating others. 

W orks of Mercy 

We， Catholics， call this constant effort to build 
peace the practice of the spiritual and corporal works 
of mercy. We begin by bearing wrongs patiently and 
forgiving all injuries. These habits (virtues) help us to 

help others: comforting the sorrowful， counseling the 
doubtful and helping the ignorant and the erring to 
discover and love the path to life. 

At the same time we believe in other habits that 
guarantee peace: 
-feeding the hungry; 

giving drink to the thirsty; 
clothing the naked; 

-visiting the imprisoned; 

-sheltering the homeless; 
-visiting the ill and 
-burying the dead with reverence. 

身体障害者を見舞う枢機卿



うならば、実践は心の中に良い習慣を根づかせ、これら

の習慣は強力な力、私達の生き方を一変させる第二の天

性になるでしょう。

平和への道

When 1 was a child we could all recite these 
works of mercy by heart. But it was not always that 

these essential "司rorksof our religion became habits. 
Nichiko Niwano is right. If our teaching leads to 
practice， practice will instill good habits in the mind 
and these habits are a powerful force， a second nature 
that transforms our vvay of living 

世界中のあらゆる宗教がこのような実践教育に力を注

ぐならば、平和への道は保証されるでしょう。平和は、

なかでも重要な世界平和は政治家のみに任せておいてよ

いのでしょうか。平和確立は長年の努力を必要とし、し

かもそれは民衆の手にかかっています。あらゆる宗教は

個人的関係の中で自足している人々を教育し鍛え直さな

ければなりません。なぜなら、個人の改心なしに真の平

和はあり得ないからです。もちろん、社会および制度レ

ベルに働きかけることも必要です。

私達はたいてい自分の属する社会的集団や制度を反映

する者としてふるまいます。したがって私達は、正義の

ために活動する制度や運動を支援するとともに、あらゆ

る不正ならびに紛争や社会不安を招くあらゆるものを変

えるために闘わなければなりません。宗教者は平和確立

へのコミットが任意の選択でないことを悟るべきです。

私達はまさに宗教者たるがゆえに平和確立に献身すべく

召されたのです。

The Way to Peace 

If all the religions of the world would dedicate 

themselves to this type of practical education， the way 
to peace would be guaranteed. Peace， especially world 
peace， is too important to be left only to the politi-
cians! Peacemaking is a lifelong effort that depends 
on multitudes of people. Every religion has to form 
and educate persons who are just in their personal 

dealings because without this conversion of persons 
there can be no real peace. But we also need to influ-
ence on the social and institutional levels. 

We often behave in a certain way because we are 
reflecting the social groups and institutions to which 

we belong. For this reason we have to support the 
institutions and movements that work for justice and 
struggle to change all those which are unjust and lead 
to conflict and social unrest. Religious people must 
realize that peacemaking is not an optional commit-

ment. We are called to be dedicated peacemakers 
exactly because we are religious 

暴力によって克服するな
N ever Overcorne by Violence 

When others respond with anger in the midst of 
nationalist， racial or ideological conflicts we have to 
take time to see beneath the surface and to recognize 
that conflicts are never overcome by violence. The 

important events of history are the thousands of 
humble actions that heal and reconcile. 

Each one of us has to make an act of faith in the 

power of our own words and acts to foster a climate 
of peace. Every day we have an opportunity to speak 

words of forgiveness and reconciliation， to act in ways 
that overcome hostility and prejudice. 

We believe that the mystery of unconditionallove 

is the central condition of peace. Why is unconditional 
love a mystery? ¥νe human beings always condition 
our love. We are good to those who are good to us， 

forgive those who forgive us， speak well of those who 

speak well of us 
But this attitude does not create peace. 
Peace means to love our enemies， forgive those 

民族的、人種的あるいは思想的紛争の渦中にあって怒

りをもって応じる者がいても、私達はその紛争の表面下

までじっくり観察し、争いは決して暴力によって解決さ

れないことを認識すべきです。歴史上の大事件は癒しと

和解のささやかな行為の集積なのです。

私達一人一人は自らの言葉の及ぶ範囲で信仰行為を実

践し、平和の土壌を築くために行動しなりればなりませ

ん。私達は日々赦しと和解の言葉を語り、敵意と偏見を

克服しながら実践を重ねる機会を与えられています。

私達は無条件の愛の奇跡が平和の中心的条件であると

信じています。無条件の愛がなぜ奇跡なのでしょうか ?

