
第14回

吾野平和賞

‘。恕庭野平和財団



第 14回庭野平和賞贈呈式プログラム

期日平成 9 年 5 月 8 日(木)

会場 ホテルセンチュリー・ハイアット

PROGRAMFOR

THEFOURTEENTHPRESENTATIONCEREMONYOF

NIWANOPEACEPRIZE

Thursday, May8th, 1997
AtHotelCENTURYHYATT

贈呈式 (14: 00-15:30)
PRESENTATIONCEREMONY(2:00- 3:30P.M.)

平和への祈り(黙議)

開会の祈り(黙橋)

記念講演

平和賞贈呈

Prelude(Music)

OpeningPrayer

ReportonScreening

一一 -Rev. MotoyukiNaganuma, Chairman

IntroductionoftheRecipient

一一一 Dr. HildegardGoss-Mayr

PresentationofthePrize

一一 -Rev. NichikoNiwano , Presid巴nt

President'sAddress

一一 -Rev. NichikoNiwano, President

CongratulatoryMessages

一一 Mr. TakashiKosugi

theMinisterofEducation, ScienceandCulture

一一一 Mr. DavidJohnWright

AmbassadoroftheUnitedKingdom

一一 -Rev. YasumiHirose

President, JapanReligionsLeague

CommemorativeAddress

一一一 the Rev.TrevorWilliams

一一一 Ms. CarmelHeaney

-一一 Mrs 目 Joyce Williams

theCorrymeelaCommunity

理事長長招基之

総裁庭野日銭

総裁庭野日銀

文部大臣小杉 隆

日本宗教連盟理事長 広瀬 静水

ヒルデガルド・ゴス・メイヤー博士

駐日英国大使 デイピッド・ジョン・ライト

第 14 回庭野平和賞受賞団体

コリメーラ共同体 卜レバー・ウィリアムズ

カーメル・ヒーネイ

ジョイス・ウィリアムズ

奏

百字

序

選考経過報告

受賞者紹介

総裁挨拶

千兄

懇親会 (15: 30-16:30)

PrayerforPeace

開会挨拶
RECEPTION(3:30- 4:30P.M.)

祝 辞
OpeningGreetings

CongratulatoryMessages



THE
CORRYMEELA
COMMUNITY

第 14 回庭野平和賞受賞団体

Therecipientofthefourteenth

NiwanoPeacePrize

コリメーラ共同体

TheCorrymeelaCommunity



ごあいさつ

MESSAGE
--

庭野平和財団理事長

Chairman, TheNil'lanoPeaceFoundation

長沼基之
MotoyukiNaganuma

庭野平和財団(庭野日銭総裁、長沼基之理事長)は、

第 14 回庭野平和賞を英国・北アイルランドのコリメーラ

共同体に贈ることを決定しました。

コリメーラ共同体は、恐怖や偏見や無知を取り除き、

信頼と相互敬愛の人間関係を築いていくため、この 30 年

余にわたり、 ~Iヒアイルランド紛争の和解を求めて、分断

の苦しみを癒すためさまざまな草の根レベルで、の活動を

展開してまいりました。

プロテスタント、カトリック双方の政治家の話し合う

場を提供してきたほか、紛争で肉親を失った家族の精神

的なケア、宗派を超えた青年同士の対話集会、合同の奉

仕活動、相互理解のための教育を行う等の地道な貢献を

してこられました。

本日ここに各界を代表する方々 のご臨席を賜わり、同

団体の業績を讃え.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輸が一層広がるた

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輸がさ

らに広がり、世界平和の実現と、入額の繁栄にいささか

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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TheNiwanoPeaceFoundationhasdecαided toawa 剖l'噌て E

thefl白Qurteenth NiwanoPeacePI'凶'ize t旬o theCOl T)γymeela

Commu 山111甘it旬yoぱf theUnitωe 釘吋d KingdomofGreatBritain

andNorthernIreland.

Todoawaywithfear, prejudice, andignorance, and
tobuildrelationshipsoftrustandmutualrespect, the
Con ・ymeela Communityhasdevelopednumerous

grass-rootsprogramsforreconciliationinthemidstof

strifeoverthepastthirtyyears.

IthasprovidedaplaceforProtestantandCatholic

leaderstomeetandtalk, hasofferedcareforfamilies

whohavelostlov 巴d onesintheconflict, andisdeeply

involvedineducationformutualunderstanding

amongyouthssotheycantranscenddifferencesin

faithandtakeparttogetherinvolunteeractivities.

Theincreasedunderstandingandappreciation

enjoyedbytheNiwanoPeacePrizewitheachpassing

yeararehighlygrati かing andaugurwellforthefurｭ

therspreadoftheprinciplesandpracticeofinterreliｭ

giouscooperation.Weh加op仰e thr加gh thispriz 却e t旬o make

amodestc∞ontri 出butio 叩ntωo fur凶川't悦t“山he臼l' wid由ening t出h巴 c叩ircle of

int旬errelig ♂ious c∞0∞ope白ration andt出hus t旬o bI ・inging about

worldpeaceandhumanprosperity, andweaskyour

continuedunderstandingandsupportinthisendeavｭ

or.
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庭野平和賞にヲいて

TheMeaningoftheNiwanoPeacePrize

趣旨・表彰の対象

今日、私たちの住む地球は、さまざまな問題をかかえ

ています。核戦争の危機、軍拡競争による資源の浪費、

開発途上国における飢餓と貧困、非人道的な格差と抑圧、

大気の汚染、及び人間の精神の頬廃、等々。

このような H寺代において、あらゆる人々の問に相互理

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、今日の宗教に謀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、お互いをわけへだ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輸が一層広が

り、多くの同志の輩出することを衷心から願うととも

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輸を広げて、将来世界平和 l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

平和賞を設定致しました。第 l @l受賞者はへルダー

P ・カマラ大司教、第 2 回はホーマー. A· ジャック博

士、第 3 回は越撲初師、第 4 回はフイリップ. A· ポツ

ター博士、第 5 匝|は世界イスラム協議会、第 6 回は山田

恵諦天台座主、第 7 聞はノーマン・カズンズ博士、第 8
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コリメーラ共同体の現在と過去の代表

左から、卜レバー・ウィリアムズ師{第 3 代代表〈現代表)/1993~) 、レイ・テ

ビ一節{創設者であり初代代表/1965 -1980) 、ジョン・モロー師(第 2 代代

表/1980~1993)

PurposeandQualifications

Theworldinwhichwelivetodayisbesetbymany

problems:thethreatofnuclearwar, thesquand 巴nng

ofpreciousnaturalresourcesonthearmsrace, famine
andpovertyinthedevelopingnations, discrepancies

andoppression, environmentalpollution, andspirituｭ

aldecadence

Today, religionischargedwiththeimportantduty

offosteringmutualunderstandingandtrustanda

spiritofcooperationandfellowshipamongallpeople

sothatthefoundationsofapeacefulsocietymaybe

laid.Todischargethisduty, peopleofreligionmust

beginbytearingdownthewallserectedbyeachreliｭ

gion'sbeliefthatitsteachingsalonerepresent

absolutetruth,joininghandsinwholeheartedcooperｭ

ationtobringaboutapeacefulsociety.

WeoftheNiwanoPeaceFow1dationhopeaboveall

thattheidealsandactivitiesofinterreligiouscooperaｭ

tionforthesakeofpeaceandjusticewillspreadin

ever-wideningcirclesandthatagrowingn山nb 巴r of

peoplewillcomeforwardtodevotethemselvestothis

cause.Indeed, weknowthatmanypeopleofreligion

arealreadyworkingearnestlytopromoteinterreliｭ

giousunderstandingandcooperation, contributingto

thecauseofworldpeacethroughtheirsolidarity.

TheNiwanoPeaceFoundationestablishedthe

NiwanoPeacePrizetohonorandencourageindividu-
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コリメーラ・センヲーの日没の静寂

聞はヒルデガルド・ゴス・メイヤ一博士、第 9 回は AT

アリヤラトネ博士、第 10 回はネーブ・シャローム/ワハ

ット・アル・サラーム、第 11 回はパウロ・エヴァリス

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 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 人で構成される務査委員会に

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、高IJ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。
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alsandorganizationsthathavecontributedsignifiｭ

cantlytointerreligiouscooperation, therebyfurtherｭ

ingthecauseofworldpeace , andtomaketheir

achievementslmownaswidelyaspossibletheworld

over.TheFoundationhopesthusbothtodeepeninterｭ

religiousunderstandingandcooperationandtostimuｭ

latetheemergenceofstillmorepeopledevotingthemｭ

selvestoworldpeace.ThefirstNiwanoPeacePrize

wasawardedtoArchbishopHelderPessoaCamaraof

Brazilin1983, thesecondtoDr¥HomerA.Jackofthe

UnitedStates , thethirdtoRev.ZhaoPuChuof

China, thefourthtoDr.PhilipA.PotterofDominica,
thefifthtotheWorldMuslimCongress(MotamarAlｭ

AlamAI-Islam i), thesixthtoHisEminenceEtai

Yamada , thechiefpriestoftheTendaiSectof

BuddhisminJapan , theseventhtoDr.Norman

CousinsoftheUnit 巴 d States , theeighthtoDr.

HildegardGoss-MayrofAustria, theninthtoDr.A.T.

Ariyaratne ofSri Lanka , the tenth to Neve

Shalom/Wahat aI-Salam , theeleventhtoHis

EminenceCardinalPauloE.Arns, thetwelfthtoDr ・

M.Aram , andthethirteenthtoMs.MariiK.

Hasegawa.

NominationandSelection

ReligiousleadersandeminentscholarsinJapan

andoverseaswereaskedtonominatecandidatesfor

thethirteenthNiwanoPeacePrize.Theirnominations

weresenttotheFoundationforselection.

Sothatthereligionsoftheworldarerepresented

equitably, 1,000 peoplein125countriesw巴re askedto

submitnominations.Allthenomin 巴巴 s werescreened

byacommitteecomprisingsevenI'巴 presentatives from

Buddhism , Christianity, Islam, andotherreligions.

