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カリタスジャパンの活動は皆様の日ごろの
募金と四旬節「愛の献金」によって支えられ
ています。募金専用のゆうちょ銀行払込票
をご用意しておりますので事務局までご請求
ください。

（単位：円）
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カリタスジャパンの活動への
ご支援を今後とも
よろしくお願い致します　

【 2016年9月1日～12月31日の献金額 】

四旬節献金
国内援助
海外援助
スーダン支援
東日本大震災
ネパール地震
ヨーロッパ難民
熊本地震
クリスマス募金
マンスリーサポーター
運営寄付
合計

援助実績一覧（2016年9月～12月）

援助額援助団体援助活動名援助国／地域

セネガル 食糧安全保障に関するコミュニティ強化支援（EA19/16） カリタスセネガル（Caritas Senegal） 1,038,000

インド 洪水災害緊急支援（EA20/16） カリタスインド（Caritas India） 1,２２４,000

チャド ナイジェリア危機による避難民支援（EA21/16） カリタスチャド（Caritas Chad） 1,159,800

バングラデシュ 洪水災害緊急支援（EA22/16） カリタスバングラデシュ（Caritas Bangladesh） 2,148,200

南スーダン 6/7月紛争復興支援（EA23/16） カリタス南スーダン（Caritas South Sudan） 2,148,200

カメルーン ボコ・ハラム被害者支援（EA24/16） カリタスカメルーン（Caritas Cameroon） 1,159,800

フィリピン 台風「ハイマー」緊急支援（EA27/16） カリタスフィリピン（Caritas Philippines） 1,220,600

ギリシャ 難民・移民、経済危機緊急支援（EA28/16） カリタスギリシャ（Caritas Greece） 1,220,600

シリア 国内避難民・イラク難民支援 カリタスシリア（Caritas Syria） 3,459,300

インド 年間一括援助2016年度 カリタスインド（Caritas India） 4,896,000

ウガンダ 南スーダン難民緊急支援 カリタスウガンダ（Caritas Uganda） 2,161,738

ネパール 洪水・地滑り災害緊急支援 カリタスネパール（Caritas Nepal） 1,170,100

広島教区 施設内外装修繕工事 鳥取ダルク 2,176,450

大阪教区 女性依存症者向け施設設立 和歌山ダルク　 1,020,000

仙台教区 台風10号被災者用暖房器具支援 岩泉町社会福祉協議会 3,848,000

那覇教区 デイケアセンター設備設置 沖縄南城依存症ケアセンター 2,486,800

さいたま教区 東日本大震災復興支援2016年度（福島県いわき市仮設住宅支援） さいたま教区サポートセンター 8,930,152

仙台教区 原町新ベース建設（2/3回目） 仙台教区 29,970,000

仙台教区 原町新ベース建設（3/3回目） 仙台教区 39,960,000

福岡教区 障害者施設建設支援 障害者がともに暮らせる地域創生館 8,626,160

国際カリタス
緊急支援要請

海外援助

国内援助

東日本大震災

熊本地震

2015年4月25日に発生した大地震後、カリタスネパールが中心となり、
各国カリタスが協力して復興支援が行われています。発災から約1年半と
なる2016年11月、15カ国が参加した国際カリタスの視察団にカリタスジャ
パンも参加し、三つのグループに分かれて現地を視察しました。
カリタスネパールは、被災した14地域の内、4地域（約6,000世帯）を支援
しています。対象地域選定に関しては、被害が大きかったにもかかわらず
僻地などの理由で政府や他の団体から支援をえられないような地域を
重要視しました。
カリタスジャパンが訪問したドラッカ（Dolakha）地域には、標高約2,000ｍ
の山の斜面に約1,200世帯が暮らしています。もともと石と泥を積み重ねて
作った住宅でしたので、地震で約900世帯が家を失いました。緊急援助と
して屋根や壁の材料が提供され、それで作った簡単な仮設の住宅に住ん
でいましたが、ようやく耐震構造の新しい住宅の建設が始まっていました。
住宅再建支援以外にも、保健衛生、生活再建などの支援を行っています。
カリタスジャパンは、日本国内で集まった募金（約1億円）を援助金として
復興期間の3年にわたって現地に送り、この活動を支援しています。