我々人聞は愛に対し条件を設りるのが常です。自分に親

切な人に親切にし、自分を赦す人を赦し、また自分を褒

めてくれる人を褒めます。

2
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しかし、こういう態度では平和は生み出せません。

平和とは、己の敵を愛すること、己を赦さぬ者を赦す

こと、そ して邪まな者、嘘つき、偏見に満ちた者また乱

暴な者に対し善を為すことを意味します。これこそ真の

智慧からの贈り物です。無条件の愛だけが平和の条件を

生み出すことができるのです。

智慧とあわれみ

キリスト教徒にとって無条件の愛はこの世で清らかな

信仰生活を送ることを意味します。これは仏陀の説く智

慧とあわれみではないでしょうか。真の智慧はこの世の

一切の本質を見抜く 力を与える・・…・この智慧を会得すれ

ば、我々は全てにおいて正しい行いを為さずにはいられ

ない・....たとえ他者に欺かれたり惑わされたりしても、

悪を為すことはできない。人々がこのような智慧を得る

につれ、より明るく平和で豊かな社会が実現するでしょ

う。

そして真の智慧を会得すれば、私達はあわれみの心を

もって実践するようになります。私達の内に完成した智

慧とあわれみと実践は浄土となるでしょう。 (r法華経の

新しい解釈』 庭野日敬著、 p.2 12~21 4) 。庭野日敬立正佼

成会開祖は心の平和、全人類の平和ならびに世界平和に

ついても述べておられます。開祖は、平和な世界を創造

する原動力を提供できるのは宗教のみであると主張され

ています。

宗教協力活動

庭野開祖のお言葉を借りてお話しさせて頂きましょう。

「アーノルド・トインビーはかつてこう語った。『千年後

の歴史家が二十世紀を記述するとしたら、民主主義と共

産主義思想間の対立よりもむしろキリス ト教と仏教の聞

に初めて生じた相互浸透に興味を示すに違いない』と。

私はこの言葉に深い感銘を受けた。それは、人類が子

孫に遣す幾多のものの中で真に歴史を動かすものは何か、

そして真に意味あるものは何かをはっきりと見極めた者

の言葉だったJo (r平和への道J p.1l4) 

私は常々こう信じてきました。平和のための私達の活

動はたとえどんなにささやかであっても、幾万の民の生
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who do not forgive us and do good to the spiteful， the 
liars， the prejudiced， the violent. This is a gift from the 
real Wisdom. Only unconditional love can reate the 
conditions for peace. 

Wisdom and Compassion 

For Christians this means to be holy， to live divine 
life on earth. If 1 understood well， this is the wisdom 
and compassion of which Buddha speaks. True wis-
dom enables us to see the essential qualities 6f all 
things in this world.... If we are possessed of such 

wisdom， we cannot help practicing rightly in every-

thing we do'・・.We cannot do wrong even if we are 
deceived or led into temptation by others. The more 
people who can acquire such wisdom， the brighter， 

more peaceful， and richer society will become. 
And if we have true wisdom we will act with 

compassion. Wisdom， compassion and practice per-
fected in us will become the Pure Land (BUDDI-IISM 

FOR TODAY， Nikkyo Niwano， pp. 212-214). Founder of 
Rissho Kosei-kai， Rev. r、likkyoNiwano also speaks of 
peace of mind， peace among all human beings and the 

peace of the world. He affirms that it is religion alone 
that can provide the motive power to create a peace-
ful world. 

In terreligious Action 

1 would like to make my own these words of 
Founder Niwano: Arnold Toynbee once said: When an 

historian one thousand years Jヤ0112noω writes about 

the twenlieth cenlwy， he will sltrely be nW1'e inlerested 

in the inteゆenetmtionωhichoccu.rred /01' theβrst 

ti112e between Clu'isti 

チベット仏教僧の訪問を受けるサンパウロの諸宗教者(J993年g月)
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i也i或における諸宗教者の集会(1993年11月)

