
アジア・太平洋地

域の人々の参加を

祝いましょう

米/XI;ウ件 グ yク司教ffi議会の殺害戸9守二郎ごZづいで:

アジア ・ 太平洋地域の人々の参加 信仰による調和j



、 1/_ 国カトリック司教協議会は司牧糖 「会での人械がを歓迎
/I¥.. 多民族文化の昇l合」 に基づいて、 2001 年 11 月、 「アシア ・

" ~ ;k宇津1t!JJJ;のλ牢の参加 企 信仰によ-3謝'!t/J を発布しました。

その声明の'1'で司教団は特にアジアと太平洋地域出身のカ ト リック信

者たちに 「主の家におけるあなた方の存在と重要性を認識し、 愛に満ち

た確信をもって、あらためて歓迎の挨拶をします」と語りました。

また 、 この戸 IYj 文の '1' で 、 司教団はアジア ・ 太平洋地域出身の教会へ

の貢献と彼らの賜物を賞賛する とともに 、 この大切な信者たちの司牧

的なニーズやさまざまな事柄に対処できるように 、 司牧ケアと司牧任

務について、 司牧関係者への協力を呼びかけま した。 司教団はまた 、

各地域のカトリック教会におけるアジア ・ 太平洋地域出身信者の信仰

共同体に感謝し、アジア ・ 太平洋地域のカ ト リ ッ ク信者たちが、教会生

活のあらゆるレベルにおいて積極的に指導的な役割を果たすよう励ま

しています。

キリストはアジアで
生まれました

教皇ヨハネ ・ パウロ二世は、 「イエスは聖地で生

まれ、生活し、死に、 そして死者のうちから復活

したJ と改めて述べ、 アジアにおける聖地地減を

「全人類にとって契約と希望の地となった」 と 語

られています(アジアにお1t-3毅会、その1)。

「アジア ・太平Z岸地統の人宇の参加J の中で米国

の司教らは、アジアにおける教会の歴史は教会そ

のものと同じくらいの伝統があり、そしてアジア

の深遠なる信仰の歴史は米国におけるアジア ・

太平洋地域出身のカトリック信者たちにとっての

深い喜びと霊感の源であると述ペています.

