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無国籍の⼈々、⼈⾝売買された⼈々 

−私たちの共なる巡礼者たち− 
 
 
 
 
「あなたたちのもとに寄留する者をあなたたちのうちの⼟地に⽣まれた者同様
に扱い、⾃分⾃⾝のように愛しなさい。なぜなら、あなたたちもエジプトの国に
おいては寄留者であったからである。わたしはあなたたちの神、主である。」 

(レビ記 19:34) 
 
 
「あなたは寄留者を虐げてはならない。あなたたちは寄留者の気持を知ってい
る。あなたたちは、エジプトの国で寄留者であったからである。」 

（出エジプト記 23:9） 
 
 
「従って、あなたがたはもはや、外国⼈でも寄留者でもなく、聖なる⺠に属する
者、神の家族であり、使徒や預⾔者という⼟台の上に建てられています。そのか
なめ⽯はキリスト・イエス御⾃⾝であり、キリストにおいて、この建物全体は組
み合わされて成⻑し、主における聖なる神殿となります。」 

（エフェソの信徒への⼿紙 2: 19-22） 
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はじめに 
 

  無国籍と⼈⾝売買の問題はしばしば絡み合っており、現代世界に蔓延して
いる特に深刻な⼈権問題です。「無国籍の⼈は⼈⾝売買の被害者となる危険性が
⾼い」という⼀般的な主張によっても、これらの問題は関連づけられてきまし
た。⼥性や⼦どもを含む数百万ものアジアの⼈々が、この地域の内外において無
国籍となったり、移⺠労働者として売買されたりする危険にさらされています。 
 どんな国からも国⺠として認識されていない無国籍の⼈々は、国籍や市⺠権
を持たず、無防備な状況で暮らしています。ある特定の地理的地域に暮らしてい
る無国籍の⼈々はいかなる国の法令にも守られていないので、そのような状況
がもたらす事態は重⼤なものです。無国籍は、⼈⽣のあらゆる側⾯に影響を及ぼ
すものであり、世界各地に暮らしている 1,200 万⼈の⼈々にとって極めて深刻
な問題です。こうした⼈々は様々な理由や事情によって無国籍になりますが、⼤
部分は市⺠権が認められなかった結果として無国籍になります。また、政治的思
惑により、国籍法の適⽤⽅法の変更が⾏われるという事例もあります。少数⺠族
に対する迫害や、先住⺠に対する差別などが存在しているのです。また、⺠族的、
宗教的、政治的理由から近隣諸国に逃れるという個⼈的事情によって無国籍に
なる⼈々もいます。 
 無国籍の⼈々は、ほとんどのアジア諸国に存在しています。世界において無国
籍と特定されている⼈々の 40 パーセントは、アジア太平洋に暮らしています。
東南アジアや南アジアでは、ジェンダー、⺠族、⼈種、宗教に基づいて差別する
法律、政策、慣⾏の存在が、無国籍の⼤きな原因となっています。ミャンマーに
おけるロヒンギャは、アジアで最も無防備な無国籍の⼈々です。100 万⼈を超え
るロヒンギャの⼈々が市⺠権を認められず、迫害を受けてきました。ロヒンギャ
のおよそ 100 万⼈は国外に暮らしており、多くが国外退去のリスクにさらされ
ながら、難⺠や不法移⺠としてバングラデシュ、インド、⽇本、サウジアラビア、
マレーシア、タイ、インドネシアにおいて貧しい⽣活を余儀なくされています。
タイにおける 100 万⼈近い⼭岳⺠族は、出⽣地や親⼦関係を⽰す証拠書類がな
いことを理由に、タイ国籍を付与されていません。200 万⼈のミャンマーの難⺠
や、タイにおける経済移⺠の⼦どもたちも無国籍の状態に置かれており、タイ国
籍やミャンマー国籍がありません。インド政府は国⺠登録簿（NRC）の暫定版
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に名前がないのでインド国⺠とみなさないと⾔って、アッサム州の何百万もの
⼈々を事実上、無国籍化しています。中国系の⼈々はインドネシア、韓国、ベト
ナムで市⺠権に制限をかけられています。マレーシアのサバ州では、移⺠の親を
持つ何万もの正式書類のない⼦どもたちが無国籍となっており、とりわけ親が
国外追放されている場合には極めて無防備であるとみられています。ネパール
の 10 万⼈以上のブータン難⺠は、最も⻑期にわたって無国籍になっている⼈々
の⼀例です。1970 年代のクメール・ルージュ体制下で強制的に移住させられた
多くのカンボジア⼈たちは、何世代にもわたってベトナムに暮らしています。し
かし、かつてカンボジアに住んでいたことを⽰す正式書類や証拠は失われてい
るので、法定住所や国籍は奪われ、無国籍になるのです。東南アジアの⾈上⽣活
⺠である海の⺠サマ⼈たちは、深刻な差別と無国籍の危険に直⾯している集団
です。ジェンダーに基づいた国籍法上の差別も、アジア、特にネパール、ブルネ
イ・ダルサラーム、マレーシアにおいて無国籍の原因となっています。これらの
国々は、⼦どもたちや配偶者に国籍を付与する能⼒において、⼥性たちを差別し
続けているのです。 
 
