
急速に変わり続ける複雑な世界の中で、福音の
使者であることは、チャンスであり、同時にチ
ャレンジでもあります。なぜなら、それは常に
神の女性的な面を意識させるからで、そしてわ
たしたちが直面している問題の大きさに対処す
るには、わたしたち自身の限界を知っているか
らです。

わたしたちのテーマ「貧しい人々を包含する」
に関する具体的な背景と展望という二つの複雑
なテーマを扱う考察 : 包含と貧困。包含は人に
本来備わっている価値と尊厳を認めます。それ
は人に、自分の状態、身分、背景のいかんに関
わらず、自分が何ものであるかを価値づけさせ
ます。それは帰属意識と人が単なる受け手では
なく主体であるという信念を促します。

貧困は、持続可能な生活を確保するための収入
と資源の不足以上の多面的な概念です。貧困は
さまざまな場合に、異なって解釈されます。こ
こでは非人間的な状況で暮らすことを余儀なく
されている人々の視点から考えてみます。その
症状としては、飢餓、栄養失調、教育その他の
基本的なサービスを十分受けられないこと、社
会的差別や排除、意思決定への参加の欠如など
があります。

貧しい人々を包含することは、極度の貧困を終
わらせ、共生と繁栄を促進する上で、中心的な
役割を果たします。これは人々が社会に参加す
る条件を改善する結果とプロセスの両法です。
このような包含は、疎外されている貧しい人々
が世界的なチャンスの広がりを利用できるよう
に力をつけることを目的とします。それは人々
が生活に影響を与える決定に声を出し、市場、
サービス、政治的、社会的、身体的に平等に
アクセスできることを確実にします。それは、
人々が生活に影響を与える決定において声を発
し、市場、サービス、政治的、社会的、および
肉体的に平等にアクセスできる場を得ることを
保証します。機会均等のための条件を創り、す
べての人が平等にアクセスできることに焦点を
当てています。それらはすべてのことに全面的
に参加できるという考えが根底にあります。
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貧困と包含について、

個人と共同体の視点

わたしは貧困をどのように理解しています
か? 貧困についてわたしが見ていること
は、わたしたちの世界観に大きく依存して
います。それはわたしたちを動かすものそ
して、貧しい人々がわたしたちとわたした
ちの行動を定義するものから来ています。
物事の見方は多くの場合、わたしたち自身
の宗教的、霊的理解と個人的な経験との抱
き合わせになっています。わたしの母はわ
たしの幼い頃、貧困と包含について今のわ
たしの見方の基礎を築きました。

多くの事例のなかでも、わたしに消えない
印象を残したあの状況は、命の恐れから当
時わたしと同じ年齢の二人の娘と一緒に嫁
ぎ先の家から逃げて来たある女性を、わた
しの母がかくまってあげたやり方でした。
彼らは６カ月以上もわたしたちのところに
留まり、わたしたちは家族のように暮らし
ました。わたしの母にとって、そのような
決心は本能的でした。中産階級の家庭とし
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て、わたしたちは豊かではなかった
ものの、彼女はごく自然に分かち合
い、その女性が自分の人生を再建す
るのを助けました。そのメッセージ
は声高く、はっきりしていました : 
あなたの持っているものを分け合い
なさい・・・あなたの及ぶかぎり広
げて。

すべてを受け入れることは贈る者に
も受け取る者にとっても力を与えま
す。わたしたちが社会の中で、貧し
い人を受け入れることについて話す
時、彼らはその価値を感じ、彼らの
状況を変えることができ、

自分の生活状況に対処し、彼らの生
活状況を変容させる力を高めます。

(考察と分かち合いのために)

• わたしは貧しい人々をどのように
定義しますか? 貧しい人たちは彼
ら自身をどのように定義していま
すか? わたしの使徒職の中での貧
しい人たちとは誰ですか? どのよ
うに私は貧しい人々を定義するの
ですか？ わたしたちに与えられ
た宣教使命とその周辺の貧しい人
々を包含するということをわたし
たちは何と定義しますか？　