に関わる政治決定の促進に役立つのだと。 平和確立をめ

ざす私達は出会う人全てを大切にし、たとえ私達の目標

がどんなに尊いとしても、それを達成するために決して

人々を利用しではな りません。

ですから私は、サンパウ ロの大司教を務める約25年の

問、 あらゆる信仰を持つ人々に対し、私達の誰もができ

るささやかな行為を通じて平和のために貢献しようと説

いてきました。 1971年にはラジオや大司教区の新聞を通

じて、できる限り 多くの人々がサンパウ ロ周辺地域に住

む人々の問題を解決する活動に参加するよう訴えま した。

周辺作戦

この計画は周辺作戦 (OperationPeriphery)と呼ばれ

ました。 サンパウ ロのあらゆる宗教者に対し、最貧地区

の人々に奉仕するため、できるだけ多くのメンパーを派

遣するよう要請しま した。 周辺作戦はサンパウ ロ中心地

区のカ トリ ック教徒を数多く巻き込む運動に発展しまし

た。 私は救われた思いがしました。 1960年代にサンパウ

ロで最も有名な最大の教区の責任者となることを夢見た

将来の司祭達は、 1970年代あるいは80年代の同僚達が都

市中心地区から遠く離れた教会やコミュニテ ィ・ センタ

ーで働く道を選ぶのを見たのです。 1968年にメデ リンで

開催された国際会議においてラテンアメ リカ教会の中心

テーマとなった、貧 しい人々のための活動を志すことが

サンパウロのキリ ス ト教徒の活動指針として浸透してき

ました。 周辺作戦は単なる計画にとどまらず、やがてー
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conflict between the ideologies 01 democraり andcom-
112UηI.S112. 

These words deeply impressed me as the words of 
a man who clearly sees what will really move history 
and be meaningful among the many things that man-

kind will leave for its descendants (A BUDDHIST 

ApPROACH TO PEACE， p. 114). 

1 have always believed that our actions for peace， 

even the most humble， contribute to the climate which 
supports political decisions that involve the lives of 

millions. To be peacemakers we must care for all we 
meet and never， ever use people to reach our own 
goals no matter how noble they are. 

For this reason， in the almost two and a half 

decades that 1 have been Archbishop of Sao Paulo， 1 
have tried to encourage those of all faiths to work for 
peace through small gestures that are possible for all 
of llS. 1n 1971 1 made an appeal on the radio and in the 
Archdiocesan newspaper to involve as many people as 

possible in solving the problems of those who live on 
the outskirts， the periphery， of Ollr city. 

Operation Periphery 

This program was called Operation Periphery. 

AlI the religious of the City were called to send as 
many members as possible to work with the people in 
the poorest neighborhoods. Operation Periphery 

became a movement that involved numerOllS Catho-
lics from the center of the city. It has been a great 
consolation to me that many future pr匂stswho 
dreamt of being responsible for the city's largest and 
most prestigious parishes in the 1960's saw their col 

leaglles of the 1970's and 80's choosing to work in 
chapels and community centers far from the city's 
center. The option for the poor that became the heart 

of the Church in Latin America at the international 
Assembly at Medellin in 1968， began to penetrate the 
way of the Christians of Sao Paulo. Operation Periph-
ery was not a simple program but became a move 

ment， a way of thinking， a way of life. It was one more 
little step on the way to peace. 

Basic Christian Communities 

Operation Periphery led the Christians of Sao 
Paulo to get to know the millions of il1habitants who 
lived in poor housing 011 the outskirts of the city and 
had to travel from five to seven hOllrs a day to get 

back and forth to their jobs. 
This knowledge， plus an intensive formation pro-
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つの運動、考え方あるいは生き方に発展したのです。そ

れは平和への小さな一歩でした。

キリスト教基礎共同体

周辺作戦を通じて、 サンパウロのキ リス ト教徒は、都

市周辺地域の粗末な住宅に住み、仕事の往復に一日 5

~7 時間をあてなければならない多数の人々 の存在を知

りました。

さらに神のことば週間 (Weekof the W ord) と呼ば

れる私達の信何の集中養成プログラムを経て、これらの

活動の参加者全てが同じ地域の同じ通りに住む家族同士

でまとまり 、小さな宗教的コミュニティを組織すること

にな りました。

わずかの聞に五千人の男女が私達の信仰の伝道者とな

りま した。そ して近所の人々をさそい、集いを持って信

仰を深め、自分達に共通する物心両面の問題に取り組も

うと{動きかけました。

これらコミュニティは子供達のための教育、交通機関、

保健条件 (上下水道、病院、ごみ収拾など)を改善する

ために活動しま した。さらに協力して住宅を改善し、サ

ンパウ ロへ転居してくる人々のための簡易住宅を建設し

ました。

この貧しい地域の住民は、これらすべての活動を通じ

て今まで気づかなかったニーズにも目を向けるようにな

りました。

r子供のための世界宗教者会議J(WC円P主催)で講演(J990年7月、米国プリンス

トン)

gram in our religious principles (called the 可へ1eekof 
the ¥可ord)，led us to invite all the participants to 

organize themselves in small religious communities 
based on the union of families that lived on the same 
street in the same neighborhood 

In a short time， five thousand women and men 
became “preachers" of our religious principles and 
they invited their neighbors to come together， deepen 
their faith and face their common problems， spiritual 

and material. 
These communities worked to have better educa-' 

tion for their children; better transportation; better 
health conditions (water， sewerage， hospitals， garbage 
collections). They worked together to better their 
homes and to build simple houses for newcomers 
arriving in Sao Paulo. 