 今⽇、⼈⾝売買は「現代の奴隷制」として広がっています。2014 年の世界奴
隷指標（GSI）は、全世界に⼈⾝売買の被害者が 3,600 万⼈近く存在し、そのう
ちの約 3 分の 2 に当たる 2,350 万⼈がアジアの出⾝であることを⽰しました。
世界中で発⾒されたケースのうち、強制労働を⽬的とする⼈⾝売買が 36 パーセ
ントであるのに対して、性的搾取を⽬的とする⼈⾝売買は 58 パーセントに上り
ます。被害者のおよそ 60 パーセントが⼥性で、27 パーセントが⼦ども（そのう
ち 3 分の 2 は少⼥）です。内臓の摘出、物乞い、強制結婚、⾮合法の養⼦縁組、
武装船への参加、軽犯罪の⼿数料も、⼈⾝売買が⾏われる動機となっています。
国連は 250 万⼈が、性的搾取を含む強制労働に従事させられており、そのうち
140 万⼈がアジア太平洋地域にいると推定しています。被害者の⼤多数は 18 歳
から 24 歳で、その多くが無国籍にもなるのです。無国籍の⼈々は、労働搾取に
直⾯する可能性が著しく⾼いことが確認されています。若い⼥性たちは、労働搾
取の被害者にも性的搾取の被害者にもなりうる⼀層の危険にさらされています。 
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 無国籍と⼈⾝売買がもたらす事態とその影響は⾮常に⼤きいので、この脅威

に対して喫緊の優先度をもって対処することは、キリスト者たちが当然なすべ

き応答です。すべての⼈間は互いに密接につながっており、助け合うものなの

で、移⺠、⼈⾝売買された⼈々、無国籍の⼈々に関⼼を持つことは重要です。神

の被造世界をケアする道具としての教会は、搾取の⽬的のために売買された

⼈々と、私たちの間において無国籍の状態で⽣きることを強いられている⼈々

を守らなければなりません。これらすべての⾮⼈間的な要因は、神の像と、神の

像のごとく創造されたすべての⼈間にふさわしい基本的尊厳を傷付けています。

国境の内外で⼈々の移動にかかわる課題は、特に不公正、⾃⺠族中⼼主義、⼈種

差別、暴⼒、過激なナショナリズムの猛烈な増加のように数多くあります。した

がって、キリスト者たちの応答と証しは、この基本的な尊厳を守るようにと命じ

るのです。私たちは⼈⾝売買の被害者たちの救出とリハビリテーションや、無国

籍の⼈々の権利擁護に取り組み、有意義で尊厳ある⼈⽣に向けて、そうした⼈々

を彼ら彼⼥らの共同体に再統合しなければなりません。 

 