さまざまえよ賜物を分け合い、調和を促進しましょう

調手討の見事著者 ・ アジアと太半洋地域の信徒は、彼らの地域共同体の生

活と文化の巾心をなす三重の調和を教えています。 すなわち 、

(1 ) 全ての真なる調和の源である神と個人の調和、 (2) 全ての人々と

の聞の調和、そして (3) 天地万物の調和です。



家族.!::遺骨育~大勿jごすð見事持者 . アジア ・ 太平洋地域の諸文化は

家族への忠実、清版、正 l宜、質素、 そして相 4-.の助け合いを重

ん じます。 アジア ・ 太平洋地域のカ ト リ ック信者の伝統と カト

リ ック信者のアイデンティティは、 家庭や地元の地域共同体と

の親密なつながりによって築きヒげられています。 教会は単に

公けの礼停の場であるだけでなく 、 家族と友人たちが温情と思

いやりを見つけ られる信仰共同体であり 、 また、常に友情の分

かち合いを体験できる場でもあります。

深遠I;tfk位と I!klきの履物 アジア系および太"12:洋系アメリ カ人

のカ ト リ ック信者と移民の人々は、偉大な宗教の経験と世界の

宗教的伝統を肌身で経験し、聖なる ものへの受感性を扶えてア

メリカに移住しました。 その経験、人牛と救いへの総合的なア

プローチ、そして活動的で、生命力に満ちた霊性をもって生き る

ことを教えています。 米国における多くのアジア系と太平洋系

の移民の人々は、聖同マリアと諸聖人たちへの信心を通して信

仰を保っています。

信託昔グ ーダーシyプρの伝統の賜物 アジア - Á平洋諸島の多く

の地域では一般信徒が主な福音伝道者であり、この伝統は現有

米国における多くの信徒リ ーダーたちの問で生き続けています。

彼らが招かれ、励まされ、育まれている教会では、彼らは{可卜

年にj度り 、 活発に司牧活動に銑わっています。

-霊持者者と信心探L 川々の貢献の]&.著者: アジア ・ 太平洋地域出身

の多くの司祭や修道女 ・ 修道士たちが米国カ トリック教会に仕

えています。事実 1999 年の統計でも 、 彼 らは米国カ ト リッ ク

全体の 2.9(Yo にしかすぎないにもかかわらず、叙階した司祭の

9 パーセ ントは、アジアおよび太平洋地域の信者でした。

- 東洋の殺会の伝統の腸物 東洋の教会 、 「主として中東とイン

ドのカ トリ ック東方の諸教会の状況は 、 とくに注目に値 します。

使徒のH寺代以来、彼らは貴重な霊的、典礼的、神学的遺産の保

管者であり続けています。 J (アジアにおげ多数会、その 27)。



検討課題

家庭は貴豆な賜物であるという認識にもかかわらず、アジア ・

太半洋地域出身のアメリ カ人たちは伝統的な家族のあり方と価

値観を維持するのに深刻な困難を経験しています。 教区や教会

のレベルで、家庭をより丘かにするために、親たちが家族の信

仰生1況を進展させる上でより効果的な導き手となれるよう意図

的に勧め、助力するべきです。

アメリカ生まれの若者に同化したいという気持ちから、 移民の

若者たちは、自分の家族の伝統的な価値観を受け入れない傾向

があります。 これらの若者たちが、自らの伝統的文化遺産を正

しく創解するように、 自分たちの歴史、 文化、価値、物語や神

話を教わらなければなりません。 同時に、教会や教区のレヘル

でも、アジア ・ 太平洋地域の伝統や文化に敬意を表した物語や

寓話や象徴を取り入れた信仰教育の資料を準備して利用するべ

きです。

独身の青年たちは特に、文化的1 1頃応、転職、召命の識別など、

人件のさ まざまな凶難な時期にいろいろな指導を必要とします。

教会の レベルでは、そのような彼らを青少年や独身青年の養成

プログラム、またリ ーダーシップ育成のプログラムに参加する

よう焚励するべきです。

アメリカにおいて、年配の移民の親たちは、彼らの祖国で伝統

的に年記者たちに示されていた尊敬の欠如l を苦い思いで経験し

ています。 教会では、年配の移民の方たちに対する社会的およ

び需的養成を目指して、より効果的に家族の奉仕職を進展させ

るよう f上向けるべきです。

司牧的アプローチは、アジアの諸宗教と文化、貧しい人々につ

いての三重の対話によってなされますロ これらは米国内の教会

のあらゆるレベルにおいて有益な実りを生む こ とになるでしょう。

第一 に諸宗教、特に仏教、儒教、ヒンズー教、イスラム教、道教、

そしてある種のヒ着の宗教を基盤とした毒性:と神学の教えのテ

ーマが大切な要素です。 これらはアジア ・ 太平洋地域の信仰共