PresentationCeremony

TheNiwanoPeacePrizeisawardedeveryyearin

Mayataspecialceremony.Therecipientispres 巴nted

themainprizeofacitationandsubsidiaryprizesof

･20millionandamedal.Attheceremony, thel'巴 cipi

entdeliversacommemorativeaddress
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表彰の理由

WhytheCorrymeelaCommunityWas
SelectedastheRecipientoftheFourteenth
NiwanoPeacePrize

側)庭野平和財団(総裁:庭野日鎖、理事長・長沼基

之)は、「第 14 回庭野平和賞 j を英国・ :1 ヒアイルランド

のコリメーラ共同体(創設者:レイ・デビー師、代表

者:トレバー・ウィリアムズ師)に贈ることを決定いた

しました。世界 125 カ国、約 1 ，000 人の識者に推薦を依頼

し、仏教、キリスト教、イスラム教など宗教者 7 人で構

成される審査委員会で厳正な審査をし、決定されたもの

であります。

1965 年に創設されたコリメーラ共同体は、現在、北ア

イルランド東部のベルファストを拠点として活動を展開

しているプロテスタント、カトリック双方の集う共同体

です。ベルファストは、北アイルランド紛争の中心地と

しても知られている都市であります。

コリメーラとは、アイルランド語で「調和の丘 J を意

味します。「恐怖、偏見、無知を取り|徐き、信頼と相互

敬愛の関係を築いていきたい j この精神のもと、同共

同体は、この 30 年余にわたり、北アイルランド紛争の解

決に向け、草の根レベルでのさまざまな和解プログラム

を展開してきました。その活動は、人々から「北アイル

ランドで最も重要な運動 J rアイルランド平和運動の生

みの親」と形容され、非常に大きな ~;I'. 官~Ii を受けておりま

す。

北アイルランドは、二つの社会が存在します。一つ

は、英国であることを主張する多数派プロテスタント社

会。もう一つは、カトリック系住民が大半を占めるアイ

ルランド共和 l固と統ーを図ろうとする少数派カトリック

社会です。

この双方の紛争の歴史ですが、 1920 年にアイルランド

烏が分割によって対立の構図が浮き彫りになったと言わ

れています。(アイルランド島の大部分の地域は、その
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OnMay8, 1997 , theNiwanoPeaceFoundation

(NichikoNiwano , president;MotoyukiNaganuma ,
chairman)willpresentthe14thannualNiwanoPeace

PrizetotheCorrymeelaCommunityofNorthern

Ireland, foundedbyRev.RayDaveyandcurrently

undertheleadershipofRev.TrevorWilliams.The

decisionwasreachedafterrigorousdeliberationbya

screeningcommitteeofsevenspecialistsrepresenting

theworld'sreli ♂ons ， includingBuddhism, Christianity,
andIslam, whochoseamongnominationsmadeby

about1,000 peopleofrecognizedstaturein125differｭ

entcountries.

Foundedin1965, theCorrymeelaCommunityhas

bothProtestantandCatholicmembers.Oneofitstwo

centresisinBelfast, longthefocalpointoftheconflict

inNorthernIreland.

COl・ rymeela means"hillofharmony"inIrish.The

Community'sprimarygoalistodoawaywithfear ,
pr句judice ， andignoranceandtobuildrelationshipsof

trustandmutualrespect.Overthepastthirtyyears

theCorrymeelaCommunityhasdevelopednumerous

grassrootsprogrammesforreconciliationinthemidst

ofstrife.Itsendeavorshavewonaccoladesfrom

arowldtheworldpraisingitforitspioneeringactiviｭ

tiesinthesearchforpeace.

NorthernIrelandisadividedsociety 、，vith amajoriｭ

tyProtestantcommunitywhichdemandstoremain

partoftheUnitedKingdomandaminorityCatholic

community, manyofwhomwishtobepartofaunited

ノース・コースト・ 7 リフの頂にあるコリメーラ・センヲー



，~

北アイルランドの担当相 (1985 -1989) としてコリメーラを訪れたトム・キン

グ氏

後共和国として独立、 1949年に正式に英連邦から脱退。

一方、英国本土からの移住者の流れをくむプロテスタン

ト系住民が多い北アイルランドは、英国の統治下に残

る )0 1960年代、北アイルランドでは、権利が奪われる

として、少数派のカトリック系住民による公民権運動が

行われました。やがて、プロテスタント系住民との争い

になり、 1969年、市街地に英国の軍隊が投入される事態

にまで発展しました・。

1970年を前後して始まったカトリック系過激派組織の

IRA(アイルランド共和軍)のテロ行為。これに対抗す

るプロテスタント系過激派の報復テロ。これまで、双方

の流血事件による犠牲者は、 3.000 人以上に及んでいま

す。 1994 年、双方から停戦が宣言されましたが、政治対

話がこじれ、 1996 年から再びテロ活動がなされ、予断を

許さない状況にあります。

北アイルランド問題の特徴は、市民生活の中でも、社

会的、宗教的、政治的な分断が進んでいる点にありま

す。現在、北アイルランドのプロテスタント系住民は約

65 パーセント、カトリック系住民は約 35 パーセント。

双方の住民間では、宗派別に集中して居住するという住

み分けが行われている傾向にあります。雇用、教育、結
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Ireland.Theconsequencesofthepartitionofthe

islandin1920, whichleftNorthernIrelandaspartof

theUnitedKingdomandSouthernIrelandtobecome

anindependentRepublicin1949, wastoleavea

CatholicminorityinNorthernIrelandinadisempowｭ

eredposition

Inthe1960sCatholicsbegantoprotestfortheir 、

civilrights.Thisledtoconflictwithth 巴 majority

Protestantcommunity, resultinginwidespreadvioｭ

lencein1969, withBritishtroopscomingontothe

streets.ThecreationoftheProvisionalIRA, aviolent

republicanparamilitarygroupingfromwithinthe

Catholiccommunity, tookplacein1970.Thiswas

respondedtobyviolencefromloyalistparamilitary

groupingsfromwithintheProtestantcommunity.

Since1969theviolenc 巴 has resultedinoverthr ・ee

thousanddeaths.

In1994theIRAcalledacease-fir・e. Thiswasfolｭ

lowedbyattemptsatpoliticaldialogue.However, the
ProvisionalIRAresumeditscampaignofviolenc 巴 in

1996.

Theyearsof 白ghting havecreateddeepsocial, reliｭ
gious , andpolitical 白ssures amongthepeople.Today

thepopulationofNorthernIrelandis65percent

Protestantand35percentCatholic.Fearanddistrust

continuetodisruptpositiveinteractioninemployｭ

ment, education, andmarriage.

多党問平和調停の議長、ジョージ・ミッチ工ル上院議

員がコリメーラで講演 (1996 年 6 月)
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婚などの而でも、積極的な交流を図られにくい状況が見

られます。

こうした中、コリメーラ共同体は、分!析を取り除くさ

まざまな活動を展開してきました。具体的には、プロテ

スタント、カトリック両陣営の政治家が話し合う場を提

供してきたほか、紛争で肉親を亡くした家族の精神的な

ケアなども積極的に実施しています。

さらに、同共同体では、合同の奉仕活動、青年同士の

宗派を超えた対話集会をはじめ、「相互理解のための教

育j を進展させる情報を教育現場に提供するなど、草の

根レベルの地道な活動を続けています。北アイルランド

北部・パリーキャッスルにある同共同イ本センターでは、

暴力の犠牲になった人々を受け入れているほか、和解に

向けた種々の会議、教育などが行われ、:fl~ IM1 、 6 ， 000 人

以上の人々が利用しています。

北アイルランド問題は、単なる宗教的な対立ではな

く、経済や社会生活との複雑な相|刻によって生み出され

ています。それだけに同共同体のような、市民生活に深

く根づいた活動は、北アイルランド問題の根源的な解決

に向けて、最も重要な役割を担っていると言えるであり

ましょう。

同共同体が活動を始めて 31 年。その存在は、今日、北

アイルランドのみならず、ヨーロッパ各地の宗教者に

も、大きな希望と勇気を与えています。その意味から

も、庭町'平和11~ 団は、宗教協力の精神と人類愛を基盤と

したコリメーラ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されることを念願して、ここに

「第 14 回庭野平和賞J を贈るものであります。
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TheCorrymeelaCommunityhasstriventoheal

thesewOlmds.Amongitsundertakings, ithasprovidｭ

edaplaceforProtestantandCatholicleaderstotalk

witheachotherandhasofferedcareandrespitefor

familiesthathavelostlovedonesintheconflict.

Corrymeelamembersengageinmanyvoluntaryactivｭ

itiesandtheCommunityisalsodeeplyinvolvedin

educationalworkprovidingopportunitiesforyouthsto

communicatetranscendingdifferencesoffaith , andis

amajorresourceforteachingmaterialstopromote

mutualunderstanding.

TheCommunity'sothercentreinBallycastleisa

refugeforvictimsofviolence.Itisalsothesiteof

meetings , conferences, andsymposiaonreconciliation

participatedinbymorethan6,000 peopleeveryyear.

NorthernIreland'sPI ・oblems alsohavecomplexecoｭ

nomicandsocialroots 目 Corrymeela's grassrootsactiviｭ

ties, directedattheverycoreofdailylife, fulftllacruｭ

cialroleinhelpingtoresolvetheseissues ,

Inexistencefor31years , theCorrymeelaComｭ

munityoverthedecadeshasbecomeamodelofinspiｭ

rationandhopethroughoutEuropeaswell , Inawardｭ

ingitthe14thNiwanoPeacePrize, theNiwanoPeace

Foundationwishestoexpressitshighesteemforthe

Con U1 1山1ity's contributiontop巴ace andjusticeinthe

nameofreligiouscoopel 叫ion andhumandignity.We

commendtheCorrymeelaCommunityforitsmany

achievementsandpraythatmanymorewillfollow.
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受賞団体の沿革

ABriefHistoryoftheRecipient

1940 年、レイ・デビー師は北アフリカの YMCA でボ

ランティアをしていた。 f皮はトブルク(リビア)で\砂

漠での戦争に従事している人々の社会的、物質的、精神

的必要に対して全ての宗教が利用できるセンター設立に

尽力した。 1942 年、彼は戦争捕虜として捕らえられ、 ド

レスデンの近くで拘束された。彼はそこで市内に爆弾が

投下され、たくさんの市民が死んだのを目撃した。捕虜

から解放され家に帰ったレイは、クイーンズ大学(ベル

ファスト)の最初の長老派教会礼拝堂牧師に任命され

た。そこで彼は、自分の仕事の中心としてコミュニティ

ーセンターを設立した。

1963-64 年

和解活動に従事しているキリスト教共同体であるアガ

ペ(イタリア)とイオナ共同体(スコッ卜ランド)を訪

問後、北アイルランドにおける新しいキリスト教共同体

構想検討のためのグループが形成される。また、それに

ふさわしい建物を探した。

1965 勾i

(2 月) コリメーラと H引まれる休日用のゲストハウスを

手に入れ、また「調和の丘」を意味する「コリメーラ J

が新しい共同体の名前として採用された。ボランテイア

のワークキャンプで建物を修繕・修復する。

(10 月) コリメーラセンターは、アガペ共同体の創設者

であるツリオ・ビナイ牧師によって開館される。

レイ・デピー師が|臨時代表として選出される。

1966 年

コリメーラはイースター蜂起の 50 周年を記念し、「コ

ミュニテイ 1966 プロテスタントとローマカトリックの

合同会議j と題した会議を開催した。ダプリンで、起きた

共和主義者のイースター蜂起を祝った。このような合同

での試みはユニークであった。テレンス・オニール・北
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In1940, theRev.RayDaveyvolunteersforfield

workwiththeYMCAinNorthAfrica.Hehelpsestabｭ

lishacentreinTobruktob巴 used byallfaithstocare

forthesocial, physical, andspiritualneedsofthose

engagedindesertwarfare.In1942heistakenprisonｭ

erofwarandheldnearDresden, wherehewitnesses

thealliedbombingofthecity, inwhichhugenumbers

ofciviliansdied.