 アジア祈祷⽇（Asia Sunday）は、アジア・キリスト教協議会（CCA）の設⽴

総会の⽇に由来して、毎年ペンテコステ前の主⽇に⾏われています。今年のアジ

ア祈祷⽇は、2019 年 6 ⽉ 2 ⽇に⾏われます。CCA の加盟教会・協議会、そして

世界中の諸教会とエキュメニカル・パートナーは、アジアの⽂脈にかかわる特別

のテーマに焦点を合わせた祈りと礼拝の機会としてアジア祈祷⽇を実施してい

ます。そこで CCA は、2019 年のアジア祈祷⽇のテーマを「無国籍の⼈々、⼈

⾝売買された⼈々—私たちの共なる巡礼者たち—」とすることを決めました。諸

教会、そしてエキュメニカルな家族である皆さんが、それぞれに最もふさわしい

⽅法で 2019 年のアジア祈祷⽇の計画と準備に率先して取り組んでくださるこ

とが、私たちの祈りであり、希望です。 
 

 
 

マシューズ・ジョージ・チュナカラ 
CCA 総幹事 
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アジア祈祷⽇-2019 

礼拝式⽂ 
 
 
 
開会の応答（Opening Response） 
 

司式者：世界の必要を共にたずさえ、⾃らの求めにおいて、私たちは神を讃えるためにこ

こに集います。 

 

会 衆：私たちは神のもとに集います。その⽅はイエスにおいて私たちのもとに来られた

⽅、そのご経験から⼈⽣がどのようなものかを知っておられる⽅。 

 

司式者：私たちの信仰と疑い、希望と畏れとを共にたずさえ、私たちは神のもとに集います。 

 

会 衆：神の招きに応じて、私たちを決して拒まれない神の約束のゆえ、私たちはあるがま

まに、神のもとに集います。 

 

司式者：主よ、祖国を奪われ、私たちの世界で売買される⼈々の苦しみを覚えます。彼ら彼

⼥らは忘れられ、排除され、市⺠権を持たず、権利と尊厳とを奪われました。 

 

会 衆：主よ、彼ら彼⼥らが私たちと共なる巡礼者であって、神の家につらなる同胞である

ことに、私たちが気づくよう助けてください。 

 

司式者：主よ、私たちの世界はなんと酷いところでしょう。紛争や迫害のために、1 分間に

およそ 20 ⼈もの⼈が強制的にその場を追いやられています。私たちは未だかつてこのよう

なことを聞いたことがありません。世界では今、6,560 万⼈もの⼈々が故郷を奪われていま

す。そのうち 2,250 万⼈の難⺠と 1,000 万⼈の無国籍の⼈々は国籍を否定され、基本的な移

動の権利さえ得られずにいます。 

 

司式者：主よ、彼ら彼⼥らが私たちと共なる巡礼者であって、神の家につらなる同胞である

ことに、私たちが気づくよう助けてください。 
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司式者：主よ、私たちは、売買され、無国籍の移⺠となった兄弟姉妹を覚えるために、ここ

に集っています。 

 

会 衆：私たちはまた、難⺠となった⼈々、国内で⾏き場を失った⼈々（国内避難⺠）を覚

えて祈ります。 

 

司式者：神は私たちに、互いに愛し合いなさいと呼びかけておられます。愛のしるしとして、

世界中の⼈々の求めのために、私たちの祈りを神のもとに献げましょう。 

 

会 衆：主よ、彼ら彼⼥らが私たちと共なる巡礼者であって、神の家につらなる同胞である

ことに、私たちが気づくよう助けてください。 

 

⼀ 同：神よ、あなたの憐れみによって、私たちの祈りを聞き届けてください。 

 

司式者：⼼と声とを⼀つに、私たちの祈りを神に献げます。 
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祈り（Prayer） 
司会者：イエス、⼦のお姿で隣国へ亡命されたお⽅。 