同休を埋解する上で重要な基礎になります。 第二に、カトリッ

クやキリスト教はあまりにも長い間アジア ・ 太平洋地域の人々

から「西洋文化J として見られてきたため、アジア諸文化との

対話が必要になります。 同時に、ア ジア ・ 太平洋地域のカ トリ

ック信者にとっては真のカトリック信仰と敬度な行為の形成が

不可欠になります。 第二に、貧しいアジア系アメリカ人



との対話が必要とされます。 一般社会で信じられている認識とは反

対に、彼 らの多くは困窮しているため援助を必要としているのですc

文化によって異なる表現様式

を玉県f仔するには異文化問のコ

ミュニケーションをより 深く

する技術が必須なものになり

ます。 アジア ・ 太平洋地域の

住民たちにとって、人と人の

密接な関係が人間的相互作用

とコミュニケーションの基盤

を築きます。 r親切なもてな

しの文化」の中て‘育ったアジア ・

太平洋地域出身の移民たちは

これらの人間関係を通 して教

会生活に引き苓せられます。

教会では多文化社会の認識を

深めた、より効果的なもてな

しと権利付与を目指した文化

問コミュニケーション技術の

訓練を提供する こ とが大切です。

教会の共通の使命

における対等のパ

ートナーとして 、

般信徒がもっ共大な可

古E刊ーとカリス"< ，t生は?主

.i周してあまると ころ

がありません。

教会および教区は、

米国外lの教会に貢献す

る亘~な-f能と資源の源

としてアンア ・ 太平洋

地域の共 1 .-;1体を招く

へきです

ーアジア ・ 木、ド洋地域の人

々の参加l

それそ、れの移民ク、ノレーブは、自分たちの共同体を維持するよう 努め

てきました。 アジア ・ 太平洋グループ。にとっては、 それぞれの共同

体から感じられる安心感の経験の必要性と、司教との強し、粋で結ば

れた地域の教会において、カ トリック信徒である こ とを真に経験す

る必要性との聞のバランスを取ることが特に重要です。

アジア ・ 太平洋地域グループの間にも、出身国による分離や、 他の

民族夕、ループに対する偏見や先入観が存在します。 出身国内や国外

にいる歴史的なかつての敵に対する敵意をし 、かに解消し転換させる

かをアジア ・ 太平洋地域の共同体が積極的に取り組むよう に励ます

こ とが大切です。



司牧活動の対応

アジア太平洋地域社会の成長左発展を完全に支持し続けるために、

米国司教団は次のような政策を奨励 します。

教区および教会にて、アジア ・ 太平洋地域の人々を歓迎し、彼らに

福音を説き、そしてイエス ・ キリスト の福音とカ トリック教会の信

仰を分かち合うために呆芳の努力をします。

ア ジア ・ 太半洋出身のカトリック教会リーダーたちは下記の要素を

反映した司牧会議の可能性を検討します。 その要素とは (1)米国内

の聖職者、修道者、そして 般信徒のリ ーダーたちへの教育、

(2) アジア ・ 太半洋地域的観点を打ち出した 、 特に典礼の分野に焦

点をあてた神学課程、 (3) 信徒が受ける諸オリエンテーションの課程、

(4) カ テキスム用の資料、 (5) 外同誌および異文化問に役立つ技術

のトレーニングの提供があります。

アジア ・ 太平洋地域のカトリック信者リーダーたちは、 強力な支持

ネットワークを設立し団結を確立するよう、アジア ・ 太平洋地域の

信仰共同体問の合同を促進 します。 それらの合同共同体は、 多文化

地元教会における地域グループと無差別主義を基礎にした親交を促

進 し、特に地元司教との信頼的な結びつきで支えられ、 補われる必

要があります。

アシア ・ 太平洋地域の教会指導者は、米国司教凶 と 一緒になって、

米国司教協議会との公式な接触を可能にするよ うなアジア ・ 太平洋

地域のカトリ ック信者のための国家的機備を探究します。 この国家

的機構を築くことにより、アジア ・ 太平洋地域のカトリッ ク信者は

有効な発言権を得て、 適切な評価が与えられるでしょう 。

教灰および教会にて、さまざまな宗教や文化、貧しい人々との三重

の対話を生む可能性のある機会を探究する こ とです。 各教区および

小教区にてカトリック教会内はもちろんの こと、 全社会的にも次の

課題を考慮しなければなりません。 すなわち 、 (1)異文化問コミュ

ニケーシ ョンの技術を身につけるための トレーニング課程、

(2) 全キリスト教の普遍的かつ宗派を超えた祈梼礼拝儀式の奨励、