Afterreturninghome, theRev.Daveyisappointed

asthefirstPresbyterianChaplaintoQueen's

UniversityBelfast.HeestablishesaCommunity

Centreasthefocalpointforhiswork.

1963-64

Following a series ofvisits to Christian

CommunitiesofReconciliationinItaly(Agape)and

Scotland(TheIonaCommunity), agroupisformed

toexploretheideaofanewChristianCommunity

inNorthernIreland.Thegroupsearchesforsuitｭ

ablepremises.

1965

(February)

Aholidayguesthousecalled“COl ・rymeela" ispurｭ

chased. COl ・ 1・ymeela ， meaning “The Hill of

Harmony ," isadoptedasthenameofthenew

Community.Volunteerworkcampsrepairandrenｭ

ovatethebuilding.

(October)

TheCorrymeelaCentreisopenedofficiallyby

PastorTullio Vinay , founder oftheAgape

Community.
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アイルランド首相は、カトリック教徒とプロテスタント

教徒が和解する申し立てを行うのに、この機会を使った。

他にも、多くの重要な会議がコリメーラにおいて開催

された。それらは、北アイルランド住宅連合、北アイル

ランドホスピス運動、北アイルランド雑婚連合、統合教

育といった団体や、自発的な運動の発展に寄与するもの

であった。

共同体のメンバーは休日をもてない人達のために、コ

リメーラでサマー・ファミリ一週間を行った。ボランテ

イアが家族、子供・、年金受給者のプログラムをリードし

た。またボランティアのワークキャンプでは、施設やそ

の周辺の修繕・修復を継続する。

1968-69年

公民権要求の抗議運動が、「紛争 j の始まりとされる

暴力に発展した。

1970年

コリメーラのメンバーは、ベルファス卜で共同体プロ

ジェクトに関わり、また潜在的に問題のある地域で「サ

マー・プレイ計画J を行った。

コリメーラの個人メンバー達は、プロテスタントとカ

トリックの両方を引きつける目的の政党、同111作りに関

わった。

1971if

8 月 9 日、 300 人が i鮮軍事組 k~~x と接触を持っていると

の容疑で拘禁される。これに続き、ベルファストとロン

ドンデリーで、の暴動が広がっていった。このことで、家

族への脅しからプロテスタン卜とカトリックの居住地が

分離された。

コリメーラは家を失った家族を、センターとパリーキ

ヤツスルの近くの urr に受け入れた。ストレスを感じなが

ら生活する家族との共同作業は、コリメーラの最も大切

なi舌動として続いていく。

(9 月) クロス・オブ・ネイルズは、和解のキリスト教

センターの国際的ネットワークに、コリメーラを紹介す

る機会を与えた。

1973ilO

コリメーラセンターで初めて専従の部長が任命される。

「奉仕と学習 j と呼ばれる長期のボランティアプログ

18

TheRev.RayDaveyiselectedaspart-time

leader

1966

CoωITη.)γyme 田ela markst出he fifl加tie凶th ann山nversa 創1' )γyoぱft仙he

RepublicanEaste 飢l' RisinginDublinbyholdinga

c∞onfe引l'羽e町nce entit叫led

ProtestantandRomanCatholicConference."Sucha

jointventureisuniqueatthistime.ThePrime

MinisterofNorthernIreland , Capt.TerenceO'Neill ,
usestheopportunitytomak 巴 a pleaforreconciliaｭ

tionbetweenCatholicsandProtestants.

A numberofothersignificantconferencesare

heldatCorrymeelawInchcontributetothedevelopｭ

mentofvolw1tarymovementsandorganisations,
suchastheNorthernIrelandHousingAssociation,
theNorthernIrelandHospiceMovement , the

NorthernIrelandMixedMarriageAssociationand

IntegratedEducation

MembersoftheCommunityrunSummerFamily

WeeksatCorrymeelaforthosewhocan'taffordholｭ

idays.Volunteersleadprogramm 巴s withfamilies ,
children, andpensioners.Workcampsofvolunteers

continuetorenovateandadaptthebuildingsand

thesite.

1968-69

Theprotestmovementforcivilrightsisovertaken

byviolencemarkingthebeginningofwhatis

referredtoas “ the troubles."

1970

CorrymeelamembersareinvolvedinCommunity

ProjectsinBelfast, andrunSummerPlaySchemes

inpotentiallytroubledareas.

IndividualmembersofCOl・ rymeela areinvolved

intheformationofAlliance , apoliticalpartywhose

aimistoattractbothProtestantsandCatholics

1971

On9thAu 思1st ， 300peopleareinternedonsuspiｭ

cionofhavingparamilitaryconnections.Thisisfolｭ

lowedbywidespreadviolenceinBelfastand

Londonderry.Intimidationoffamiliessegregates

housingintoProtestantestat 巴 s andCatholic

estates.

Corrymeelahostsdisplacedfamiliesatitscentre

andthenearbytownofBallycastle.Theworkwith

familieslivingunderstresscontinu 巴s asacentral

priorityforCorrymeela.
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ラムが始まる。それはボランティアが新しい技術を身に

つけるのと引き換えに 1 年間のボランテイア活動を行

う。これは、プログラムの拡大開発を促進した。

キ1:1/1作活動で殺害されたメンバーの追悼のため、コリメ

ーラの運動場が開放される。

1973-74年

音楽と ]}IJ を通して和解のメッセージを伝えるため、コ

リメーラの歌手と役者の劇団が作られる。

1974年

レイ・デビー師は、コリメーラの専従代表となる。運

営の拠点・施設としてベルファストで家を購入。

1976年

国際的なボランティアチームの施設として、パリーキ

ヤッスルセンターに「コベントリーハウス j カfイ乍ら~1.

る。その家はクロス・オブ・ネイルズから寄贈された。

活発な青年活動のため青年村が作られる。また共同

体、家族プログラム、青年プログラムのため、最初の専

従者が任命された。

準軍事組織によって息子を殺されたメンバーの、モー

ラ・キーレイは、暴力によって家族を失った人々のため

に「クロス・グループJ を形成する。

1977if:

「直接統治、についての批判的見解」をテーマにした政

治会議がコリメーラで開催される。

1978 年

屋内作業施設として、コテージがさらに開館される。

これによって、パリーキャッスルセンターは 3 つの宿泊

施設すなわち、 50 のベッドがある家、 32 のベッドのある

村と 32 のベッドを持つコテージを有した。これにより、

3 つの別々のプログラムが、同時に行われるようになっ

た。

19791'1:

祈りと会合の建物として「クロイ J (心の意)が、 I~~J

館される。

キリスト教教育のための専従者が任命される。

1980flO

レイ・デビー師引退。ジョン・モロ -nm が代表に任命

される。
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(September)

TheCrossofNailsispresentedtoCorrymeela ,
introducingCorrymeelatoaninternationalnetwork

ofChristianCentresofreconciliation

1973
Thefirstfull-timedirectoroftheCorrymeela

Centreisappointed.

Along-termvolunteerprogrammecalled“Serve
andLearn"commences.

Vo叶lunteers giveayea剖l'乍 VOll山.til叫ta創l'γy workinreturn

forlea創rn首n凶1註ing newski孔lI s. Thissupportsthedevelopｭ

mentofmoreextensiveprogrammes.

AplaygTowldatCorrymeelaisopenedinmemory

ofacommunityworkerwhowaskilledforhiswork

f01 ・ reconciliation.

1973-74
TheCor ・1・ymeela SingersandPlayersareformed

asameansofpromotingthemessageofreconciliaｭ

tionthroughmusicanddrama.

1974
TheRev.RayDaveybecomesfull-timeleaderof

Corrymeela.AhouseispurchasedinBelfastasan

administrativebaseandresource.

1976
“Coventry House"isbuiltattheBallycastle

Centretoaccommodatetheinternationalvohmteer

team.ThehouseisagiftoftheCommunityofthe

CrossofNails

TheYouthVillageisbuilttoaccommodatethe

expandingyouthwork.Firstfull-timeworkersare

appointedforCommunitylFamilyProgTammesand

YouthProgrammes.

最初の大きな拡張後のパリーキャッスルの「家 J
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マザー・テレサ尼がコリメーラで講演 (1981 年)

1981 年

(3 月) クイーンズ大学で「政治協力のモデlレj と題し

た政治的な大会議が、ダブリンに拠点をおく「和解のグ

レンクリー共同体」の協力で行われた。

(6 月) 信仰の光によって現在の問題を考え、またすべ

ての世代のためのキリスト教教育の場であるサマーフェ

スタが初めて開催される。テーマは「あなたの王国が来

る」で、基調講演にカルカッタのマザー・テレサ尼が出

席した。現在、サマーフェスタはコリメーラの恒例行事

となっている。毎回 2-3 年ごとに開催され、通常 1.000

人の関係者が出席する。

1983 司

コリメ一ラのメンパ一は、新しく作られた「信仰と政

治に関する教会開グループj で主要な役割を来たした。

その広報誌は継続されており、現代の問題について教会

問グループで話し合われた記録を公にしている。

スタッフのメンバーとして、ローマカトリックの司祭

が任命された。

カトリックとプロテスタントの最初の聖職者会議が行

われた。

1984年

学校担当の専従者が任命される。

1985年

紛争翌日j仰のプロジェクトが始まる。これはコリメーラ
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CommunitymemberMauraKiely, whosesonwas

murderedbyparamilitaries , formsthe “ Cross
Group"asasupportforthosewhohavelostmemｭ

bel'softheirfamilythroughviolence.

1977
PoliticalconferenceatCorrymeelaonthetheme

“A CriticalLookatDirectRule."

1978
TheCottagesareopenedasanadditional

resourceforresidentialwork.Bythistimethe

BallycastleCentrehasthreeresidentialunits, The
Housewith50beds, TheVillagewith32, andthe

Cottageswith32.Thismeansthatthreeseparate

programmescantakeplaceconcurrently

1979
“The Croi"(Irishfor “ the heart")isopenedasa

buildingforworshipandsocialmeetings

A full-timeprogrammeworkerinChristian

Educationisappointed.

1980
TheRev.RayDaveyretiresandtheRev.John

MorrowisappointedleaderoftheCommunity

1981
(March)

Amajorpoliticalconference,“Models ofPolitical

Cooperation," isorganisedatQueen'sUniversity

Belfast , in partnership with the Glencree

CommunityofReconciliationbasedinDublin.

(June)

Thefirst “Summerfest," anall-ageChristianeduｭ

cationfestivalexaminingcurrentissuesinthelight

offaithisheld.Thethemeis"YourKingdomCome"

andMotherTeresaofCalcuttaisthekeynote

speaker. Summerfest is a regular part of

Corrymeela'sprogramme.Itisheldev 巴ry twoto

threeyears , andnormallyattracts1,000 particiｭ

pants.

