
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
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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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