All of this activity led the inhabitants of these 
poor areas to see other needs they had not been 
conscious of before. 

Local Centers of Human Rights 

It soon became clear to all those involved that it 

was very dangerous to be poor. N ot only were the 
poor more liable to disease and to the destruction of 
their homes by floods but they were looked on by 
society as being potential criminals. If something were 
stolen， the police arrested the poorest person in the 

vicinity. If there were a riot at a football game， the 
police beat the worst dressed of the men. 

For this reason， the communities founded， in each 
neighborhood， a Center for the Defense of Human 

Rights. In these Centers local lawyers or law students， 

with the help of their colleagues from the Center of 
the city， tried to defend the innocent poor from a great 
number of accusations. They also defended those 
“guilty" of stealing food for their children， or money 

for medicine， so that these people would not be jailed 
for long periods. 

After a certain time， these Centers also became 
responsible for social education programs. Topics of 

interest to all -such as the new constitution-were 
translated into simple terms and drawings so that the 
whole population could understand what they were 
voting for and what was most important for their 

futures. 

Commission for Justice and Peace 

At the same time that all of this was occurring on 

the periphery of the city， some of our most famous 
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地域人権センター

こういった活動に関わった者は、貧しいことがどんな

に危険であるかをまもなく悟りました。貧しい人々は病

気にかかったり、洪水によって家を破壊される危険性が

高いばかりでなく、社会から犯罪予備軍とみなされてい

ました。何かが盗まれれば、警察は近辺で最も貧しい人

聞を逮捕し、フットボールの試合で騒ぎが起きれば、警

察は最も身なりの貧しい者を攻撃しました。

そこで各コミュニティは地域に人権擁護センターを設

立しました。このセンターでは、地域の弁護士や法科の

学生がサンパウロ中心地区の仲間の応援を得て、罪のな

い貧しい人々を数多くの告訴から守ろうと努めました。

また子供のために食物を盗んだり、薬を買うために金を

盗んだりした「罪のある人々」に対しても長期間の投獄

を免れるよう弁護しました。

その後、これらのセンターは社会教育プログラムも担

うようになりました。全ての人にとって重要なテーマ(た

とえば新憲法等)をわかりやすい言葉と図で解説し、何

に投票すべきか、そして何が自分達の将来にとって最も

大切なのかを全住民が理解できるようにしました。

正義と平和委員会

都市周辺地域においてこれらの活動が推進されるのと

同時に、わが国有数の高名な法律家と識者が、より広範

なレベルで正義と平和のために活動しようと結集しまし

た。彼らは政治的理由で不当な迫害を受けている個人や

団体を擁護する活動を囲内外で展開しました。

難民擁護

この活動を続ける中で、宗教協力団体は南米の南部火

山地帯からの難民を対象にした特別プログラムを用意す

る必要に迫られました。多くの難民が政治的理由による

拘束と拷問を経験していました。彼らは国連の保護のも

とに家族ともどもサンパウロに到着しました。私達は彼

らのために住居や職や子供の学校を探すのを手伝いまし

た。病気であれば病院を手配し、残してきた家族が心配

であれば消息を得ょうと手を尽くしました。

3口

jurists and intellectuals came together to work for 

J ustice and Peace on a broader level. They defend巴d
persons al1d groups that were being unjustly persecut-

ed for political reasons. They acted 011 the national 
and international level 

The Defense of Refugees 

All of this work led an inter-religious group to 
the necessity of having a special program for refugees 
from the Southern cone of South America. Many 

people had been arrested and tortured for political 
reasons. They arrived in Sao Paulo with their families 
and under the protection of the United Nations. We 
had to help them find housing， jobs， schools for their 
children. When they were ill we arranged hospitals 
and when they were worried about the families they 

left behind we tried to get news for them. 

Brazil: Never Again! 