1983
Corrymeelamemberstakealeadingroleinthe

newlyformed “Inter-Church GrouponFaithand

Politics."Itcontinuestopublishdocum 巴nts emergｭ

ingfromtheinter-churchgroup'sdiscussionson

currentissues.

ARomanCatholicpriestisappointedasamemｭ

bel'ofthestaff.

FirstConferenc 巴 for CatholicandProtestantcler-
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とアルスター大学の合同事業で‘あった。和解活動の実際

的な経験を持つコリメーラがアカデミックな枠内で、警

察、労働組合、地方自治体などの公共団体その他に対し

て訓練を提供するものであった。

1986it:

避難所セダー・へブンは、脅威の中で生活する人々が

直而する必要に迫られて建てられた。

青年活動に対して、テンプルトン・プロジェクト賞を

受賞。

1988110

世界平和のための社会からピース・ポールを受賞。

1989if'.

コリメーラのメンバーである、ノーマン・リチヤード

ソンとカーメル・ヒーネイが、その平和教育活動に対し

てコール国際平和賞を受賞。

1992 勾1

北アイルランド調停ネットワークが、コリメーラの上

位者も入って形成される。コリメーラ共同体との密接な

連係が継続する。

村が改造される。

19931'1:

トレバー・ウィリアムズ師が代表に選ばれる。

1995 王F

子供たちと死別した人々のグループ「梢」が始まる。

1996 年

コテージが改良される。

コリメーラの名前の由来となり、 1965 年に購入された

木造建築が老朽化したため、それに代わるシンプルな家

の建設計画に着手することを決定。予算は 130 万ポンド

(約 2 億 6 千万円、 £1= ￥ 200) 。

19971'1:

コリメーラ、庭野平和賞受賞。

〈レイ・デビー師の著作〉

ｷTakeAwayThisHate.1985(この憎悪を取り去ろう)

ｷFortyYearson GermanyRevisted.1986 (40 年

後:ドイツへの再訪)

ｷAnUnfinishedJourney.1986(終わりなき旅)
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gyisheld.

1984

Full-timeschoolsworkerisappointed

1985

UnderstandingConflictProjectcommences.This

isajointventurebetweenCorrymeelaandthe

UniversityofUlster, bringingCorrymeela'spractiｭ

calexperienceofworkingfOl・ reconciliation within

anacademicframework , providingtrainingforpubｭ

lieandotherbodiessuchasthepolice, tradeunions ,
localgovernment, etc.

1986

SanctuaryUnitCedarHavenbuiltforthose

underthreattomeettheincreasingdemandforthis

proVlslOn

CorrymeelareceivesTempletonProj 巴ct Awardfor

itsYouthWork

1988

CorrymeelareceivesPeacePolefromSocietyfor

WorIdPeace

1989

Norman Richardson and Carmel Heaney ,
CorrymeelaMembers, winKohlInternationalPeace

Prizefortheirpeaceeducationwork.

1992

TheMecliationNetworkforNorthernIrelandis

formedwithCOl・ rymeela membersinseniorposiｭ

tions.A closeassociationwiththeCOl・ 1・ymeela

Communitycontinues.

TheVillageisrefurbished.

1993

TheRev.TrevorWilliams , is 巴lected leaderofthe

Community.

1995

Cor ・rymeela “Tr 巴etops ，" achildren'sbereavement

group , commences.
1996

TheCottagesareupgraded

TheCommunitydecidetoundertakea｣1.3-milｭ

lionplantorebuildthehouseasasimpl巴 structure

toreplacetheworn-outwoodenbuildingwhichwas

boughtbytheCommunityin1965andwhichgave

Corrymeelaitsname.

1997

COl・ rymeela receivestheNiwanoPeac 巴 Prize.
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ｷThePollenofPeac 巴. 1991 (平和の花粉)

ｷChann巴I ofPeace.1993(平和のチャンネル)

〈コリメーラのその他の出版物〉

ｷFrankWright.IntegratedEducationandNew

BeginningsinNorthernIreland.1991/1993(フラン

ク・ライト「統合教育と北アイルランドの新しい始ま

り J)

ｷTomPatterson , OutofDarkness.Poetry1993 (ト

ム・パターソン「暗やみを出て.詩集 J)

ｷRo巴 1 Kaptein , ViolenceintheFamily , 1994(ロエル・

カプテイン「家庭内暴力 J)

ｷBrendanMcAllister¥Death.PeaceandJustice.1994

(ブレンダン・マックアリスター「死、平和と正義 J)

ｷTimePasses.Poetry1995 (f 時が過ぎる.詩集 J)

ｷDuncanMorrowandDerick"Vilson.WaysOutof

Conflic t, 1996(ダンカン・モロー、テ。リック・ウィル

ソン「紛争解決の道 J)

<f 信何と政治に関する教会間グループ」出版物リスト〉

ｷBreakingDowntheEnmity (敵意の打破)

ｷUnderstandingth 巴 Signs ofTimes (II 寺のしるしの理

解)

ｷTowardsanIslandthat"Vorks(働く島に向かつて)

ｷTowards Peac 巴 and Stability(平和と安定に向かつ

て)

ｷRememberingOurPast(我々の過去の記'憶)

ｷBuryingOurDead PoliticalFuneralsinNorthern

Ireland(我々の死者の埋葬:北アイルランドの政治的

葬{義)

ｷTheThingsthatMakeforP巴ace (平和を作るもの)

・ Liberty totheCaptives?(囚われへの自由? )

ｷForgiveusourTrespasses"'? (我々の不法侵害を

赦せ…?)

〈コリメーラについて〉

メンバーシップ 180 名

専従スタッフ 23 名

TheRev.RayDaveyhaswrittenthefollowing

books:

TakeAwayThisHate(1985)

FortyYearsOn:GermanyRevisited(1986)

AnUnfinishedJourney(1986)

ThePollenofPeace(1991)

ChannelofPeace(1993)

OthertitlespublishedbyCor ・I・ymeela Press:

IntegratedEducationandNewBeginningsin

NorthernIreland(Frar 虫 Wright ， 1991-1993)

OutofDarlmess(TomPatterson, Poetry, 1993)
ViolenceintheFamily(RoelKaptein, 1994)
Death , PeaceandJustice(BrendanMcAllister ,
1994)

TimePasses(Poetry, 1995)
WaysOutofConflict(DuncanMorrowandDerick

Wilson , 1996)
ListoftitlesoftheInter-ChurchGroupon

FaithandPolitics

BreakingDowntheEnmity

Unde 飢rst旬anc吋d出ling theSiほgns oftheTimes

Towa 加I' d出s anIslandt出ha叫t Wor!

To 、wards PeaceandStabili 比ty

RememberingOmPast

BmyingOurDead:PoliticalFWleralsinNorthern

Ireland

TheThingsthatMakeforPeace

LibertytotheCaptives?

ForgiveusourTrespasses'..?
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〈コリメーラのプロジェクトと活動〉

-居住施設で、双子の(カトリック/プロテスタント)

学校、青年、大人、教会~;のプロジェクトを、フォロ

ーアップ支援と共に行う。

-社会的、文化的、政治的、宗教的テーマに|刻して、す

べての伝統を持つ人々のための居住開放イベント。

-平和、和解活動の新しいプロジ.エクトに対する支援0

・紛争、調停、キリスト教教育などの分野の訓練と学習

プロジェク卜。

-犠牲者とストレスにさらされている人々に対する保護

と支援。

〈コリメーラの趣旨と目的〉

-プロテスタントとカトリック教徒が、和解のための共

通の証言と使命において分かち合うことができるとい

うしるしとシンボルとなる。

-相手への一無関心、偏見、恐れを取り払い、相互の敬

意、信頼、協力を促進するための話し合い、対話、学

習の機会を社会に提供する。

-暴力と不正行為の犠牲者を支援する;個人、社会の傷

の癒しを可能にし、社会と政治の変革のため、新しい

主導性を促進する。

-現代の信仰と倫理の問題に取り組み、キリスト教徒の

共同体、生活、祈りの新しい表現を発展させる。

ボランティア

1 年間のボランティア

2 年間のボランテイア

その他のボランティア

年間プログラム数

年間プログラム参加者

10 名

2 名

400 名

200件以上

6，000名以上

FactsaboutCorrymeela

Membership 180

Full-timeStaff 23

Volunteers

10one-yearvolunteers

2two-yearvolunteers

400occasionalvolunteers

Numberofprogrammeseachyear 200+

Numberofprogrammeparticipantseachyear

6,000+
Corr・ymeela's AimsandObjectives

ｷTobeasignandsymbolthatPI 叫estants and

Catholicscansharetogetherinacommonwitness

andministryofreconciliation

ｷToprovideopportunitiesformeeting, dialogue,
andlearningincommunitiestodispelignorance ,
prejudice , andfearandtopromotemutual

resp 巴ct ， trust, andcooperation

ｷTosupportvictimsofviolenceandinjustice;to

enablethehealingofpersonalandsocialwounds,
andtopromotenewinitiativesforsocialand

politicalchange

ｷToaddresscontemporaryissuesoffaithand

ethicsanddevelopnewexpressionsofChristian

community, life, andworship

Corrymeela'sProjectsandActivities

ｷResidentialtwinned(CatholiclProtestant)School ,
Youth , Adult, andChurchprojectswithfollow-up

supportwork

ｷOpenresidentialeventsforpeoplefromalltradiｭ

tionsonsocial , cultural, political , andreligious

themes

ｷSupportfornewprojectsinpeaceandreconciliaｭ

tionwork

ｷTrainingandlearningprojectsinthefieldsof

conflict, mediation, Christianeducation, etc
ｷSanctuaryandsupportfOl・ victims andthose

understress.
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受賞講演

第 14回庭野平和賞受賞団体

コリメーラ共同体

(トレバー・ウィリアムズ師、カーメル・ヒーネイ女史、

ジ‘ヨイス・ウィリアムズ夫人)

(トレバー・ウィリアムズ師)

コリメーラ共同体を代表して、皆株にご挨拶を E~I し上

げます。遠く離れた国に住む私共に友情と支援の手を差

し延べて下さったことに、深く感動しております。日本

と北アイルランドは、地理的文化的に異なり、宗教的伝

統も違っておりますが、平和lへの献身という点では共通

していることがわかりました。コリメーラは、この発見

からすでに沢山の恩恵を受けております。

北アイルランドは、歴史上、数多くの激しい社会紛争

に見舞われてきました。この国土で、コリメーラは、対

立する 2 つのコミュニティがお互いを受け入れる、橋渡

しのコミュニティになろうとしています。排他的なコミ

ュニティは過激な準軍事組織を結成し、テロ行為を通じ

て自らの望みを実現しようとしています。こういったテ

ロ活動に係わる人は少ないかもしれませんが、このよう

な行為によって、わずか 150万人の人口のうち 3 千人以

上の犠牲者を出し、計り知れない苦しみを生み出したの

です。これら 2 つのコミュニティには、ナショナリスト

とユニオニストという、比較的規模の大きい穏健派があ

ります。ナショナリストは、立憲政治の下でアイルラン

ド統一国家をめざしており、ユニオニストは、民主主義

路娘を通じ英国との結びつきを擁護しようとしていま

す。ナショナリストはほとんどカトリック教徒のアイル

ランド人で‘あり、ユニオニス卜は大多数がプロテスタン

トで自らを英国人と呼んでいます。これら 2 つのコミュ

ニテイは、お互いを写し出す鏡のような存在です。私共

は分裂した社会に生きており、それぞれのコミュニティ

の独自性や文化と宗教が紛争の一端をなしています。

和平への新しい道を模索する中で、コリメーラは相互

受容的コミュニティというものを構想しています。カ卜
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TheCorrymeelaCommunity
TheRecipientoftheFourteenthNiwanoPeacePrize

bytheRev.TrevorWilliams, Ms.CarmelHeaney,

Mrs.JoyceWilliams

(Rev.TrevorWilliams)

IbringyouthegreetingsoftheC Ol・ rymeela

Community.Wearedeeplymovedthatyouhave

stretchedoutthehandof合iendship andsupporttous

wholiveontheothersideoftheworld.Wemaybe

dividedbydistance, culture, andhavedifferencesin

religioustradition, butwehavediscoveredwesharea

common commitment to peace , and already

Corrymeelahasbenefitedgreatlybywhatwehave

learnt.

