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〈活動報告・2019 年 4 月号〉  

 
 
 
●カリタスアジア総会（タイ：バンコク/3 月 21 日～22 日） 
3 月 21、22 日タイ・バンコクにて、カリタスアジア

の総会が開かれ、カリタスジャパンも参加しました。

2018 年度活動報告、2019 年度活動計画の審議など

がおこなわれ、カリタスアジア総裁選挙では、これ

まで 8 年間総裁を務めた菊地大司教の後任として、

バングラデシュのアロ氏が新総裁に選ばれました。 
 

●カリタスモンゴ

ル視察（3 月 11 日

～3 月 15 日） 

カリタスジャパン

が支援している同

カリタスの「子ども

センター」は、首都

近郊（バイヤンホシ

ャ）の簡易住居（ゲ

ル）地域の貧しいコ

ミュニティにあり、

年間約 25 人～30 人の園児を対象に幼児教育活動を

実施しています。 

皆さまのクリスマス献金は、子どもたちと先生の間

にある力強い信頼関係となり、しっかりと現地の希

望へと繋がっていました。 

 

●カリタスアメリカ視察（3 月 18 日～3 月 22 日） 
東日本大震災復興支援の会計モニタリングのため、

担当者が来日し、仙台教区サポートセンター、石巻

ベース、カリタス釜石を訪問しました。復興支援は

国内外の募金で実施されており、特にカリタスアメ

リカは最大の支援者です。 

 

四旬節黙想会を実施しました 

今年も各地で四旬節の黙想会を行いました。開催に

ご協力いただいた教区担当者の方々、教会の皆様、

参加くださった皆様に感謝申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

排除
はいじょ

ZERO キャンペーン」 

●リレー写真展 京都教区（3 月 3 日～3 月 31 日）  
京都教区では、洛星中学校・高等学校、京都聖カタ

リナ高等学校、衣笠教会、北白川教会を巡りました。 

●リレー写真展 長崎教区（3 月 3 日～3 月 31 日）  

長崎教区では、福江教会、三井楽教会、貝津教会、

長崎カトリック神学院、浦上サンタマリアの家、浦

上教会、三浦町教会を巡りました。「目の前で家族の

誰かが殺される…本当にあってはならないこと！」

「カトリック教会はまだまだ内向きである」などの

声が寄せられました。 

 
三浦町教会にて 写真展の様子 
 

●和歌山地区紀北ブロック社会活動学習会 
(和歌山県：屋形町教会/3 月 10 日) 
テーマは排除 ZERO キャンペーンで学習会をしまし

た。教皇様の動画も再生し、5 人の外国人の発表・

分かち合いをしました。42 名の参加でした。 

 
リーチアウトフォトの様子 
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ご復活おめでとうございます! 
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＜国籍を超えた取り組み＞大募集中！ 
排除 ZERO キャンペーン期間中、各地の「日本人と外国籍の人たちが一緒に行っている取り組み」を大募集します。 

詳しくは、https://www.caritas.jp/2018/01/15/2003/まで♪ 

援助金交付先一覧（2019 年 3 月 1 日〜31 日） 
■国際カリタス緊急支援 
1.スーダン：ダルフール避難民支援 
（EA03/18 YEAR2・CJ014-19) 
援助団体：カリタスイングランド・ウェールズ 

￥1,117,000 
スーダン西部ダルフール地方では、政府軍と武装組

織間での大規模紛争により 2003 年以降大規模な国

内避難民を出しており、現在も 200 万人が避難生活

を送っています。国際カリタスはプロテスタント系

援助連盟（ACT）と共同で水・衛生環境、保健・医

療、栄養、シェルター、生計手段、教育支援を継続

して行っています。カリタスジャパンは「スーダン

支援」募金を引き続き呼びかけています。 
 
■国内援助 
1.横浜教区：自立支援事業所開設に伴う什器備品・

設備工事（CJ19-002） 
   援助団体：グレイスロード       ￥1,000,000 
2015 年から山梨県で活動を行っている当該団体は、

入所希望者増に対応すべく、新施設の立ち上げを計

画しています。カリタスジャパンは、備品・設備の

ための経費の一部を支援します。 
2.仙台教区：被災地復興支援事業(CJ19-007) 
 援助団体：カリタス釜石       ￥31,160,000 
東日本大震災復興支援に取組むＮＰＯ法人カリタス

釜石の 2019 年度活動費を支援します。 
3.さいたま教区：福島県いわき市在住原発事故被災

者支援 2019 年度（CJ19-010）                    
援助団体：カトリックさいたま教区サポートセンター

                  ￥2,690,581  
震災後さいたま教区はいわき市で活動を行っていま

す。いわき教会のグループと協働で行う、原発事故

被災者支援活動の 2019 年度活動費を支援します。 
4.東京教区：平成 30 年 7 月豪雨災害 岡山・愛媛・

広島 3 県への物資支援事業(CJ19-011) 
援助団体：全国災害ボランティア支援団体ネットワーク

                 ￥30,000,000 
西日本豪雨災害の被災者は、仮設住宅での生活を開

始しています。カリタスジャパンは当該団体と協働

で、仮設住宅（みなし仮設も含む）での生活に必要

な物資の支援を行います。 
5.大阪教区：こどもたちに未来を（CJ19-012）  
援助団体：カトリック大阪大司教区社会活動セン

ター・シナピス                  ￥2,000,000 
当該団体は、外国籍・外国にルーツを持つ子供たち

ならびにその家族の生活支援を行っています。支援

の要請が増える中で、資金確保が厳しい状況です。

カリタスジャパンは活動費の一部を支援します。 
6.福岡教区：仮設住宅などにおける生活に必要な家

電・備品配布事業（CJ19-013） 
援助団体：熊本災害ボランティア支援団体ネットワーク 

                                            ￥231,276   
熊本地震仮設住宅避難者への家電・備品配布 2019
年 2 月分の支援額です。 
 
2019 年 3 月 1 日〜31 日の献金額（円） 

運営寄付 

四旬節献金 

国内援助 

海外援助 

クリスマス募金 

東日本大震災 

熊本地震 

西日本豪雨災害 

スーダン支援 

排除 ZERO キャンペーン 

メキシコ地震 

マンスリーサポーター 

420,534 

4,557,523 

761,333 

1,059,089 

181,683 

3,451,092 

 9,000 

 761,063 

 70,500 

156,847 

50,000 

686,500 

 合 計 12,165,164 
ご支援ありがとうございました。献金者名簿は、年 3 回 

（2 月/6 月/12 月）発行のニュースレター『We are Caritas』に 

掲載しています。 
 

～お知らせ～ 

昨年 12 月以降、排除 ZERO キャンペーンをテーマ

にした写真展を各教区で実施しています。 
4 月以降の日程 

日付 開催教区 
4 月 7 日～5 月 5 日 高松、東京教区 
5 月 12 日～6 月 9 日 鹿児島、横浜教区 
6 月 16 日～7 月 14 日 那覇、大阪教区 
7 月 21 日～8 月 18 日 広島、札幌、さいたま教

区 
8 月 25 日～9 月 22 日 新潟、大分教区 
入場無料。詳細は開催一ヶ月前にお知らせいたしま

す。 
皆様ぜひお越しください！ 