All of this work in defense of Human Rights led 

誘i晃犯と交渉中のアルンス枢機卿(1日日目年12月)
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ブラジルよ、二度と繰り返すな/

この人権擁護活動を通じて、宗教協力団体はプラジノレ

で20年以上にわたり続いていた政治犯に対する不法拘留

や拷問をドキュメン 卜する必要性を感じました。

多数の弁護士やその協力者達が相当の危険を冒して、

不法拘留や拷聞に関する大量の記述を含む公式裁判記録

をコピーしました。

この抄録のポル トガル語版がブラジルで、英語版が米

国で出版されました。ブラジル版の責任は私個人が負う

ことにな りました。なぜならばどの出版社も責任をとり

たがらなかったからです /

ストリート・ビープル

都市の生み出す貧困に苦しむサンパウ ロでは、数多く

の貧しい家族が文字通りの路上生活に追い込まれていま

す。かつては信何厚い人々が真夜中に通りへ出かけて、

衣服や毛布あるいは温かいスープやコーヒーを路上生活

者に与えたものでした。

やがてインフレと不況が失業を増大させるにつれ、ま

すます多くのキリス ト教徒が路上受難者 (Street Suf-

ferers)と私達が呼ぶ人々に対する奉仕に参加する必要

性が高ま りました。昼時に集ま り、 温かい食事を用意し

て配る活動を行っている所もあります。また警察の攻撃

からスト リート ・ピープルを守る活動をしている弁護士

達もいます。しかし、住民がス トリ ー 卜・ ビープルの存

在をうとま しく思っているのは事実です。彼らは橋の下

にいれば追い出され、公共建物のアーケードで眠ればや

はり追い出されます。恥ずかしいことに、貧しい彼らが

教会の戸口で眠るのを嫌うカ トリ ック教徒も多いので

すノ

しかし、彼らは我が国の政治経済制度の被害者なのだ

という認識が次第に浸透しつつあります。私達は我が家

族が調和をもって生活できるよう活動し、被害者に罪を

負わせるようなことを して彼らの苦しみに追い打ちをか

けではなりませんノ
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an interreligious group to see the necessity of 
documenting all the illegal political prisons and tor-
ture that had been happening continllollsly in Brazil 

for over twenty years. 
With considerable danger to themselves many 

lawyers and their collaborators xeroxed all the offi-

cial judicial trials with the extensive descriptions of 
false arrests and torture. 

A resllme was pllblished in Portuguese in Brazil 
and in English in the United States. 1 had to be 
personally responsible for the Brazilian edition 
because none of ollr PlIblishing HOllses wanted to take 

on the responsibility! 

The Street People 

Sao Paulo has always suffered from an urban 
poverty that condemns many poor families to literally 
live on the street. For many decades religiolls people 

have gone onto the streets in the middle of the night 
taking clothes， blankets and hot soup or coffee to the 
street dwellers 

As time went on and inflation and economic 

recession caused more and more unemployment it was 
necessary for more Christians to involve themselves in 
services to the grollp we call the Street Sufferers. 1n 
some places the people COl11e together at noon to l11ake 
a hot l11eal where everything is shared. Lawyers help 

to defend these people from attacks by the police. 
Everyone knows they exist bllt the population does 
not want to see them. If they are under a bridge they 
are driven away. If they sleep in the archways of 
public buildings they are driven away again. 1 am 

ashal11ed to say that many Catholics do not like to see 
the poor sleeping in the doorways of our churches! 

BlIt， more and 1110re people are beginning to 

understand that these families are the victims of our 
political and economic system. We have to work for 
fal11ilial integration and not to increase their suffer-
ings by blaming the victims for the cril11e! 

Housing 

N ot only the Street SlIlferers bllt l11any workers 
in Sao Palllo are homeless because the rents are 
increased 1110re rapidly than the salaries. Also， in Sao 

Paulo， as in Tokyo， the price of land is exhorbitant. 
Millions live in poor housing on the outskirts of the 
city. BlIt the cost of transportation leads the very poor 
to look for any kind of precariolls housing nearer to 

their jobs， often found in the center of the city. 
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住宅問題