COl・ 1・ymeela seekstobeaninclusivecommunityina

landwithahistoryheavywiththeclashesofcompetｭ

ingcommunities.Theseexclusivecommunitieshave

thrownupextremistparamilitarygroupingswhich

havepursuedtheiraspirationsthroughterrorism.

Thenumberofthoseactivelyinvolvedinterrorism

maybesmall, buttheirdeedshavecausedimmeasurｭ

ablesufferingwithover3,000 deathsinasmallpopuｭ

lationofjustoneandahalfmillion.

Thesetwocommunitieshavelarger, moremoderate

出会いと分かち合いの場コリメーラ。デビ一夫妻を図む「シード・グループ J の

一つ
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リックとプロテスタン卜が一体となって、分裂した社会

の相手1l!1Jへの橋渡しをするあらゆる可能性を模索してい

ます。バリーキャッスルの宿泊センターの入口に、次の

言葉が掲げられています。

“コリメーラには、あらゆる宗派と年齢のキリスト教

徒が参加していて、北アイルランドと全世界の社会的、

宗教的、政治的分裂から生まれる苦しみを癒すため、一

人一人がまた共に一体となって貢献しています。"

平和は分裂を釆り越えて初めて達成されます。夜、共

は、この相互受容的なコミュニティを実現する方法を積

極的に求めて活動しています。このような意味で、プロ

テスタントである私と妻のジョイスが、カトリック教徒

であるカーメル・ヒーネイと共に、コリメーラを代表し

てお招き頂きましたことに対し、庭野平和1財団に深く感

謝いたします。このことは、私達にとって非常に意味の

あることです。私共三名が、共に受賞の喜びを分かち合

う機会を与えられましたことを、有り現Iiく御礼申し上げ

ます。

最初に、残念ながらここに同席はできませんでした

が、コリメーラの創始者、レイ・デビー師からのメッセ

ージをご紹介いたします。

日本の友人で、ある庭野平和財団の皆様へ

私共に平和賞を授与して下さるという知らせは、大

変な励みとなり、勇気を与えてくれました。このこと

は、私共が遠く離れて暮らしていても、お互いの視野

や希望においては非常に近いのだということを教えて

くれました。皆様の寛大さのお陰で、私達が宇宙村と

いう 1 つの世界に住んでいることを認識することがで

きるのです。

17 世紀の詩人ジョン・ダンの言葉に次のようなもの

があります。“人は孤島ではなく、それ自体で完全では

ない。人は皆、大陸の一片、本体の一部なのだから。

死はそれが何人のものであっても、夜、を小さくする。

何故なら、私は人類の一部なのだ、から。"

私達の小さな固には、憎悪と恐怖が重くのしかか

り、言葉に表わせないほどの苦難や死が続いていま

す。この固における私共の使命は、暴力の文化を、コ
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sectorsdescl ・ibed asNationalistsandUnionists

Nationalistspursuetheirpoliticalaspirationfora

unitedIrelandthroughconstitutionalpolitics

UnionistsseektodefendthelinkwithBritainthrough

thedemocraticprocess.AlmostallNationalistsare

IrishandCatholic.AlmostallUnionistscallthemｭ

selvesBritishandareProtestant.Eachcommunityis

themirrorimage , theoppositeoftheother.Welivein

acontestedsociety, andtheidentity, cultureandreliｭ

gionofeachsideispartofthebattle.

Inseekinganewway, awayofpeace, Cor・rymeela

hasavisionofaninclusivecommmuty.Weseekin

everywaypossibletoworktogetherasCatholicsand

Protestantsandcrosstheotherdivisionsofsociety.At

thegateofourResidentialCentreinBallycastleisa

signwhichsays:

"COn}' ，ηeela ispeopleofαII α:ges αnd Christi αn

traditionswho, individuαlly αnd together， αre

committedtothehe αling ofsoci α'.l ， religious ， αnd

politic αl divisionsthatexistinNorthernIrel αnd

αnd throughoutthe ωorld."

Peaceisindivisible.Weactivelyseekwaysof

expressingthisinclusivecommunity, sowehavebeen

verygratefulthattheNiwanoP巴ace Foundation

agreedthatJoyce, whoismywife, andI , whoareboth

Protestants , couldbejoinedbyCarmelHeaney , a

Catholic, torepresentCorrymeelaonthisoccasion.

Thisisveryimportanttousandwethankyoufor

acceptingthat.Sothisoccasionwillbeshared

betweenus

IalsowishtoincludesomewordsoftheRev.Ray

Davey, thefounderofCorrymeelawhocouldnotbe

withusonthisoccasion.Hehassentthismessage.

DearJapaneseFriendsoftheNiwanoPeace

Foundation,
Thenewsthatyouhaddecidedtopresentuswith

aPeacePrizeismostinspiringandencouraging.It

makesusrealisethatthoughwelivesofaraway

fromeachother, yetweareverycloseinoutlook

andhope.Indeedyourgenerositymakesusunderｭ

standthatwedoliveintheoneworld , thatwelive

intheoneglobalvillage.

InthewordsofJohnDonne , the17th-century

poet:

“'Nom αn isαn island, entireofitselfevelYmα n is
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リメーラのすべての仕事を通じて流れる平和の文化に

置き換える道を模索することです。

私達の使命は、南アフリカのネルソン・マンデラ氏

が実に明白に表現しています。“人は生まれながらに

して他人を憎むのではない。人が憎むためには、憎む

ことを学は、なければならない。憎しみを学べるなら、

愛することも学べるはずで、ある。"

アイルランドのある歴史家は、次のように表現して

います。“われわれは、力の論理ではなく、論理の力

を信じなければならない。"

つい先頃、アイルランド国民に対し、平和活動を自

らの生き方で実践して示した商人がいます。その人の

名前はゴードン・ウィルソンといい、エニスキレンと

いう町に住んでいました。 1986年 11 月 8 日に、看護婦

である 21 歳の娘マリーを伴って、 lilTの戦争記念館へ終

戦記念日の礼拝に行きました。礼拝の最中、 IRACア

イルランド共和軍)の仕掛けた爆弾が破裂しました。

ウィルソン父娘は、瓦れきの中に埋もれかけました。

マリーは致命傷を負い、ゴードンは重傷を負いまし

た。その他 11 名が死亡し、大勢が負傷しました。この

惨事に対するゴードン・ウィルソンの対応は素H青らし

いものでした。余生を全精力を注いで、和平に捧げよ

うと決意したのです。招きに応じてアイルランド政府

の議会に出席し、そこでたびたび意見を述べました。

IRA の代表とも会見し、殺人行為を停止するよう訴え

かけました。イギリス全土の会合や集会で演説しまし

た。その後、追い打ちをかけるように、一人息子が自

動車事故で、亡くなったH寺も、会合やインタビューとい

った過酷なスケジュールを止めませんでした。彼は飽

くことなき努力を続け、平和推進のために文字通り命

がけで取り組んでいました。その実践力、勇気、信念

によって、全ての平和推進者の模範となったのです。

ある日、ゴードンは、彼の伝記編者アルフ・マックレ

アリーに、こう尋ねました。

「一体どうしたら、エニスキレンの教訓を、こんな

に際限もなく何度も何度も話し続けることができるの

かね。j 返答はこうでした。「他に道はあるまい。エニ

スキレンの事 'f~l:が、君を高徳な土嬢に立たせたのだ。
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α piece oftheContinent ， αpα rt oftheIn αin "'Any

mα n's de αth diminishesmebee αuse I αm involvedin

Mα nhind."

Hateandfearlieveryheavilyonoursmallcounｭ

tryandtherehasbeenuntoldsufferinganddeath.

Ourgreattaskinthiscountryistoseektoreplace

thecultureofviolencewiththecultureofpeaceand

thatrunsthroughallCorrymeela'swork.

OurtaskisveryclearlyexpressedbyNelson

MandelaofSouthAfrica: “No oneisbornhating

anotherperson.Peoplemustlearntohate , andif

theycanlearntohatetheycanalsolearntolove."

OrasoneofourIrishhistorianshasputit,“We
havetobelieveintheforceofargument, notthe

argumentofforce."

ForallofusinIrelandthetaskofpeacemaking

waspersonifiedveryrecentlybythelifeandexamｭ

pIeofanIrishshopkeeper.HisnamewasGordon

WilsonandhelivedinatowncalledEnniskillen

Onthe8thNovember1986heandhisdaughter

Marie , a21-year-oldnurse , decidedtoattenda

RemembranceDayS巴rvice atthetown'swarmemoｭ

riaLDuringtheservice, abombplantedbytheIRA

wentoff.TheWilsonswerepartlyburiedintherubｭ

ble.MariewasmortallyinjuredandGordonwas

seriouslyhurt.Elevenotherswerekilledandmany

injured.GordonWilson'sresponsetothisterrible

eventwasremarkable.Hedecidedtodevotetherest

ofhislifeandallhisenergytothetaskofpeaceｭ

making.Heacceptedaninvitationtotakeaseatin

theSenateoftheIrishGovernmentandspokethere

frequently.HemetrepresentativesoftheIRAand

pleadedwiththemtostopthekilling.Hespok 巴 at

meetingsandralliesallovertheBritishIsles.Th 巴n

inspiteofafurtherdevastatingblow, whenhisonly

sonwaskilledinamotoraccident, hecontinuedhis

relentlessscheduleofmeetingsandinterviews.In

truthhedidreallyworkhimselftodeathbyhis

ceaselesseffortstofurtherthecauseofpeace , By

hiscommitment, hiscourage , andhisfaithhe

becamearolemodelforallpeacemakers.Oneday

heaskedAIfMcCreary, theeditorofhisbiography,
“How canIgoonsayingsuchthingsaboutthe

lessonsofEnniskillenagainandagainandagain?"

