
受賞団体の沿革

1968 アンドレア ・リ カルデイら 10人の高校生によりロ

ーマで創立。

創立と同時に、ローマのIUTで貧しい人々のために

働き始める。

1970年代初頭

南イタリアからローマへの移民の救済活動を始め

る。

1974 ナポリ市街を襲ったコレラの流行を契機に、イタ

リア南部の貧困や諸問題に取り組むため、ナポリ

に組織を作る。これ以降、イタリアの他都市、国

外へと活動が広がる。

1976 モザンピーク大司教ゴンカウベスがバチカンでモ

ザンピークの現状を訴え、これに応える形でモザ

ンピーク政府と反政府活動団体レナモ (Renamo)

との紛争調停のための接触が始まる。

1980年代初頭

レバノンにおいてドルース派によるキリスト教徒

の村の囲い込みが起こり、話し合いでの解決のた

めの仲介f支となる。

南イタ リア以外か らの移住者の増加に伴い、難民

や貧しい外国人への救済活動が増える。

1986 教皇ヨハネ ・パウロ 2世の11手びかけで、イ タリ

(10月17日)ア・アッシジで「平和の祈りの集会jが開催され、

聖エジデイオ共同体から多数参加した。

1986 カトリック在家信者の団体としてバチカンより正

式に承認される。

1987 アッシジでの平和の祈りを継承したいという聖エ

ジディオ共同体の望みは、ヨハネ ・パウロ 2世か

ら祝福を受け、 初めて聖エジデイオ共同体が運営

する会合を開催。名称を「人々と諸宗教の出会い

と平和の祈りの集会Jとし、第一回集会をサン

タ ・マリア・トラステベレ教会 (本部)において

開催。

1988 第二回「人々と諸宗教の出会いと平和の祈りの集

会j開催(サンタ ・マリア ・卜ラステベレ教会)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1990 第四回「人々と諸宗教の出会いと平和の祈りの集

会J開催 (イタリア パリ)

1991 第五回「人々と諸宗教の出会いと平和の祈りの集

会J開催 (マルタ島)が行われ、ガリ ・エジプト

副首相 (前国連事務総長)も参加。

1992 モザンピーク政府とゲリラ個1)の和平調印式に、双

方の代表者のほか、聖エジデイオ共同体がイタリ

ア政府の代表者、モザンピークの大司教とともに

立ち会った。

1992 第六回「人々と諸宗教の出会いと平和の祈りの集

会j開催 (ベルギー ブリュッセル)

1993 第七回「人々と諸宗教の出会いと平和の祈りの集

会J開催 (イタリア ミラノ)

1994 第八回「人々と諸宗教の出会いと平和の祈りの集

会J)~月 1ft (イタリア アッシジ)

1995 アルジエリアの紛争調停会議のスポンサーを務め

る。

1995 第九回「人々と諸宗教の出会いと平和の祈りの集

会j開催 (イタリア フィレンツェ)

1996 第十回「人々と諸宗教の出会いと平和の祈りの集

会j開催 (イタ リア ローマ)

1997 第十一回「人々と諸宗教の出会いと平和の祈りの

集会j開催 (イタリア パドパ ・ペニス)

1998 第十二回「人々と諸宗教の出会いと平和の祈りの

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

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

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

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

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

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

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

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

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