路上受難者のみならず、サンパウロでは多くの労働者

がホームレスです。給与を上回るスピードで家賃が高騰

しているためです。サンパウ ロの地価は東京と同様、法

外な値段です。多数の人々が都市周辺の粗末な住宅に住

んでいますが、もっと貧しい人々は交通費が払えないた

め、たいていは都市中心地区で仕事場に近接した不安定

な住居を探さざるを得ません。

丘の斜面や河川あるいは高速道路周辺の掘っ建て小屋

に数千家族が住みついています。これらの地域は一種の

スラムであるファベーラとして世界的に有名です。教会

団体はこれらの地域の住環境改善に努めてきました。世

界中の友人達の支援により 、電気や上下水道、舗道等が

敷設されたファべーラもあります。

また古い廃屋に住みついている家族も数千にのぼりま

す。 30年前に一家族が住んでいた家に20~30家族が生活

しているケースも珍しくありません。多くの教会団体が

フアベーラよりも劣悪な環境で生活しているこれらの家

族に奉仕しています。

そこで、サンパウロの教会は過去20年間の重要課題と

して住宅供給の支援に力を注いできました。我々の家族

は物心両面の条件が整わなければ、使命を果たすことが

できないからです。

保健および予防医学

生活の物質的条件を整えていく活動は多数の住民を対

象にした奉仕活動の推進につながっていきました。さま

ざまな問題に立ち向かうための継続的エネルギーを与え

られるのは精神的なものだけなのです。

最も重要な奉仕活動の一つは保健の促進でした。奉仕

活動はまず実際に病んでいる人々を対象に始めました。

そこで判明したのは、ハンセン病患者や精神病患者ある

いはガンの末期患者を家族が家の奥隅や裏庭に隠してい

るという事実でした。

保健奉仕員はまず各家庭を訪問して患者と家族の結び

つきを深め、患者が家族と共に祈り、日常生活を共にで

きるようはかりました。
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Thousands of these families go to live in shacks 

on the sides of hills or near rivers and highways. 

These places are known all over the world as favelas， 

a certain kind of slum. Church groups have worked to 

make many of these places more habitable目 Withthe 

help of friends from all over the world electricity， 

running water， sewerage and paved streets have b巴en

brought to some favelas 

Thousands of other families live in old abandoned 

houses. Where one family lived thirty years ago， today 

live twenty or thirty. Many church groups work with 

these families that are living in situations much worse 

than those in many faveras. 

For this reason， the Church in Sao Paulo has 

sponsered housing as a priority during the lost two 

decades. Our families cannot fulfill their mission if 

they do not have the spiritual and material conditions 

to do so. 

Health and Preventive Medicine 

The material conditions of life have led us to 

promote mimstnes or SerV1CeS to Ollr enormous pOpU-

lation. It is only the spiritual that can give us the 

continllous energy we need to face all of these prob-

lems. 
One of the most important services has been the 

promotion of health. This ministry b巴ganas a service 

to the really ill. We discovered that families hid 

hansenians， mentally ill， cancer patients in the last 

stages， in dark corners of their houses or backyards. 

Our first ministers of health visited the homes and 

united the families with their ill members to pray 

together and to integrate the ill into the daily lives of 

the whole family. 

These ministers， however， discovered that there 

were many other diseases that the children or elderly 

had that could be avoided by good higiene or preven-

tive medicine. 

Also， for the poor， there are many herbs in Brazil 

that can be used as medicines. They can b巴grownin 

backyards or picked in fields. Our ministers still visit 

homes but they also give courses in preventive medi-

cine and teach the families how to care for their sick 

members 

AIDS 

Sao Paulo is one of the urban centers that has an 

immense number of people suffering from AIDS， or 
HIV -positive. Years ago the problem was infected 
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奉仕員は、衛生状態改善と予防医学によって老人や子