Hewastoldinreply,“You hav巴 no choice , the

eventsofEnniskillenhaveplacedyouonhighmoral
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お互いの人生を語るうちに、深い友情が芽生えまし

た。生い立ちゃ性格が全く異なっていたにも拘わらず、

共有できること、すなわち自分遠の人生を語り合い、耳

を傾け合う経験をしたのです。人生の物語を共有するこ

とによって、コミュニティを築き上げていったのです。

レイは終i段で解放されると、ベルファストのクイーン

ズ大学の長老派教会の初代司祭に任命されました。そこ

では、コミュニティ形成について彼がそれまでに学んだ

教訓が、聖戦の仕事の中核となりました。こうして平和

調停の役割を果たすコミュニティ、コリメーラが創設さ

れたのです。コリメーラは、本部となる建物を取得しま

した。それは休日センターとして建てられた簡素な木造

建築でした。ここでも、人々は、ボランテイアとして、

荒廃した建物を修復する作業の中に、コミュニティを発

見したのです。コリメーラセンターの環境は壮大です。

敷地は、アイルランド北岸の断崖にあります。海岸の岩

場の向こう、ラスリン島に続く狭い海峡を見渡すと、彼

方にスコットランドの丘が見えます。コリメーラセンター

は会合の場として使われています。ここでは、人々が、

社会の分裂をこえた友好関係を結び、恐怖は信頼に変わ

り、新たな理解が変革の可能性を生みだしていきます。

(カーメル・ヒーネイ女史)

コリメーラ共同体には、 180 人の一般の男女、子供が

おりますが、 H寺には途方もない要求をされることもあり

ます。ここには両親、教師、医師、弁護士、失業者、寡

婦、様々な障害者、看護婦、主婦、パス運転手、配管

工、建設業者、会計士、建築家、芸術家なと'iJ{v、ます。

ごく一般の人が通常の生活以外に会員の顔を持っていま

す。人々は、敵意の場の中で、お互いを温かく迎え入

れ、もてなす、という行動様式を共に作り上げていくの

です。

コリメーラは、憎悪と恐怖にいろどられた土地にある

場です。

コリメーラは、歴史的要求とそれに反論する要求に挟

まれた場です。

コリメーラは、巷の暴行や家庭内の暴行から婦人を守

る聖域です。
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ガリラヤのユダヤ人、ドルース教徒、イスラム教徒の子供たちの聞の和解に力を

注いだマリオット・カトリック i曽エリアス・チャコウァ師 (1987 年夏祭りにて)

experienceoftellingyourstoryandofbeingheard.

Theywerebuildingcommunitythroughsharingtheir

stories.

WhenRaywasl'巴 leas 巴d attheendofthewarhe

wasappointedasthefirstPresbyterianChaplainto

Queen'sUniversityinBelfast.Therethelessonshe

hadlearntaboutcreatingcommunityweretobecome

acentralpartofhisChaplaincywork.Thisinturnled

totheformationoftheCOl・ rymeela ， acommunityof

Reconciliation.Thecommunityacquiredapropertyas

thefocusforitswork 目It wasamodestwoodenstrucｭ

tu t'・ e whichhadbeenbuiltasaholidaycentre.People

foundcommunityagain, astheyworkedasvolunteers,
renovatingthedilapidatedbuilding.Thesettingofthe

CorrymeelaCentreisspectacular.Thesiteisonacliff

topontheNorthCoastofIreland.Lookingbeyondthe

rocksattheseashore, acrossashortstretchofwater

totheRathlinisland, youthenseeinthedistancethe

hillsofScotland.TheCorrymeelaCentreexistsasa

placeofmeeting, wherel'巴 lationships canbeformed

acrossdividesofoursociety, wheretrustcanreplace

fear , andnewunderstandingleadtothepossibilityof

change.

(Ms.CarmelHeaney)

TheCorrymeelaCommunityis180ordinarymen ,
women, andchildrenofwhom, occasionally, extraordiｭ
narydemandsaremade

Corrymeelaisgroupsofparents, teachers , doctors,
lawyers , unemployed , single-parents , differently
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コリメーラは、カトリックとプロテスタントが一堂に

集まり、共に祈る機会を提供します。

コリメーラは、準軍事組織や軍隊の暴力の 1:13 で生きる

若者が集う場所です。

コリメーラは、家族を射殺された人々に援助を差しゃI'

ベる場所です。

コリメーラは、ボランテイアやl隊員が懸命に働き、ベ

ッドを整え、 トイレを掃除し、皿洗いをし、食事を作る

場所でもあります。

コリメーラは、老若を問わず、収入の有無も関係な

く、共に働ける場所です。

コリメーラは、様々な人がいて、異なった意見を持

ち、心配ごとに悩み、あまりにも多くのことを満たさね

ばならない場所です。

コリメーラには、 2 つのセンターがあります。 1 つは

ベルファストにあり、都市で会合を聞くグループに中立

の場所を提供しています。もう 1 つは、 60 マイル離れた

パリーキャッスルの、美しい北アントリム海岸にありま

す。解放的なのは建物だけでなく、人々の態度にも見ら

れます。夏季と冬季のプログラムの一環として、人々は

この宿泊センターに来ます。年間約 6 千人が訪れ、火曜

日から金H程日までの週半ばの 4 日間、もしくは週末をセ

ンターで過ごします。滞在には、ハウス、宿泊村、コテ

ージの何れかが充てられます。

どの J1Mでも、 6 *丑のカトリックと 6 組のプロテスタン

卜から成る 12組のグループが派遣され、食事を支給さ

コリメーラのパリーキャッスル礼拝所
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abled , nurses , housewives , busdrivers , plumbers ,
builders, accountants , architects , andartists.People

likeyouandmewhoinadditiontotheirordinarylife,
chooseamantleofmembel 叶1ip andwhotogether

weaveapatternofhospitalityinaplaceofhostility

Corrymeelaisaspaceinalandplaguedbyhatred

andfear.

COl・ rymeela isaspaceamidsthistoricalclaimand

counter-claim

Corrymeelaisasanctuaryforwomenlivingwith

streetanddomesticviolence

CorrymeelaoffersfamiliesfromCatholicand

Protestanttraditionsthechancetomeetandpray

together

Corrymeelabringstogetheryoungpeoplewholive

amidstparamilitaryandmilitaryviolence.

COl・ 1・戸 neela isaplacewherethosewhohavehad

familymembersshotdeadcanfindsupport.

Con ・ymeela isalsoaplacewherevolunteersand

staffworkhard, makebeds, cleantoilets, washdishes ,
cookmeals.

COl・ 1・戸 neela isaplacewhereyoungandold, those
withanincomeandthosewithout, worktogethel¥

Corrymeelaisaplaceofdifference, differentopinｭ

ions , wearypeopleandtoomanydemands.

Corrymeelahastwocentres , oneinBelfastwhich

offersmuchneeded “neutral" spaceforg1'oupstomeet

inthecityenvironment, andtheother, 60milesaway

inthebeautifulroastofNorthAntriminBallycastle ,

Opennessdoesnotonlyapplytobuildings, italso

appliestohumanattitudes.

Peoplecometotheresidentialcentreaspartofa

summerorwinterprogramme.Some6,000 peoplea

yearcomeandliv 巴 at thecentreforeitherafour-day ,
midweekperiodfromTuesdaytoFriday, oratweekｭ

ends.Peoplestayinoneofthreespaces, thehouse,
villageorthecottages

Inanygivenweek, 12differentgTOUpS , sixofwhich

areCatholic, sixofwhichareProtestant, havebe 巴n

transported, fed , andintroducedtoissuesthatthe

societyasawholeconspirestokeepsilentandhidden ,

Amongthethousandswhocomeeachyear, several
facesremain , thestoriestouchtheheartandchange

foreverthosewhomeetthem.ThereisanoldIrish

sayingthat“strangers" arefriendsthatwehaven'tyet

met.
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れ、社会全体が沈黙し、隠し通そうとする問題に向き合

うよう導かれます。

毎年来る何千人の中には、心に残る顔があります。彼

等の話は心を打ち、出会った人々の人生を変えることも

あります。アイルランドの古い諺に「他人とは、未だ出

会っていない友である。」というのがあります。

バーナードは、そういった人の一人です。彼は車椅子

に坐ったままで、動かすことのできるのは、人差し指だ

けでした。四六時中ボランテイアチームの介護を必要と

しました。体を洗うのも、着物を着替えるのも、 トイレ

に行くのも、助けてもらわねばなりません。しかし彼

は、円の中にアルファベットの文字が書かれた黒板を使

って、人差し指を使って意志を伝達できました。指を早

く動かすことによって、彼は「話しj をしたのです。

この障害者は、希望と新たな可能性を示してくれまし

た。彼は国を移動し、友や親と別れ、新しい場所で人生

をやり始めたのです。勉強して 4 年制のコースで学位を

取得しました。地方のコミュニティに携わり、住宅協会

を設立しました。肉体的なハンデイキャップを克服し

て、人生を歩んだのです。北アイルランドでは、非常に

しばしば、われわれ自身の感情と知的限界を相手として

闘わねばなりません。恐怖と向き合わないままでいるこ

とによって、新たな旅立ちに必要な、知性と精神の寛大

さを窒息させてしまうかもしれないのです。

コリメーラ会員のモーラは、心の寛大さ、家庭の寛容

さを身をもって示した人です。モーラの息子のジェラル

ドは、 19歳になる医学部の 1 年生で、年度末試験の準filii

をしていました。日曜日の午前中勉強し、夕方のミサに

出席しました。礼拝が終わり教会から出ょうとした時、

射殺されたのです。母親は、この惨事が理解できず、同

じような死別に遭遇した母親達を訪ね始めました。カト

リックやプロテスタントの家々を巡り歩いたのです。そ

ういった家族が共に祈り、支え合ってコリメーラへ来ま

した。今でも彼女はその仕事を続けています。「もしも

私が恨みをもち、報復しようとしたなら、二重の受難で

しかなかったでしょう。j と言っています。モーラこそ、

赦しを本来の意味で実践した人なのです。

こうした実話は、コリメーラの一連のプログラムの中

42

OnesuchmanwasBernard.Hewaswheelchairｭ

bound, hisonlymovementbeinginhisindexfinger.