会 衆：故郷や祖国を奪われたすべての⼈々を、覚えてくださいますように。 

司会者：不安と悲しみの重荷に呻きつつ、耐え忍ぶ全ての⼈々を。 

会 衆：焼け付くような太陽の熱さを、 

司会者：海の凍えるような寒さを、息苦しい森の暑さを、 

会 衆：避けどころを求めて耐え忍ぶ全ての⼈々を、 

司会者：キリストよ、これらの嵐を鎮めてください。 

会 衆：権⼒の座にある⼈々の⼼を動かし、 

司会者：あなたご⾃⾝の似姿に象られた男性たちと⼥性たちを尊重し、 

会 衆：難⺠たちの嘆きが、歓びへと変えられますように。 

 

罪の告⽩（Confession of Sins） 
 

司会者：イエス、罪⼈たちの友よ、弟⼦たちへのあなたの⾔葉はわかりやすいものでした。

私たちが兄弟姉妹のうちもっとも⼩さいものにしたことは、あなたにしたことであると。 

しかし、私たちは飢えにある⼈を養ったでしょうか？ 

⾒知らぬ⼈々を招いたでしょうか？ 

⾐服の擦り切れた⼈に服を着せたでしょうか？ 

病める⼈に⼿を差し伸べたでしょうか？ 

囚⼈を訪問したでしょうか？ 

 

会 衆：憐み深い神よ、私たちの罪を赦し、私たちを新たにしてください。アーメン。 

 
証⾔（Stories） 
 

司会者：「難⺠たち、強制移住者たち、⼈⾝売買の犠牲者たちの傷を癒す時、私たちはイエ

スが残された愛の掟を実践しているのです。彼らの体はキリストの体です。」（教皇フランシ

スコ） 
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証⾔者１：移住の危険にも関わらず、（当時 13 歳の）サニーイは多くの移住者たちのかけが

えない希望を指し⽰しています。無国籍シングルマザーの無国籍の⼦、サニーイは、ミャン

マーの慢性的な貧困の中に暮らしていました。マレーシアの少⼥たちが家族に送⾦してい

る話を彼⼥は聞いていたので、親戚から「マレーシアでベビーシッターになりたいかい？」

と尋ねられると、彼⼥は「はい」と答えました。⼈⾝売買業者に捕らえられ、マレーシアの

ある⼈⾝売買業者の住居に詰め込まれ、ある男から執拗に嫌がらせを受けました。殴られる

のを避けるために、彼⼥は路上でティッシュを売り歩き、⽇ごとの販売ノルマをこなさねば

なりませんでした。しかし、路上での違法な販売⾏為を⾏うストリートチルドレンの集団と

共に彼⼥は摘発され逮捕されました。 

 

証⾔者２：ベトナムの少年は、家族から強いられて地元のレンガ⼯場で働かされています。

毎⽇約 18 キロ（40 パウンド）ものレンガを頭に載せて働き、また、その他にも過酷な⾁体

労働に従事します。彼の両親の借⾦を返済するために、彼はもうあと 2 年は働かなければ

ならないとレンガ⼯場の主は⾔います。 

 

証⾔者３：イスラーム教少数⺠族のロヒンギャの⼈々は、市⺠権を剥奪されています。移動

の⾃由、健康管理と医療、教育、⼟地・財産の所有、結婚、労働の⾃由が制限されています。

何世紀にもわたってミャンマーに居住してきたにもかかわらず、彼らは不法移⺠としての

み扱われています。⽣まれ育った国で虐待され、近隣諸国からも無視されています。ロヒン

ギャの⼈々は、ミャンマー、バングラデシュ、インド、マレーシア、タイで、深刻な貧困と

危険のもとに暮らしています。 

 

証⾔者４：タイ・ミャンマー国境にあるメーラー・キャンプに暮らすカレン難⺠のアルウィ

ンは、こう述べています。「私たちの多くは難⺠キャンプで⽣まれ、ミャンマーには⼀度も

⾜を踏み⼊れたことがありません。アイデンティティーの深刻な混乱に苦しんでいます。私

たちはタイに⽣きる無国籍の異邦⼈として、マレーシアでは決して歓迎されることがない

でしょう。」 

 