(3) 移民者や移住者および難民の人権と品位擁護を奨励し、そして

更に (4) カトリック教会内だけではなく、全社会におけるいろいろ

な形の人種的偏見や、差別に対する積極的な取り組みなどです。

教区および教会は孤立したり規模が小さいアジア・太平洋地域カト

リックの信仰共同体を対象にした、移動範囲の広い奉仕活動を開発

することです。



枝々司教たちは、教会と教|メーレベルの

#仕職において、アジア ・ 太、ド洋社会のwrrリ七

同体が積倒的な仲介者、

家出の福音イ号、そして、聖職や修道将へのイイ~や

， il~任務を伺うことを促進する教会のþJ.!:介になる

ことを焚励します。

ーアシア . A 'f i下地J;I(の人々の参加

米国ロl教たちはアジア司教協議会 (FABC)および大洋州カト

リ ック司教協議会 (FCCO) との組織的なコミュ ニケーション

を維持し、次の効果を及ぼします。 ( 1)ア ジア ・ 太平洋地域の

文化を背景に組み入れた神学の発展、 (2) 教会奉仕者の交流プ

ログラムを開発すること を 目的にした政策の展開、そして 、

(3) ヴ ェリタスーアジアラジオ放送の福音宣教活動の支持。

アジア ・ 太平洋地域のカトリック信者たちの参加を祝うべく、

米国司教らは「アジア ・ 太平E岸地坊のノ、阜の参加」の中で、

「アジア ・ 太平洋地域の信仰共同体 と 我々 の紳を具体的に強め、

彼らの戸を我々および教会全体の中でより反映させることを

望む」と述へています。

| アジア太平洋t慨におけるカトリック信者の推定人数 1 
民族ゲループ 米圏内人口数 米圏内力トリック信者数本

中国人 2,432,585 300,000** 
フィリピン人 1,850,314 1,536,590 
インド人 1,678,765 285,390 
ベ トナム人 1,122,528 325,000 
韓国人 1,076,872 74,887 
日 本人 796,700 31,868 
サモア島人 91 ,029 20,290 
ヴアム島人 fデャ'Eo) 58,240 48,921 
トンガ島人 27,713 4,000 

- 一部の民族ゲループの数字については、 祖国に残った者よりも移民したヴループにおい

て力卜リッワ信者の人数が比率的に多い場合には移民人口に基づいた比率に調整し

た推定もある。

•• EDは中国本土、 香港、 台湾出身の力卜リッワ信者を含む。



討論のための質問

1 あなたは教会および教区の礼拝にアシア ・ 太平洋地域出身のカ

トリ ック信者が参加していることについて気付いていますか?

こ の認識を高めるにはどう した らよいでしょうか?

2. あなたの教会および教区では、教会に新しく来る人たち、特に

アジア ・ 太平洋地域出身の家族たちを歓迎し、援助するために

何をしているでしょうか?

3. 新しく教会に来る人たち、 特にアジア ・ 太平洋ク、ループにより

よく来仕する上で、あなたの教会および教区はどのような課題

に直而しているでしょうか?

4. あなたの教会および教区では、 どのようにアジア ・ 太平洋系の

若い世代のアメリカ人に手を差し伸べることができるでしょうか?

5 あなたの教会および教区では、アジア ・ 太平洋地域共同体が積

侮的に介護者、福音宣教者、擁護者および教育者として貢献で

きるように、どのように共同休の霊的、社会的な活力を汲み上

げることができるで し ょうか?

このパンフ レ ッ 卜 は諸外国語版があります。 米同カトリック司教

らの声明文「アジア ・ 太平洋地域の人々の参加 信仰による調和J

の全文をìì:文ご希望の方は、 米国国内フリーダイヤル 1-800-235-

8722まで ご連絡下さい。 ワシントン ・ DC首都圏または米国国外

からは直通ダイヤノレ1 -202-722-8716までご連絡下さい。そして、

司教会のインターネッ ト・ホームページもwww.usccb.org にて

ご覧ください。

著作権iÇ) 2002年， United States Conference of Catholic 

Bishops, Inc. 不許復製

Translated by Come 八live Communications, lnc 

!'IJ行物第5-877 号

温臨むiL2122g

ISBN 1-57455-877-3 

コ ，.，v ISBN 国際標準図書コー ド 19 117ffßtl;11SS8777
η弓7ιUいド 1-57455-877-3 