黒島教会（12月17日・18日）と相浦教会（同18日）で、カリタスジャパン
の活動報告会を実施しました。この報告会では「モンゴル託児所
支援～輝く笑顔に動かされ～」をテーマに、皆様からいただいて
いるクリスマス募金が具体的にどのように活用されているかを報告
しました。
島民の8割がカトリック信徒の黒島。黒島教会では、中学生を対象
とした報告会も実施し、みんなで「モンゴルの子どもたちへのメッセー
ジカード」を作りました。このカードは、今年6月の現地視察の際、
カリタスモンゴルが支援している託児所の子どもたちへ届けます！
相浦教会では、ご参加いただいた皆様と思いを分かち合い「笑顔
は愛、そしてチカラ」「遠いモンゴル、遠くても地球に住む仲間だ」
「貧しい人々が笑顔になっていく姿に心うたれた」などのお声を
いただきました。
このような貴重な機会をいただけたことに心から感謝いたします。
今後も、全国各地の小教区へ出向き、皆様方とカリタスの活動地
をつなげる取り組みに力を入れていきたいです。報告会ご希望の
際は、カリタスジャパン事務局まで是非ご連絡ください。

活動報告

ネパール大地震復興支援活動視察 活動報告会（長崎教区佐世保地区）
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※ネパール地震への募金受付は終了しました。
　たくさんのご協力ありがとうございました。

we are

被災地には今でも多くの山崩れの跡が 石が崩れないように工夫した耐震住宅の前で 黒島教会ユースグループが作った
モンゴルの子どもたちへのメッセージカード

相浦教会での報告会の様子

https://www.facebook.com/caritasjapan

教皇フランシスコは、国際カリタス総会の開会ミサの説教で「カリタスは、キリスト
教の愛の力を明らかにすると同時に、すべての人、とりわけ貧しく苦しんでいる人
の中におられるイエスに触れたい、という教会の願いを表わします」と述べられま
した。今後も真摯に現実社会に向き合い、カリタスに関わるすべての人とともに、
笑顔と変化を生み出す活動を行っていきたいと思います。

黙想会 グッズ
四旬節期間中、カリタスジャパンは以下の黙想会を計画しています。
お問合せはカリタスジャパン事務局まで。

※時間は多少変更になる場合があります

四旬節「愛の献金」キャンペーン

「いつくしみと愛があればどこにでも、神はそこにともにいる」（典礼

聖歌321）と歌うとき、わたしたちはそのように信じています。神は

独り子を世に遣わしてくださり、わたしたちを愛してくださいます

（Ⅰヨハネ4・7-9参照）。十字架の上で命をささげてくださった主

イエス・キリストによって、神のいつくしみと愛を知ったわたしたちは、

愛された者として、互いに愛し合うために遣わされます。聖パウロ

が最高の道として愛を語ります。「愛がなければ、無に等しい・・・、

愛がなければ、空しい」（Ⅰコリント13・1-13参照）。教会は、神の愛

を告げ、その愛を祝い、その愛を行います。共同体として、個人と

して、神から召された者としての歩みです。愛を語り、愛をたたえ、

愛することは、互いに支え合う一つの行いで、わたしたちキリスト

者の生き方全体を示しています。

四旬節愛の献金は、日本のカトリック教会が一つになって、愛を告

げ知らせ、愛を祝い、愛のわざを行う使命を果たすために設け

られたものです。わたしたち一人ひとりの信仰者としての使命、

教会共同体としての使命に結びついています。皆様からの祈り

と献金が愛のわざとなるように、カリタスジャパンは奉仕しています。

教会、国境を越えて、人間の尊厳と権利を守るために、困難を

抱える人 と々愛のうちにつながっていきます。そこに神がともにおら

れることを信じて歩みたいと希望して祈ります。

賛美と感謝のうちに。

瀬戸高志神父
（カリタスジャパン援助部会秘書）

カリタスジャパンの

組み立て式
募金箱

東京教区多摩教会（東京都多摩市）にて
講師：瀬戸高志神父4月2日（日） 10：00～12：30

那覇教区コザ教会（沖縄市）にて
講師：瀬戸高志神父3月26日（日） 8：30～12：00

札幌教区手稲教会（札幌市手稲区）にて / 札幌西ブロック5教会協力
講師：菊地 功司教3月26日（日） 9：30～13：00

仙台教区弘前教会（青森県弘前市）にて / 近隣3教会協力
講師：瀬戸高志神父3月19日（日） 9：30～15：30

横浜教区鶴見教会（横浜市鶴見区）にて / 鶴見教会との共催
講師：瀬戸高志神父3月12日（日） 9：30～15：00

広島教区鳥取教会（鳥取市）にて
講師：瀬戸高志神父3月5日（日） 9：30～15：00

支援

●教皇メッセージ「みことばはたまもの、他の人々はたまもの」
●2016年四旬節献金 支援先プロジェクト
●四旬節「愛の献金」趣意書
●2016年四旬節キャンペーン報告

目次

今年も以下のグッズを準備しました。ご利用下さい！
なお、各小教区には、毎年灰の水曜日までにお送りしています（「支援先写真集」以外）。

英語、スペイン語、ポルトガル語、
韓国語、ベトナム語、タガログ語、中国語

外国語趣意書（7カ国語）

●

●

ポスター

●

支援先写真集/スリランカ
 

●

献金袋●

●「四旬節2017」小冊子
　（中面がカレンダーになっています）

?