証⾔者５：ネパールとインドでは特に性的⼈⾝売買が蔓延しており、毎年 5,000 ⼈から 1 万

⼈もの⼥性たち、少⼥たちがインドの売春宿へと売られていきます。性的労働のために売ら

れた⼈々は読み書きができず、経済⼒のある家族もいません。少⼥たちは⼀⽅で、家事や⾁

体労働、サーカス興⾏といった⾮性的労働のためにも搾取されています。若ければ若いほ

ど、⾼い価格で売られることになります。 
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［黙祷］（Moment of Silence） 

 

司式者：誰かの⾦銭的利益のために売買され、また連れ去られた⼈々の⼈間としての尊厳が

回復されますように。 

会 衆：私たちの共同体を⽴て直してください。 

 

司式者：⼈間としてではなく商品として、⽣産のための道具として⼩さくされた⼈々、労働

に、農業に、鉱業に、⼯場に、従事する⼈々のために。 

会 衆：私たちの共同体を⽴て直してください。 

 

司式者：⼈々が必要な助けを、癒しを、慰めを受けることができるようにしてください。売

春によるスティグマ、病気、恥の感情のために、故郷に戻ることができない⼈々のために。 

会 衆：私たちの共同体を⽴て直してください。 

 

司式者：⼈⾝売買被害者の 8 割を占めると⾔われる⼥性たちのために、そして⼥性の尊厳

と平等とを否定する社会の態度の変化のために。 

会 衆：私たちの共同体を⽴て直してください。 

 

司式者：私たちの⾝近な共同体において、⼈⾝売買の被害者となり、無国籍となっている

⼈々のために。私たちが彼ら彼⼥らを抱きしめ、神が愛するように彼ら彼⼥らを愛すること

ができるように。そのような眼差しを私たちに与えてください。 

 

会 衆：神よ、私たちが⼀体となって連帯のうちに⽴ち上がるように、私たちの怠慢を戒め、

分断を癒し、無⼒感を克服できるように助けてください。 

 

⼀ 同：私たちの⼼と⼿と精神とを開いてください。あなたから全ての⼦どもたち、全ての

⼥性たち、全ての男性たちへの贈り物である、⾃由への道にたどり着くことができますよう

に。⼈⾝売買被害者、無国籍者、移⺠、難⺠たちの数をますます増加させているあらゆる暴

⼒と不正とが終わるよう私たちは祈ります。アーメン。 
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主の祈り（Lordʼs Prayer） 
 
賛美歌・聖歌「イエス、救い主、ほら、あなたのもとへと」 
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聖書朗読（Scripture Reading） 
 
レビ記 19:34 あなたたちのもとに寄留する者をあなたたちのうちの⼟地に⽣まれた者同

様に扱い、⾃分⾃⾝のように愛しなさい。なぜなら、あなたたちもエジプトの国においては

寄留者であったからである。わたしはあなたたちの神、主である。 

 

出エジプト記 23:9 あなたは寄留者を虐げてはならない。あなたたちは寄留者の気持を知

っている。あなたたちは、エジプトの国で寄留者であったからである。 

 

エフェソの信徒への⼿紙 2:19-22 従って、あなたがたはもはや、外国⼈でも寄留者でもな

く、聖なる⺠に属する者、神の家族であり、…そのかなめ⽯はキリスト・イエス御⾃⾝であ

り、 キリストにおいて、この建物全体は組み合わされて成⻑し、主における聖なる神殿と

なります。キリストにおいて、あなたがたも共に建てられ、霊の働きによって神の住まいと

なるのです。 

 
黙想／説教（Reflection/Sermon） 
 
賛美歌・聖歌 「すべての⼟地のたくさんの⼈々よ」 
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会 衆：憐み深い神よ。私たちは、海を渡っても危険な陸の旅が続くことが多いにもかかわ

らず、絶望によって海へと追い⽴てられ、危険な航海に出ようとする⼈々のために祈りま

す。残忍な戦争から逃れようとしている⼈たちのために。宗教的迫害から避難しようとして

いる⼈たちのために。気候災害や経済破綻から逃れようとしている⼈たちのために。希望の

⾒えない状況で希望を⾒出そうとしている⼈たちのために。私たちが恐れと不安を越えて、

何も持たず、すべてを危険に晒し、⾒知らぬ⼈たちの親切に頼る⼈々が必要としていること

に⽬を向けることができますように。私たちの⼼を開かれますように。私たちの（政治的）

指導者たちが異議を申し⽴てられ、私たちの利⼰⼼が⽩⽇のもとに晒されますように。 

アーメン。 

 

