スリランカ自爆テロに対する声明文
昨日、全世界のキリスト教会が主イエス・キリストのご復活を祝うイースター礼拝がささげら
れる主日、スリランカの最大都市、コロンボや周辺都市において、現地時間午前 9 時ごろ、3 か
所のキリスト教会とホテルなど、合計 8 か所に及ぶ無差別の自爆テロが起こり、290 人以上の死
者と、約 450 人の負傷者を出す大惨事となり、世界を震撼させ、計り知れない悲しみに包まれま
した。
日本キリスト教協議会は、このような蛮行に対して、断固として抗議するとともに、愛する家
族を亡くされた方々のために、心からの哀悼の意を表するものであります。
さらに、この度の無差別テロ攻撃を受けたスリランカのキリスト教会が、十字架と復活の主イ
エス・キリストの信仰に立たれ、世界のキリスト教会の励ましの祈りを受けながら、この試練を
乗り越えていかれますとことを、心よりお祈り申し上げます。
無差別テロという最も卑劣な暴力は、他者ばかりでなく、それをなす自分の価値と存在の否定
をも意味し、そして遂には、未来に何ものをも残さない破壊と虚無を生み出すばかりであり、そ
こには、愛も信頼も希望もない、邪悪と絶望のみが支配するのです。
しかし、わたしたちは信じます。主イエス・キリストの父なる神の愛から、この世のいかなる
暴力をもってしてもわたしたちを引き離すことはできず、暴力は、わたしたちの愛と信頼と希望
に決して勝利することはできない、と。
わたしたちは、今、世界の教会に呼びかけます。悲しみに暮れるスリランカの教会と国民を慰
め、励まし、この出来事を通して、わたしたち世界のキリスト教会は、主イエス・キリストによ
り一層強く結ばれて、この世界にうごめくテロをはじめとするあらゆる暴力に対して、正義と平
和の宣教においてエキュメニカルな連帯の輪を強め、広げていかなければなりません。
主よ、スリランカのキリスト教会をお守りくださり、わたしたちの祈りをお聞きください。
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Statement Regarding Sri Lanka Suicide Terror Attacks

Yesterday, on the day that Christian churches around the world celebrated Easter, the day of
Jesus Christ’s resurrection, a series of suicide terror bombings were carried out in 8 locations,
including churches and hotels, in the capital Colombo and other cities across Sri Lanka,
causing the tragic deaths of 200 or more people, as well as injuries to approximately 450 others.
The world has been shaken by these events and enveloped in immeasurable sorrow.
The National Christian Council in Japan strongly protests these brutal acts, and expresses
heartfelt condolences to all of the people who lost loved ones, or suffered injury in the attacks.
Furthermore, we pray with all our hearts that the Christian churches that were attacked so
indiscriminately may stand firm in their faith in our Lord Jesus Christ, draw strength from
the prayers of fellow Christians around the world, and overcome this crucible.
Indiscriminate terrorism, which is the vilest form of violence, denies the value and existence
of not only others, but also of the perpetrators themselves. It creates only destruction and an
emptiness that is ruled by evil and hopelessness, where no love or hope can be found.
But we believe. No worldly violence can separate us from the love of God, the Father or our
Lord Jesus Christ, and violence cannot triumph over our love, our faith, our hope.
We call now upon the churches of the world. As we offer comfort and encouragement to the
churches of Sri Lanka, let us, through these events, further strengthen our unity in Christ and
redouble our efforts against terror and other forms of violence, by expanding the ecumenical
circle in our common mission toward justice and peace.
Lord, protect the Christian church in Sri Lanka. Lord, hear our prayer.
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