カリタスジャパンは知っている、でも何をしているかは？

「四旬節 愛の献金」とともにカリタスジャパンを知ってくださっている方も

多いと思います。今年も3月1日の灰の水曜日から四旬節が始まります。では、

カリタスジャパンは、皆様からの献金や募金をもとに、どのような支援活動を

行っているのでしょうか。今号では「あまり知られていない（かも知れない!?）」

カリタスジャパンの支援活動について特集します。

●ポスター大に印刷して、
　写真展に…
●「愛の献金」キャンペーンの
　資料作りに…

編集後記

（ （ホームページから
ダウンロードできます

全て
無料

◎匿名ご希望の方
払込票の所定の欄にレ印、または通信
欄に明記ください
◎ご意向について
払込票の所定の欄にレ印、または通信
欄に明記ください
＊記入がない場合は「最優先の支援」
とさせていただきます
＊「呼びかけ/受付中の募金」は、カリ
タスジャパンのホームベージにてご
案内しております

募金受付は終了しました。皆様のご協力ありがとうございました
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支援対象コミュニティの集会。
大部分の住民はイスラム教徒です。

清泉女子大学
ボランティアラーニングセンター 
センター長　岡戸良子

あなたの町のカリタスさん（番外編）

意外と知られていなかった！？  カリタスジャパンの支援

イスラム教が国教であり、イスラム教徒が大多数（97％）
の国、パキスタン。カリタスジャパンは、カリタスパキス
タンが実施する「コミュニティに根ざした災害リスク
管理」への支援を行っています。支援実施地域は、洪水

などの災害にたびたび見舞われる集落。住民一丸
となって、防災、災害対応、減災についての能力を
高めています。受益者は「最も支援を必要とする
人々」であり、宗教は問われません。

全世界のカリタスの活動は、福音に基づくものですが、その支援対象は、カトリックに
限りません。人種、民族、宗教、政治の壁を乗り超え、国内外の災害救済、民生
向上および開発事業のために、必要な援助活動事業を行っています。

同国では、英国植民地時代の名残から多くの紅茶
農園が存在し、今も多くの人々が低賃金の重労働
で「人間の尊厳」を守られずに暮らしています。
特に、女性は自らの人権を守る方法さえ分からず
に、あらゆる側面から困窮した生活を強いられて

います。それらの課題に向き合い、キャンディ教区
カリタスは「プランテーション地域の女性を対象と
したエンパワーメント※」を実施しています。

カリタスの支援は「サンタクロースからの贈り物」ではありません。
単にお金やモノをあげるのではなく、人々が、自分たちを取り巻く問題に気付き、
自分たちの力で、自分たちの生活を良くしていく過程を後押しする支援です。

宗教にかかわらず 最も助けを必要としている人々を
対象としています

例えば…パキスタン 例えば…スリランカ

現地カリタスのスタッフとともに支援対象コミュニティを
訪れ、ニーズの聞き取りなどを行います。

パートナー会議の様子

毎年行われるパートナー会議に出席し、カリタスミャン
マー、ミャンマーを支える他のカリタスと、現地カリタス
の能力強化や国内での事業について話し合っています。
また、カリタスジャパンは、ミャンマーの中でも特に支援

の必要な教区に寄り添い、長年支援を続けていますが、
事業実施に際しては、現地カリタスとともに対象地域
を訪ね、住民からニーズを探り、綿密な意見交換を行う
などして、効果的な事業の展開に努めています。

海外支援において、事業実施主体は当該国のカリタスですが、定期的な視察などを
通して、皆様の献金・募金によって支援されている現地の活動が、より良いものとなるよう、
現地カリタスと密接に意見を交わし、事業目的達成のためにともに取り組んでいます。

例えば…ミャンマー

カトリックだけを支援している

住民の自立を促す支援を行っています

援助漬けにしているのでは？

同国西部のダルフール地方では、2003年以来のアラブ
系民兵によるアフリカ系住民の大虐殺などにより、30万
人が死亡、200万人以上が難民、国内避難民となってい
ます。紛争勃発から10年以上が過ぎた今でも問題は

解決しておらず、住民は元 住々んでいたところに帰ること
ができません。国際カリタスは、ACT（プロテスタント系の
国際援助組織）と共同で、ダルフール支援を続けていま
すが、カリタスジャパンもこれに継続的に協力しています。