貧しさは生活のどの面にも影響を及
ぼします。国連食糧農業機関の見積
もりによると、世界73億人のうち約

７億9500万人、すなわち、9人に1人が2014年から2016
年にかけて慢性的な栄養失調に苦しんでいました。飢
餓に苦しんでいる殆どすべての人々、7億8000万人が
発展途上国に住んでおり、あるいは発展途上国の人
口の12.9％、8人に1人の割に当たります。先進国に
は、1,100万人の栄養失調の人々がいます(FAO 2015)。
開発途上の地方には、およそ5人に1人は1日1.25ドル以
下で生活しています。1日1.25ドル以下で生活している
人々の圧倒的多数は、南アジアとサハラ砂漠以南のア
フリカ地域に属しています。貧困は性差別になってい
ます。このような状況では女性と女児が最も影響を受
けます。最近のUNICEFのデータによれば、妊娠中およ
び出産中に全世界で30万3,000人の女性が死亡し、生後
28日間に270万人の乳児が死亡し、260万人の赤ちゃん
は死産でした。

推定、24億人が衛生設備の改良に立ち遅れ、11億人に
電力が無く、8億8千万人が都市のスラムに住んでいま
す。世界で最も弱い立場の人々に、チャンスが不足し
続けています。小学校の学齢にある子供たち5,900万人
が学校に行っておらず、青少年の失業率は15% で、成
人の3倍以上です。開発途上国では、二度目のすべて
の妊婦と就学前の子供の約40% が貧血であると推定さ
れます。世界的に貧しい人々は大部分が農村部に暮ら
しており、教育が不十分で、大部分は農業部門に雇わ
れ、その半数以上が18歳未満です( 国連資料 2015)。 
これらの数字の背後にある様相

(考察と分かち合いのために)

• このような背景から、貧しい人々を包含するとは何
を意味するでしょうか? 共同体として、わたしたち
は個人として、社会的、政治的レベルで貧しい人々
の包含に何をするように呼びかけられていますか? 
わたしたちはどのようにそれを実行しますか?     

審査する :  考察　－　統合への呼びかけ

最近、「わたしたち一人ひとりが貧しい人
々の解放を促し、彼らが社会の完全な一員
になり得るために、神の道具となるよう呼
ばれています」と書かれた教皇フランシス
コのおかげで、包含について深い洞察をい
ただけたことを感謝します (EG 187 ) 。

2015年９月25日、第70回国連総会におい
て、加盟国に向けた彼のメッセージで、教

皇は変革と包含のために教育の必要性を強調
なさいました ; このようなしっかりした男女
が極度の貧困から逃れることができるよう、
わたしたちは彼らが運命の尊厳ある代理人に
なり得るようにしてあげなければなりませ
ん。全体的な人間開発と人間の尊厳の完全な
行使は押しつけられるものではありません。
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使徒的勧告福音の喜びの186項から216項は、「貧しい人々の
社会的包摂」という見出しのもとにあります。これら31の項
目は、世界の脆弱な立場にある人々に対する教皇の懸念につい
て、聖書に根拠を見ています。それらはまた、わたしたちの経
済システムから締め出された人々に、彼らの正当なものを回復
させるように呼びかけています。慈しみの福音と人類への愛に
よって導かれた教会は、正義のための叫びを聴き、彼女のすべ
ての力をもってそれに応えようとしています(153) 。貧しく
なられ、つねに貧しい人々や社会から締め出された人に近くお
られたキリストに対するわたしたちの信仰は、社会の最も無視
された人々への全体的開発のためのわたしたちの配慮の根拠で
す。個々のキリスト教徒と各共同体は、貧しい人々の解放推進
のため、また彼らが社会の完全な一員となるために、神の道具
となるように呼ばれています(186,187）。すべての場所や状況
において、キリスト教徒は、彼らの司牧者の援助と共に貧しい
人々の叫びを聴くように呼ばれています(191) 。神はご自身「
貧しくなられた」(2コリント8 : 9 、EG 197 ) ので、神のみ
心には、貧しい人々のために特別な場所があります。 わたし
たちの贖罪の歴史はすべて、貧しい人々の存在によって特徴づ
けられています。救いは偉大な帝国の辺縁にある小さな町の、
つつましい少女の「はい」という答えからもたらされました。
救い主は貧しい家庭の子供のように家畜の間に生まれ、まぐさ
桶のなかに置かれました; 彼は両親に子羊を捧げる余裕がなか
ったので、一つがいの家鳩をもって神殿に捧げられました(ル
カ 2 : 24、レビ 5 : 7 ) ; 彼は普通の労働者の家で育てら
れ、彼のパンを得るために自分の手で働きました。彼が神の国
を説き始められた時、財産を持たない群衆は、彼の言葉に言わ
れたように彼に従いました : 「主の霊がわたしの上におられ
る。貧しい人に福音を知らせるために、主がわたしに油を注が
れたからである」(ルカ 4 : 18 ) 