Heneededconstant, 24-hour, round-the-clocknUl・ smg

byateamofvolunteers.Hehadtobewashed ,
dressed , andtoilettedbyothers 目 With hisindex 白.1ger

hecouldcommunicatethroughablackboardwiththe

lettersofthealphabetpaintedinacircle.Fingerflyｭ

ing, hewould"tall じ， Thisbrokenmangavehopeand

newpossibilities.Hemovedco山1ties ， lefthisfriends

andparents, andbeganlifeinanewplace.Hestudied

andcompletedafour-yeardegreecourse.Hegot

involvedinhislocalcommunityandsetupaHousing

Association.Hewasapersonwhoovercamephysical

limitationsandlivedlife.InNorthernIrelanditis

veryoftentheemotionsandmentallimitationsthat

needtobechallenged, fearsoftenI'巴 main unvisited

andcanstiflethegenerosityofmindandspiritnecesｭ

saryfornewbeginnings.

Maura, amemberofCon ・ymeela ， embodiesthegenｭ

erosityofheartandhearth.Maura'ssonGerardwasa

first-yearmedicalstudent, 19yearsold , whowas

preparingforhisend-of-yearexaminations.Hestudｭ

iedallofSlmdaymorningandattendedeveningMass

Hewasshotdeaduponleavingthechurchservice.His

mother, unabletotakeinwhathappened, beganto

visitothermotherswhohadsimilarbereavements

CatholicandProtestanthouseswerevisitedby

Maura.Thosefamiliesmettogetherforprayerand

support, andcametoCOl・ rymeela. Shecontinuesthat

worktoday.Maurasaidthatbitternessandrevenge

wouldonlyhavebeena “double crosstobem ・." Itwas

fromMaurathatforgivenessbecameareality.

Storiessuchasthesearesharedeachweekat

COl・ rymeela inaseriesofprogrammesdesignedto

addresswhatthepoetJohnHewittcalled “the break

andbondbetweenus."Theseintentionalprogrammes

bi ・ing togetherpeoplefromallagesandbackgrounds

andreligioustraditions

Inthemeetings, opportunitiesaregivenforpeople

tospeakaboutthemselvesandtheirlives, tospeak

aboutfaithandthefuture.Suchstoriesarevoicedand

peoplechangetheirviewsofthe“other." Suchstories

breakdownthehistoricalmyths.

Instablesocietieshistorybelongsinabook.

Everyonecanagreeaboutthefacts.Incontestedsociｭ

eties , onegroup'sfactisanother'sfiction.Withinten-
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で毎週紹介されています。これらのプログラムは、詩人

ジョン・ヒューイットのいう「我々の分裂と緋j の問題

に日を向けるよう意識的に作られ、あらゆる年齢層、生

い立ち、宗教的背景を持った人々を結び付けています。

これらの会合で、人々は、自分自身や自分の人生につ

いて、信仰や将来について、語る機会が与えられます。

こうしたことを話すことによって、「他人」に対する見

方が変わってきます。こうして過去の伝説が覆されるの

です。

安定した社会では、歴史は書物に記された通りです。

事実は誰もが認めます。しかし、紛争の続く社会では、

1 つのグループにとっての事実は、別のグループにとっ

ては作り話でしかありません。コリメーラのプログラム

では、存在しでも語られていない難問や分裂をあえて指

摘します。そうすることによって、討議の最中に持ち上

がってくる、正義、安全、雇用、住宅、官憲、主権など

について検討することができます。こうした問題提起に

耳を傾けることができるためには、信頼関係が成立し、

新たな真実が打ち出され、恐怖や無知からくる従来の偽

りが消滅しなければなりません。コリメーラの個別プロ

グラムでは、お互いに話し合い、質問し合うことによっ

て、分裂した社会の重要な問題について検討するので

す。

カトリックとプロテスタントが混在する集まりで、以

前は決して口にされることのなかった質問がきかれま

す。

カトリック教徒は何故聖人を信仰するのか。

警官が射殺された場合、カトリック信徒はどのように

反応するか。

カトリックの信条と実践に対し、プロテスタントは何

を恐れるか。

プロテスタン卜のパスポートは英国のものか、それと

もアイルランドのものか。

こうした疑問は、北アイルランド社会における独自性

と帰属性の中心と関わっています。心の傷はあまりに幾

度も思い出すけれども、それを癒す術を知らないという

思い出を背負って生きている人々で構成されている社会

です。今後の大きな諜題は、全国民が幸福を共有するた
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ボランティアによる「家 J の修復作業 (1965 年)

tionalprogrammesCorrymeelanamestheunspoken

difficultiesanddivisionsthatexist.Peoplecanthen

addressissuesofjustice, security, employment, housｭ
ing, authority, andsovereigntythatariseindiscusｭ

sions.Suchissueswillonlyreallybeheardifpeople

trusteachotherandnewtruthsemerge, andtheold

lies , offearandignorancedisappear.AtCorrymeela

discreteprogrammesaddressthekeyissuesofadividｭ

edsocietybyallowingpeopletotall 王 and questionwith

eachother.

Questionsareaskedwhichhaveneverbeenarticuｭ

latedbeforein “ mixed" companyofCatholicsand

Protestants.

WhydoCα tholics believeinSαints ?

HowdoCatholicsre αct ωhen α policem αn isshot

de αd ?

Whαt doP，叫est αnts fe αI' intheCα tholic faith αnd

practice?

DoProtest αnts hαve α British orIrishpαssport?

Thosequestionsrelatetotheheartofidentityand
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めの共通の記憶を作っていくことです。そして「お互い

がかばい合ってこそ、みなが生きられる J というアイル

ランドの古い祈りの言葉にあるような、コミュニティを

つくることです。

(トレバー・ウィリアムズ師)

コリメーラの会員として、私共は、毎年、社会の破壊

的な紛争についての自分自身の責任を告白し、分裂を釆

り越え、平和の道具になることを誓います。

和平の方法は、会員一人一人の状況によって多種多様

です。ジョイスは、突然近親を失った幼い子供達を助け

るプログラムに、最近かかわっています。

(ジョイス・ウィリアムズ夫人)

子供にとって、愛、死、悲しみは大きな意味を持つ言

葉です。家族の死は、それに関わる人々に深い悲しみを

与えます。大抵の場合、大人に注意が向けられ、子供は

概して見過ごされたままになっています。その死が突然

であったり、暴力を伴うものである場合には、特に子供

は傷つき易く、子供の心の痛みは、大人によって認識さ

れないまま放っておかれる可能性があるのです。多くの

子供達は愛、死、悲しみを経験しており、自分の感情を

表出する方法を見つけねは、ならず、 DjJ けを必要としてい

ます。

4 年前に、 2 人のコリメーラ会員がこういった子供達

の必要に気づきました。近親を突然亡くした子供達、両

親が暴行され殺されるのを目撃したその子供達、家族の

死によって学校で問題児となった子供達。こうした子供

達に私共は何かをしたかったのです。

まず、梢会という小さな会を発足させました。近親を

亡くした 8 歳から 12歳までの子供達の会です。 6 人から

8 人が 1 つのグループとなり、木H程日の夕方 211寺間程ベ

ルファストのコリメーラハウスにやってきます。この子

達は、親兄弟の突然の死を経験しました。その死因は、

暴行、自殺、急病、交通事故などです。そこで、は一緒に

遊びゃゲームをし、仲良しグループになっていきます。

悲しみについても学びます。子供達は、そこが安心でき

る場所だと知り、愛する故人のことを話したり、写真を
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belonginginNorthernIrishsoci 巴ty.

Asocietymadeupofmemory 伽carr 戸ng peoplewho

toooftenrememberthehurts , andrarelyexperience

thehealing.Thebigtaskaheadistocreateacommon

memoryforthecommongoodofallthecitizens, andto

becomeacommunitywhereinthewordsofthe

ancientIrishblessing“It isintheshelterofeach

other, thatpeoplelive."

(Rev.TrevorWilliams)

AsmembersofCorrym 巴ela wemakeacommitment

eachyear, confessingourownresponsibilityforthe

destructiveconflictsinoursociey, toseektoovercome

ourowndivisionsandmakeourselvesinstrumentsof

peace.

Theformsofpeacemakingareasvariedasour

members.Joycehasbeeninvolvedinarecentinitiaｭ

tivewithyoungchildrenwhohavelostsomeoneclose

tothem, verysuddenly.

(Mrs.JoyceWilliams)

Love, Death, andGriefarebigwordstocope

withwhenyou'restillachild.

Afamilydeathbringsgrieftoeveryoneinvolved.

Often, thebulkofattentiongoestotheadults , leaving
childrenlargelyoverlooked.Whenthedeathissudｭ

den , orviolent, childrenareespeciallyvulnerableand

theirdistresscangounrecognised.Manychildren

experiencelaue , death , andgriefandneedtofindways

toexpresstheirfeelingsandreceivesupport.

Fouryearsagotwomemb 巴rs oftheCorrymeela

Communitybecameawareoftheneedsofthesechilｭ

dren.Weknewofchildrenwhohadexperiencedthe

suddendeathofaclosefamilymembeI¥Weknewof

particularchildrenwhohadwitnessedtheviolent

deathoftheirparents.Weknewofchildrenwhohad

behaviourPI叫Jlems inschoolbecauseofadeathinthe

family.Wewantedtodosomething

WestartedasmallgroupcalledTreetops.Itisa

children'sbereavementgroupforthosebetween8and

12yearsold.Agroupofs以 or eightchildrencometo

COl・ rymeela HouseinB巴lfast onaThursdayevening

fortwohours.Theyhaveexperiencedthesudden

deathofaparentorsiblingthroughviolenceorsuiｭ

cide, suddenillness, orroadaccident.Wehavefun

andgamestogetherandbondintoaclosegroup.We
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見せたりし始めます。どうして惨事が起きたか、その後

自分の人生がどう変わったかについても話します。

絵画、工作、寸劇によって、押さえつけられ、心の痛

みとなっていた感情を捜し求めます。悲しみ、怒り、恐

れ、孤独、罪の意識、混乱などを表現する方法を見つけ

だすのです。皆が一緒になって、こうした惨事が降りか

かったのは自分一人ではないことに気づくのです。 j長IJ の

Ii] で、自分達が遭遇した困難な状況を演じ表出します。

毎晩、集まりの最後には、歌を歌い、ろうそくを灯し、

本の一節を読み、そして共に短い祈りを唱えます。この

グループは、 6 週間会合を続けます。皆が一緒に、こう

して、人生の次の段階へ進んで、行く力を見出すので、す。

一方、付き添いの大人も別の部屋に集まります。悲し

い出来事や家族全体に生じた変化について分かち合いま

す。子供についての悩みや恐れを打ち明け、子供のそは、

にいてやる新たな方法について学びます。

2 人の会員が始めた、こうした集会や分かち合いの精

神によって、小さな種がi専かれました。今や育ち始めて

います。梢会は、まだ、小さな会ですが、今では、 1 対 1

で幼児を助けています。梢会は、 H下年パリーキャッスル

のコリメーラセンターの週末プログラムに何組かの家族

を連れて行きました。来年は夏季ファミリーウィークも

企画しています。遺児から遺児宛に書かれたニュースレ

ターの第一号も発刊されました。

遺児教育ネットワークが年 4 回聞かれ、青少年の指導

に当たっているプロフェッショナルやボランティアが一

堂に会し、意見や情報を交換しています。劇や図画工

作、砂や粘土を使った、実践的なワークショップには、

さばき切れないほど応募が殺到しています。教師、ソー

シャルワーカ一、教会の指導者に対する支援や訓練も今

ではこの事業の一部となっています。

夜、にとりまして、ここの一員であることは実り豊かな

経験です。つまり、ほんの小さな会ですが、それは確か

に成長しつつありますし、そこを訪れる誰にとっても成

長をもたらす経験であるからです。

(トレバー・ウィリアムズ師)

これまで 32年|旬、コリメーラは、北アイルランドにお
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alsolearnaboutgrief.Thechildrenfinditisasafe

placeandbegintotalkandshowphotographsofthe

lovedonewhohasdied.Theytelltheirstoryofhowit

happenedandhowlifehaschangedforthem.