カリタスジャパンの支援は、大規模災害への緊急対応だけではありません。
ニュースなどには取り上げられない、断続的な飢餓、困窮、その他の危機に対しても、
地道な支援を行っています。

いいえ！ ニュースなどでは取り上げられない
慢性化する人権侵害、危機への
支援も行っています

例えば…スーダン

そうだっ のかた！
カリタスジャパン

到着したばかりのキャンプ。どうにかこしらえたテント以外
何もありません。© Annie Bungerouth/ACT-Caritas

避難が長期化してきたため、
キャンプでは、生活のための
職業訓練支援も
行われるようになりました。
© Annie Bungerouth
/ACT-Caritas

支援先の団体は パートナー
問題や解決方法をともに考え、事業を実施します

お金を送っているだけの慈善団体だ

災害援助だけですよね？

思います。つまりカリタスジャパンは、次世代を

担う人財を育成している機関でもあるのだと

再認識しています。

現代、ポピュリズムに流される無責任な社会

になりがちな世界環境の中にあってこそ、カリ

タスジャパンが果たすべき役割は一層強く

求められていると実感しています。教皇様の

お言葉にあるような「無関心のグローバル化」

に陥ることのない思索を持つ青年たちの育成

を、カリタスジャパンに期待します。

清泉女子大学の学生たちは、ボランティアラー

ニングセンターを通してカリタスジャパンの活動

に参画しています。反貧困キャンペーン、東日本

大震災被災地支援活動、募金活動などが

あります。

カリタスジャパンのミッションの中には、弱い

立場の人たちとの共生を目指すとあります。

学生たちにとって、多様性の中での共生社会

を築くためにも、カリタスジャパンを通しての

大きな学びは、人としてとても重要だと

昨年12月、カリタスジャパンは「戦略計画ワークショップ」を行いました。
ワークショップに参加いただいた「カリタスさん」から
メッセージをいただきました。

援助をいただく側だったので最初は「恩人」、
次に「パートナー」、そして「兄弟（愛）」へ
と私の中で「カリタス」が進化していき、
最終的に「アイ・アム・カリタス」になりま
した。カリタスを可視化する使命を感じてい
ます。

カリタスジャパン委員会委員
シスター勝一美

カリタスジャパン戦略計画ワークシ
ョップに

参加させていただき、気づいたこと
があり

ます。カリタスジャパンのスタッフの
方々に

触れると、私自身がスタッフに変えら
れると

いうこと。不思議な力を持っているカリ
タスジャ

パンのもとに、日本中のカリタスの業
が届きますように！

聖カタリナ大学カタリナボランティア
センター

シスター佐々木裕子

キャンディ教区カリタスチームとのミーティング 女性活動グループとのミーティング（カンデヌワラ紅茶農園）

農園で働く女性（カンデヌワラ紅茶農園）

民芸品用の絵描きを習う活動グループ（ディコヤ紅茶農園）

このプロジェクトでは、女性グループが生活生計のための縫製を習うために、
ミシンが必要な場合、単純に「ミシンを購入して贈る」のではなく、

どのような方法でミシンが調達できるようになるのか？
の過程を踏んで、ともに活動していきます。

これらの過程に寄り添う活動は「単純に購入したミシンを届ける」

よりも何倍もの時間と労力がかかります。しかし、「自らが必要とし

ているものが何かを自分たちが知り、自らの力で得ていく」ことは、

当事者側の自信と仲間との団結力につながり、次の

活動へと続いていく「新しい力」が生まれます。

これは一例にすぎませんが、このようなプロセスを踏んで、

同プロジェクトはキャンディ地域3地区12コミュニティ

の女性グループを対象に行われています。

当事者自身が、
困窮している根底にある
要因に気付き、自らの力で
解決へ向かっていく過程を

後押ししています。

C
多くの女性たちは住民登録されて
いないため、「一市民としての権利」
さえ手にしていません。研修会を通
じて、「市民権を持つことの意味」を
伝え、それによって何を可能にして
いくかをともに考え、活動メンバーの
住民登録を促していきます。

市民権を取得した仲間が集まり活動
グループを作って、正式な「コミュニ
ティ活動団体」として行政に登録す
る手続きをしていきます。

組織化されたグループが行政予算
から「活動費」を調達していく手段
を伝え、資料の準備から申請まで
お手伝いをしていきます。

※希望を持ち、自身が力をつけて向上していくこと

プロセス その❶

市民権の取得

プロセス その❷

活動グループの組織作り

プロセス その❸

活動費の調達

C