供の擢思している多くの病気を防げることに気づきま し

た。

ブラジ/レには薬草がたくさんあり、裏庭で栽培したり

野原で採取した りできるため、貧しい者でも薬と して利

用できます。奉仕員は家庭訪問の際に予防医学や患者の

看護方法も指導しています。

エイズ

サンパウロも他の都市と同様、エイ ズあるいは HIV

陽性に苦しむ多く の人々を抱えています。数年前までは

輸血によ る感染と同性愛行為のみが問題でした。今日で

は麻薬の注射針によ る感染も加わっています。

麻薬注射あるいはパートナーによ って感染する女性も

増加の一途をたどっています。 20~30歳の女性の死因は

大半がエイ ズによるものです。さ らに痛ましいのは、

HIV陽性で生まれてくる赤ん坊が多いことです。

私達はサンパウロのこのよ うな人々に奉仕するさまざ

まなプログラムを用意しています。奉仕員は患者の家庭

を訪問し、患者の看護方法や患者が心安らかに死を迎え

るためにどう手をさしのべたらよいかを家族に指導しま

す。エイズは天罰であるという偏見を克服してもらうの

も奉仕員の最も重要な仕事の一つです。

私達は身寄りのない人や家族に受入れを拒否された人

のための家をサンパウロの至る所に聞いています。 HIV

に感染した乳児のための家もいくつかあります。

悲しいことに、多くの場合、これらの家の近隣住民は

乳児からの感染を恐れているのです ノ 我が信徒達が平

和への道を愛し、それを実践するようになるために、私

達にはまだまだたくさんやることがあります。

社会的に疎外された女性達

サンパウ ロの深刻な問題のーっとして、夫に先立たれ

たり遺棄されたり した女性の問題があります。彼女らの

ほとんどは子持ちです。サンパウロでは40%以上の家庭

が単親家庭であり 、単親とはすなわち母親を意味します。

彼女達の中には他に子供を養うすべを持たないために

売春婦になる者もいます。あるいは古紙や空瓶を集めて

36 

子供達と共に

blood in transfusions and homosexual activity. Today 

we also have those infected when they share the same 

needle for drugs 

More and more Women are being infected by their 

companions or while taking drugs. The majority of 

women who die between 20 to 30 years of age die from 

AIDS. Sadder still is the large nl1mber of babies that 

are born HIV positive. 

We have many programs in Sao Paulo to serve 

these people. Our ministers visit them in their homes 

and teach their families how to care for them and how 

to help them die without despair. One of their most 

important tasks is to help them overcome the convic-

tion that AIDS is a divine punishment! 

We have opened hOllses all over the city for 

people who have no families or who are rejected by 

their families. We have several houses for the infected 

babies 
It is sad to see that in many neighborhoods the 

families who live near to these houses are terrified of 

being infected babies! We still have much to do to help 

our religious people learn to love and live the way of 

peace. 

Marginalized women 

One of our most seriol1s problems in Sao Paulo is 

the women， almost all of them with children， who are 

widows or abandoned by their companions. Over 40% 

of the families in Sao Paulo are one-parent families 

and this means that the one parent is a woman. 

Some of these women become prostitutes because 

they can find no other way to support their children. 

Others collect and sell paper and bottles， returning 

home exhausted and broken. The children are left 

3フ



売ります。ボロボロに壊れた家に帰ると、一日中家に取

り残されていた子供達が待っています。

他の奉仕活動でもそうですが、こういった母子に接す

るたびに私達は心を痛めてきました。しかし、今では彼

女達は組織を結成し、自らの問題を話し合って困難を克

服するために全国集会を持つまでに至りました。

ホームレスの家

ここで述べた奉仕活動も時間の関係で触れなかったも

のもすべて、私達にとっては真の平和への道です。

最初からお話ししていますように、人聞は生まれなが

らにして内面の平和と平和な関係を獲得しているわけで

はありません。平和な世界に住むためには、平和な社会

を築くことを学ばなければなりません。

私は今回の庭野平和賞をサンパウロの貧しい路上生活

者を受け入れる家を開設するために使わせて頂くつもり

です。貧しい人々の宿泊施設は既にありますが、私が考

えるホームレスの家は、彼らの住むサンパウロの中心地

区に開設し、日中の休息あるいは昼食や入浴が可能な場

にします。彼らを理解し、いつでも相談にのれるスタッ

プを配置します。

私達が日々一歩一歩平和の条件を築かなければ、ラテ

ンアメリカにも日本にもそして世界にも決して平和は訪

れないでしょう。平和への道は私達の信仰の目的です。

それはこの悩める世界に私達が生きる意味なのです。

ありがとうございました。皆さんが平和とともにあり

ますようにノ
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alone all day. 

One of our most heartbreaking services has been 
to these women and their children. They are now 
organized and have even national meetings to discuss 
their problems and overcome their difficulties. 

The House of the Homeless 

The different services 1 have mentioned here， and 
many others that 1 have not the time to mention， are 
for us the way to true peace. 

As 1 have said from the beginning of this talk， 

inner peace and peaceful relations are not the natural 

condition of the human being. We have to learn to 
build a society in peace so that we can live in a 
peaceful world. 

1 would like to use the NI¥可ANOPEACE PRIZE 
to open a house of hospitality for the suffering poor of 

the street of Sao Paulo. There are already in existence 
shelters for the poor to sleep in， if they wish. But for 

me， this House for the Homeless would be in the 
center of the city where they live. A place they can 
rest in during the day， eat some lunch， take a bath. A 
place that will always have someone to listen， some-
one who understands. 

There will never be peace in Latin America， in 
J apan， or in the world if we do not build step by step， 

day by day， the conditions for peace. The way of 
peace is the object of our faith. It is the meanig of our 

lives in this suffering world. 