連帯の精神と貧しい人々への取り組みに、わたしたちは 国連
レベルでわたしたちが意見表明の場として持っているVIVAT 
Internationalを見ます。国連は1945年に創立された国際的組
織で現在、193カ国が加盟しています。国連の使命と活動は、
人権、持続可能な開発、平和と安全、気候変動その他などとい
った、わたしたちの世界が直面する多様な問題に対して行動を
起こすことを可能にすることで、それは憲章に含まれる目的と
原則に基づいています。

国連の経済社会理事会( ECOSOC ) は1946年に国連憲章によっ
て設立された国連の６つの主要な機関の一つです。それは国連
の持続可能な開発に関する革新的な見解と広く多様な利害関
係者、すなわち政策担当者、国会議員、学界、主要な団体、財
団、企業部門代表と、3,200以上の登録されたNGOなどが会議と
計画の反復をとおして持続可能な開発に関する建設的な対話の
うちに考察と討議をする中心的意見表明の場です。

VIVAT Internationalは、国連ECOSOCから特別認定された、信
仰に基づく組織として、12の修道会と組織で構成されている団
体のネットワークです。国連においてそれは、メンバーが貧し
く締め出されている人々の生活を変えるため、教育、保健、

環境、社会司牧、正義と平和
司牧活動を通じて直接に働い
ている存在であるという意味
です。VIVAT International
は、極度の貧困を撲滅し、す
べての貧困層の人々の生活水
準と人間の尊厳を向上させる
ための国連の努力に積極的に
参加しています。VIVATはメン
バーと共に貧困撲滅、女性の
権限向上、持続可能な開発、
平和の文化という4つの分野に
重点を置いて働いています。
問題の大きさを考えれば、他
者と手を結ばずにはできない
ことです。VIVATは生活向上、
人間の尊厳と権利に関する政
策に影響を与えるよう、同じ
思いのNGOや、支持する市民社
会グループと共に協力してい
ます。特定のグループとして
は、子供、女性と少女、移住
者や難民、人身取引、先住民
共同体、保健上懸念される地
域、教育、反人身取引、鉱業
や採掘産業の環境への影響な
どの問題に取り組むグループ
です。取組は国連の優先事項
に沿った支持活動です。VIVAT
はジュネーブにある地方事務
局をとおして報告、控訴、声
明、人権侵害問題、人権仕組
み変更の勧告を国連にもたら
します。地方や国レベルのメ
ンバーがいなければ、VIVAT
は十分に働くことができませ
ん。正義と平和、被造界の保
全の真のチャンピオンである
ためには、草の根からの成功
談と文書に大きく依存してい
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ます。およそ27,000人のメンバーを持つこと
で、周辺に追われた人々の声を国連にもたら
し、肯定的な影響を国連にもたらすことがで
きるのです。

今後15年間の国連の主眼は「わたしたちの世
界の変容」として公に知られている持続可能
な開発目標(SDGs) 達成のための2030年行動議
案は、それらの間に169個の目標を持つ野心的
な17の「世界目標」の ひと組です。SDGsはミ
レニアム開発目標（MDGs：2000-2015）を継承
しました。これらは 国連の先導を得て、193
ヶ国の加盟国および世界の市民社会が関与
し、2015年9月25日に採択され、2年間の審議
プロセスを通じて到達しました。