Throughdrawingandartandsimpledramathey

explorethefeelingsthatareoftenpusheddownand

painful.Theyfindwaystoexpresstheirsadnessand

anger , theirfear , loneliness , guilt, andconfusion.

Togethertheydiscoverthattheyarenottheonlyones

towhomthishashappened.Usingdrama, theyact

outsomeofthedifficultsituationstheyfindthemｭ

selvesin.Attheendofeacheveningwesingasong,
lightacandle, readastory, andsayashortprayer

together 目 The groupmeetsforsixweeks.Together

theyfindstrengthtogoontothenextstepoftheir

Journey.

Meanwhiletheaccompanyingadultsmeetinasepｭ

arateroom.Theyareencouragedtosharetheirstory

ofgriefandhowlifehaschangedforthewholefamily.

Theyexpresstheirworri 巴s andfearsfortheirchildren

andlearnofnewwaystobealongsidethem.

Fromthismeetingandsharingideasoftwo

Con ・ymeela membersasmallseedwassown.Itis

beginningtogrow.Treetopsisstillsmallbutnowalso

workswithveryyoungchildrenonaone-to-onebasis.

Lastyearwetookfamiliesonaresidentialweekendto

theCorrymeelaCentreatBallycastl 巴. Nextyeara

summerfamilyweekisplanned.Thefirsteditionofa

newsletterwrittenbybereavedchildrenforbereaved

childrenhasbeenpublished

A BereavementEducationNetworkmeetsfour

timesayeartobringtogetherprofessionalsandvolｭ

unteerswhoareworkingwithchildrenandyoung

peopleandtoshareinformationandideas.Practical

workshopsontheuseofdramaandart, sandandclay

havebeenoversubscribed.Supportandtrainingfor

teachers , socialworkers, andchurchleadersisnow

alsopartofthiswork

Formeithasbeenanenrichingexperiencetobe

partofsomethingsmallbutwhichIknowisgrowing

andwhichisagrowingexperienceforeachperson

whocomes.

(Rev.TrevorWilliams)

Forthirty-twoyearsnowCorrymeelahasbeen

exploringanotherwayoflivinginNorthernIreland ,
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けるもう 1 つの生き方、すなわち相互受容的なコミュニ

ティの生き方を模索してきました。会員だけでなく、共

に歩まんとする全ての人が体験を分かち合い、話を聴

き、理解し、信じ、変化する場を提供してきました。

困難な政治問題について話し合い、立ち向かうからと

いって、コリメーラは一大政治プログラムではないので

す。問題の解決そのものでもありません。なぜなら、新

しい関係を結ぶことへの招待はできても、他人に強制す

ることはできないのですから。コリメーラは、むしろ H音

聞に灯・る小さなろうそくのようなものです。

コリメーラ会員で、詩人のジャネト・シェパーソン

は、コリメーラセンターの開館式で、次のように詠みま

した。これは、今でもコリメーラを代弁するものです。

この希望を捧げよう

こんなに小さくて

J!TItが吹き消すかもしれない

そのほのかな炎のゆらぎは

思わぬ所で大きくなり

目をくらませる光を作ったり

暗黒の強さを測ったりすることに

大きな金をつぎこんだ者共の

心を悩ませるようだ

もしこの希望が生き続けたら

つばめの翼のように

気紛れに、何処知れず

いつもはばたき続けるだろう。

もしこの希望が死んでしまったら

草の種のように

浅く埋められるのだ

小さな、一本のろうそくの光をお慈しみ下さり、有り

~n主うございました。
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thewayofinclusivecommunity.Wehavesoughtto

providespacefOl・ ourselves andallwho 、，y ill joinwith

us , toshareourstori 巴s ， tolisten, tounderstand , to
trustandtochange

Itisnotthebigpoliticalprogramme, thoughwe

debateandconfrontdi 伍cult politicalquestions.Itis

notthesolution, fortheinvitationtoanewrelationｭ

shipcanneverbeforc 巴d onsomeoneelse.Itismore

likeasmallcandle, glowinginthedark.

JanetShepperson, aCorrymeelamemberandpoet,
putitlikethisattheopeningofourCentre.Itstill

representsCorrymeelawell.

10 酔I' youthishope.

Itissosmα II

the ωind couldblowitout.

Itsfeebleflickering

turnsupinunexpectedpl αces

αnd seemstoαnnoy those

with α big investmentindαzzling light,
or｣nmeα suring thestrengthofdαrkness.

Ifthishopelives

itwillbelikesw αllow's ωmgs ，

err αtic ， unpredict αble ，

αlw αys onthemove.

Ifthishopedies,
itwillbeburiedsh αllow

lillegl αss seed.

Thankyouforcherishingthelightofonesmallcanｭ

dIe.
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メッセージ

Message

第13 回庭野平和賞受賞者

RecipientoftheThirteenthNiwanoPeacePrize

マリイ・ハセガワ女史

Ms.MariiK.Hasegawa

庭野平和財団は、すべての諸国民と諸宗教の聞の平和

と自由と正義を信じる財団であります。本財団は毎年の

平和賞の贈呈だけではなく、宗教的な精神に基づいた研

究や他の活動を促進するため助成活動を行い、平和のた

めに奉仕しています。

夜、は本財団が第 14 回平和賞受賞者として、コリメーラ

共同体を選択したことを喜んでいます。コリメーラは何

年もの|剤、同じ宗教の二つの局而の問の平和と和解のた

めに貢献してまいりました。同共同体は真の意味でその

宗教的な教えを実行しています。

コリメーラは子供たちゃ若い人たちが夏期プログラム

やカトリックとプロテスタントの双方が通う学校を通し

て、暴力に代わる選択肢を見いだすように努めてきまし

た。それは宗教的な信条を問うことなく、暴力によって

近親を奪われた遺族を慰め、救助してまいりました。そ

れは対立するグループが安全で、そして恐れや不安を覚

えることなく、出合うことができる場所を提供してきま

した。それはなぜ正しいかを理解するために暴力を欲し

ない草の根の人々を助け、平和のために行動するよう助

力してきました。それは特に女性たちに一緒に子供たち

と共同体のために働くことができるようにしました。そ

れは平和と正義のために人々が何をすることができるか

を示すモデルの役をしているのです。

あなた方の共同体が成し遂げ、そしてこれからも果し

続けるであろうすべてに対して感謝いたします。庭野平

和賞は単なる賞賛のための月桂冠の花輪ではありませ

ん。それはあなた方に継続の力を与えるものです。おめ

でとうございます! あなた方の尊い努力に心から敬意

を表します。あなた方と平和の聖業を信じるすべての

人々が共に協力し合い、我々皆が世界平和に一層近づく

ことができますように。
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CONGRATULATORYMESSAGE
TOCORRYMEELA

TheNiwanoPeaceFoundationbelievesinPeace,
FreedomandJusticeamongallPeoplesandreligions.

TheFoundationawardsnotonlytheannualPeace

Prizebutgivesgrantstopromoteresearchandother

activitiesbasedonareligiousspiritandthatservethe

causeofpeace

IamdelightedthattheFoundationhaschosenas

the14thAnnualPeacePrizerecipient, thecommunity

ofCorrymeela.Corrym 巴巴 la hasworkedforpeaceand

reconciliationbetweentwoasp 巴cts ofChristianityfor

manyyears.Thecommunitytrulycarriesoutitsreliｭ

giousbeliefs.

Corrymeelahashelpedchild1 百1 andyouthsfindan

alternativetoviolencethroughsummerprogramsand

twinnedschools.Ithascomfortedandsuccoredthose

bereavedbyviolencewithoutinquiryastoreligious

beliefs.Ithasofferedaplacewhereopposinggroups

canmeetinsafetyandwithoutfearandtension.It

hashelpedthegrass-rootspeoplewhodonotwant

violencetounderstandwhytheyarerightandhelped

themtotakeactionforpeace.Ithas 巴specially

enabledwomentoworktogetherfortheirchildren

andcommunity.Itservesasamodelofwhatpeople

candoforpeaceandjustice.

Thankyouforallthatyourcommunityhasdone

andwillcontinuetodo.TheNiwanoPeacePrizeisnot

onlyalaurelwreathofcommendation.Itempow 巴rs

youtocarryon.Congratulations!Warmbestwishesto

youinyourwork.Mayweallbeclosertoworldpeace

asyouandallwhobelieveinpeaceworktog 巴ther.
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庭野平和財団について

NIWANOPEACEFOUNDATION

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 1技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|努自由宗教連盟

(I ARF) 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干責み重ねてきました。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。
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TheNiwanoPeaceFoundationwasestablishedin

December1978tocommemoratethe40thanniversary

ofRisshoKosei-kai.Internationally, itshonorarypresｭ

identNikkyoNiwanoandRisshoKosei-kaihave

activelypromotedinterreligiouscooperationforworld

peacethroughtheWorIdConferenceonReligionand

PeaceandtheInternationalAssociationforReligious

Freedom.Domestically, theyhaveadvocatedandsupｭ

portedtheMovementforaBrighterNational

Community.

Toattainpeace-thisdifficultidealthatmankind

hasst l'甘 ed forsincePI ・e-history-cooperation among

religiousleaderstoformaunitywhichwillbring

aboutslowbutsteadyprogresshasbecomeincreasｭ

inglyvital.

Peacecannotbeattained, though, byalimitednumｭ

bel' ofreligiousleaders.Ratheritmustcombineall

sectorsofsocietyasawholeandgatherthewisdomof

allinformingastablecentralbody.Forthispurpose,
equallyimportantistheformationofaneconomic

infrasti ・uctw'e ， Forsuchanecessity, inthisperiodof

confusion, theNiwanoP巴ace Foundationwascreated.

Asoneconcreteundertakingtorealizethegoalof

worldpeaceandtheenhancementofculture, thefounｭ

dationalsofinanciallyassistsresearchactivitiesand

projectsbasedonareligiousspiritconcerning

thought, culture, science, education, andrelatedsubｭ

j巴cts. Symposiumsandinternationalexchangeactiviｭ

tieswhichwillwidelybenefitthepublicareenthusiｭ

asticallyencomaged.
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