Thank you and peace be with you! 
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メッセージ

Mes~age 

第 10回庭野平和賞受賞団体

Tenth Niwano Peace Prize 

ネーブ・シャローム/ワハット・アル・サラーム創設者

ブルーノ・ヒューサル神父
Fr. Bruno Hussar 
Neve Shalom/Wahat al-Salam 

ネープ・シャローム/ワハット ・アノレ ・サラームの名

において、あなたを庭野平和賞の受賞者の家族にお迎え

させて頂き ますことを、私は大変幸せに存じます。「パル

ック ・ハ・パー .1J (r来たれる者は幸いなりノ J) とこち

らでは申します。

もし、この栄誉に真に値する人がいるとすれば、それ

はあなたです。権力が生活のすべての面を支配し、貧し

い人々を押し潰している今日の世界で、あなたはこれま

で、そしてこれからも声なき人々の声であり、自らを守

ることができない人々を守り、あなたの地位と信望を賢

明に活かして、力のない人々の力となり続けるでありま

しょう。

予言者やイエスの最も崇高な使命に従って生きている

カトリ ック教会の著名な方が、すべての宗教者の主要な

使命は、正義と人権を促進し、恵まれない人々を擁護し、

世界平和のために尽力する ことであることを身をもって

示されていることを理解することは、私の大きな喜びで

あります。あなたの活動は、同じ目的に向かつて努力し

ているすべての人々、すべての国際的 ・宗教協力団体と

の友好的協力を通じて、平和への関心事を私達の地球の

開発や環境保護の促進にまで広げています。

この新しい栄誉が、これまであなたが受けた他の多く

の栄誉に加えて、多数の人々を鼓舞する実例となり、私

達の世界をよりよい住みかと変えるための助けとなりま

すようお祈り申し上げます。
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1n the name of NEVE SHALOM/W AHA T AL 
SALAM， 1 am very happy to welcome you in our 
family of recipients of the Niwano Peace Prize.“Bar-
uch ha-Ba!" (“Blessed he who comes!" 
here. 

If there is anyone who has truly deserved this 
honour， it is you. 1n our present world， where power 
reigns in all spheres of life， crushing the poor， you 

have been and continue to be the voice of the voice-
less， the defence of the defenceless and， through an 
intelligent use of your position and prestige， the power 
of the powerless. 

It is a great joy for me to see you， an eminent man 
of the Church， living up to the loftiest calls of the 

Prophets and of Jesus-showing in this way that the 
main mission of all men of religion is to promote 
justice and human rights， defend the under-privileged 
and strive for peace in the world. Your actions， in 
brotherly cooperation with all people and all interna-
tional and interreligious groups working towards the 

same aim-even extend your preoccupation of peace 

to the promotion of development and environmental 
conservation of our planet. 

May this new honour， joined to many other hon 
ours you have already received， make your example 
an inspiration to a great number of other men and 
women， to help transform our world into a better 
place to live in! 
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庭野平和財団について
NIW ANO PEACE FOUNDATION 

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、昭和 53年 12月に設立されました。

名誉総裁庭野日敬師並びに立正佼成会は、世界宗教者

平和会議(WCRP)をはじめ、国際自由宗教連盟(IARF)

など、国際的な宗教協力を基盤とした平和のための活動

をこれまで積み重ねてきました。一方、国内では「明る

い社会づくり運動」を提唱・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難な理

想を、その実現に向けて更に推進L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、このような活動が、

特定宗教法人の枠を越え、宗教界の多くの人々、更に広

く社会の各方面で活躍する方々に参加して頂き、衆知を

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

迷の度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寄

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、国際交流事業など、幅広い公共性を有した社会的な

活動を展開しています。

42 

The Niwano Peace Foundation was established in 

December 1978 to commemorate the 40th anniversary 
of Rissho Kosei-kai. Internationally， Honorary presi-
dent Nikkyo Niwano and the Rissho Kosei-kai have 
actively promoted interreligious cooperation for 
world peace through the World Conference on Reli-

gion and Peace， and the International Association for 
Religious Freedom. Domestically， they have advocat-
ed and supported the “Br抱hterSociety Movement." 

To attain peace-this difficult ideal that mankind 

has strived for since pre-history-cooperation among 
religious leaders to form a unity which will bring 

about slow but steady progress has become increas-
ingly vital. 

Peace cannot be attained， though， by a limited 
number of religious leaders， rather it must combine all 

sectors of society as a whole and gather the wisdom of 
all in forming a stable central body. For this purpose， 

equally important is the formation of an economic 
infrastructure. Through such a n巴cessity，in this 

period of confusion， the Niwano Peace Foundation 
was created. 

As one concrete undertaking to realize the goal of 
world peace and the enhancement of culture， the 
foundation also financially assists research activities 
and projects based on a religious spirit concerning 
thought， culture， science， education， and related sub-
jects. Symposiums and international exchange activ-
ities which will widely benefit the public are enthusias-
tically encouraged. 
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