加盟国はどこでも貧困と飢餓を終わらせるこ
とを決議しました。国家間の不平等と闘い、
平和と包括的な社会を構築し、人権保護と男
女平等、女性と少女の権限を促進し、永続的
な地球と自然資源の保護を確実にし、持続可
能な状況を創り、包括的、持続可能な経済成
長、すべての人のために好景気ときちんとし
た仕事を分け合い、誰も取り残されないよう
に、国の発展と能力の異なるレベルを考慮し
ます。この議題はすべての国で受け入れられ
ており、異なる国の現実、能力および開発レ
ベルを考慮し、国の政策と優先事項を尊重し
て、すべてに適用されます。極度の貧困を含
むすべての形と規模の貧困撲滅はSDGの 1で
す。貧しい人々、締め出された人々を包含し
ないでは貧困撲滅は不可能です。しかし、言
葉を行動に移そうとするなら、国家レベルで
議題2030を実施するために、政府を支持し協
力して働くことが求められます。

本会 第14回総集会指針の説明 : 「わたした
ちの惑星は抵抗しがたく、常に変化していま
す。わたしたちのカリスマは、神のすべてを
包み込む愛の福音を最も必要とする人々に奉
仕するよう呼びかけています・・・[したがっ
て] わたしたちは貧困と不正の根本的原因を
特定し、体系的な変化のために働きます。

すべての体系的変化とは何でしょうか? 

ヴィンセンシオ会は、かれらの使命におい
て、貧しい人々を抱擁する体系的変化を彼ら
の使命の重要な道具として取り組んでいま
す。Fr. Robert P. Maloney, CMは 彼の体系
的変化を紹介してつぎのように言っています 
: 社会は経済学者や社会学者によってシステ

ムとみなされるようになりました。そのシス
テム内で、人々の生活に影響を与える諸要素
すなわち、家族、施設、仕事、住まい、食物
と飲み物、医療、教育、道徳的価値観、霊的
発達その他、それらが合わさって積極的に機
能するとき、住民は繁栄します。もしこれら
の要素のうちの一つあるいは幾つかが欠ける
と、システム全体が故障し始めます。近頃ま
すます多様な思考と発見の分野は、現実の統
一的性質に共通の信念を共有しています。す
べての分野は、現実が複雑であることを認識
していますが、同時に「すべてのものが、す
べてのものとつながっている」と主張してい
ます。

貧しい人たちの間で働く多くの人は確信を共
有しています。彼らは貧しい人たちが求めて
いる状況が変化していくこと、わたしたちの
焦点は、どんな特定の問題よりも広範囲であ
るべきだと知っています。重要なことは、た
とえば、空腹な人に食糧を供給すること、そ
こには知らないではいられないという大きな
疑問があります。なぜ人々は空腹なのでしょ
うかと? わたしたちは今、「素早い対応」が長
期的には不十分であると証明していることを
知っています。

空腹を例にしてみれば、本当の問題はどのよ
うに食糧を支給するかではなく、人々が十分
に食べられない原因に取り組むことです: 彼
らが住んでいる社会経済システムに。原因へ
の対処は、システム全体が修正されるような
やり方の中にあります。そのような方法は当
然、学際的です。そしてそれには社会の中
で、多くの異なる活動家を巻き込みます。そ
の中には : 貧しい人々自身、関心のある個々
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行動 : 応答への招き
わたしたちは世界的な市民です。わたしたちの相互関
係は肯定的な違いを作るのに役立ちます。問題とそれ
への応答を考えてわたしたちは　－

• わたしたちの宣教使命の分野で、貧しい人々を包含
する具体的な方法をみつけること

• NGOs/市民社会と政府と協力して、状況を変えるた
めに、貧しい人々を包含するための創造的な手段を
模索すること

• VIVAT Internationalと良いニュースの物語を共有
すること

何ができるか?

農村部、都市部の立場の弱い共同体、特に女性と少
女、先住民族共同体、HIV/AIDS罹患者、国内強制移住
者、移民と難民、その他の弱い立場の人たちと協力す
るように。

• あなた方の学校、職場、あるいは
共同体で10月17日の国際貧困撲滅
デーを祝うこと

• 国連の2030年問題の議題につい
て、自分自身で学び、国や地方の
政府、そして関心あるグループと
協力して働くこと。

• 貧困削減プロジェクトに関する国
連機関と協力すること。

• 貧困撲滅に関する政策を支持する
ための調査を実施し、草の根的な
情報を提供すること。

• VIVAT Internationalの貧困撲滅
プログラムの優れた実践の事例を
提供すること。

人、資金提供者、教会、政府、私的
部門、ビジネスリーダー、組合、メ
ディア、国際的団体、ネットワーク
など。貧しい人々の間で働く場合、
体系的変革には、貧しい人々の必要
を即時に満たす食糧、衣服、避難所
を提供することのほかに、狙いがあ
ります。それは彼らの生活している
ところの、全体的な構造を変える必
要性を支援することに焦点を当てて
います。彼らは貧困から浮かび上が
ることができる方策を開発できるよ
うに見えます。

多くの優れたプロジェクトが、即座
に緊急のニーズに取り組んでいます
が、しかし問題の原因に狙いを当て
てはいません。ここに体系的変化を
もたらすために位置づけられるプロ
ジェクトに適合する５つの基準があ
ります。

1. 長期的な社会的影響 : これは
体系的変化の最も基本的な特徴

です : つまり、このプロジェクトは、恩恵を
受ける人々の全体的な生活状況を変えるのに役
立ちます。

2. 継続的維持 : このプロジェクトは雇用、教
育、住宅、清潔な水と十分な食糧が得られる可
能性、継続的なリーダーシップ

3. 複製可能性：このプロジェクトが他の場所で同
様の問題を解決するために繰り返し適応させる
ことができること。このプロジェクトの根底に
ある哲学や霊性、それが採用する方策、使用す
る技法は、様々な状況に適用することができる
こと。

4. 活動範囲 : 具体的には、このプロジェクトが
初期の状況を越えて広範囲に普及しており、そ
れを開始した国や国際的に、それを採用した他
の場所でうまく機能していることを意味するこ
と。

5. 刷新: このプロジェクトが伝統的な習慣を変革
することによって、大きな社会変化をもたらた
こと。パターン変換のアイディア開発と実践の
成功により、変革が達成されたこと。
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• VIVATとチームを組んで、貧困撲滅を中心
としたワークショップや円卓会議などを
組織すること。

• 国レベルの貧困撲滅プログラムを支持す
ること。

• 祈りのグループ、教室、教会、コミュニ
ティセンターなどに講師を招くこと。

• あなたの地域の地方開発プロジェクトを
見つけ、補講センター、医療センター、
住宅開発などを支援すること。

• 政府支援のため共同体を動員する : SDGs
を国の貧困削減計画の中核に置くことを
支援し、合理的予算の資金調達について
政府と協力すること。

• あらゆる部門にわたって人権統合を計画
すること。

貧困撲滅への優先行動には : 

• 持続可能な生計、企業家の機会と生産的資源
へのアクセスを改善すること

• 基本的な社会サービスへ普通にできるアクセ
スを提供すること

• 自らを支えることができない人々を支援する
社会的保護制度を徐々に開発すること

• 貧困層の人々と、その団体に権限を与えて力
づけること

• 女性の貧困について不均衡な影響に対応する
こと

• 関心のある援助国と受益国が協力して、貧困
撲滅へのODAシェアの拡大を図り、そして

• 貧困撲滅のための国際協力を強化すること

考察と分かち合いのために
疎外され、排除された人々と、より大きな交わりと友情に向けて回心のプロセスに
入るわたしたちにとって、助けとなるものは何ですか? 

祈り
わたしたちの中にも間にも、いてくださるあなたの霊に感謝いたします。正義の神よ、貧困の悪
循環に巻き込まれている人々のため、正義のために働くわたしたちに勇気と粘り強さを与えてく
ださい。すべての知恵である神よ、世界のすべての国の指導者たちに知恵を与えてください。わ
たしたちの世界で最も弱い立場の人々を護るため、彼らに適切な解決策を見出す決意を与えてく
ださい。愛なる神よ、弱さと恐れを抱えているわたしたちですが、信仰と希望に向かっての歩み
を続けさせてくださいますように。
アーメン  

翻訳者: Sr.  Francisca, Hiroko   Yanagi, SSpS