司会者：主よ。あなたがパンと⿂を増やされたとき、あなたは体のための⾷べ物以上のもの

を与えられました。あなたは、あなた⾃⾝を贈り物としてささげられました。すべての飢え

を満たし、すべての乾きを癒す贈り物として。あなたの弟⼦たちが恐れと疑いでいっぱいに

なりましたが、あなたは群衆を兄弟姉妹として歓迎し、愛と憐みを注がれました。主イエス

よ、今⽇あなたは私たちを招きます。抑圧、貧困、迫害、暴⼒、戦争から逃れて私たちの⼟

地にやってきた神の家族のメンバーを歓迎するように。主イエスよ、今⽇、あなたは、私た

ちを招きます。抑圧、貧困、迫害、暴⼒、戦争から逃れて、私たちの⼟地に来た神の家族を

歓迎するように。あなたの弟⼦たちと同じように、私たちは恐れと疑い、猜疑⼼にすら満た

されています。 

 

会 衆：主よ、⼼と思いに隔ての壁を作るという過ちをお赦しください。 

 
司会者：主イエスよ、あなたの恵みによって、私たちを助けてください。あなたの⼦どもた

ち⼀⼈ひとりを、私たちの兄弟姉妹として抱擁することができるように、私たちの⼼から恐

れを取り除いてください。移⺠たち、難⺠たちの多くのニーズに応えつつ、喜びと寛容さを

もって、彼ら彼⼥らを迎え⼊れられますように。あなたの聖なる⼭で平和と正義の道を学ぶ

よう、あなたがすべての⼈々を招いておられることに気づくことができますように。あなた

が私たちに祝宴を開いてくださったように、私たちも豊かさを分かち合うことができます

ように。彼ら彼⼥らが持ち寄る贈り物を祝うとき、すべての⼈に対するあなたの愛を証しで

きますように。 
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会 衆：あなたを褒めたたえ、あなたに感謝します。⾮常に多くの⼈々の中から、あなたが

呼び集めてくださった家族があります。私たちはこの多様な⼈類のあり様に、三位⼀体の神

が現れているのです。アーメン。 

 

司会者：神よ、あなたにとっては、誰もが他⼈ではありません。あなたの愛の⼼配りから遠

く引き離されている⼈もいません。あなたの慈しみのうちに、⼈⾝売買の被害者たち、無国

籍の⼈々、移⺠たち、難⺠たちをお守りください。愛する⼈たちと離れ離れになった⼈々、

⾏⽅知れずの⼈々、故郷から追放された⼈々をお守りください。彼ら彼⼥らを、⻑く留まる

ことができる場所に導いてください。⾒知らぬ⼈々や困難の中にある⼈々に、あなたの優し

さを⽰すことができるように、私たちをいつも助けていてください。ご⾃⾝もまた、難⺠で

あり移⺠であり、家を探して旅をされた、私たちの主、キリストを通して願います。 

私たちの主イエスの御名によって祈ります。 

会 衆：アーメン。 

 

奉献（Offertory） 
 
賛美歌・聖歌 「⼈々とともに⽣きるキリスト」 
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「主はわたしに油を注ぎ、主なる神の霊がわたしをとらえた。わたしを遣わして、貧しい⼈

に良い知らせを伝えさせるために。打ち砕かれた⼼を包み、捕らわれ⼈には⾃由を、つなが

れている⼈には解放を告知させるために。 主が恵みをお与えになる年、わたしたちの神が

報復される⽇を告知して、嘆いている⼈々を慰め、シオンのゆえに嘆いている⼈々に、灰に

代えて冠をかぶらせ、嘆きに代えて喜びの⾹油を、暗い⼼に代えて賛美の⾐をまとわせるた

めに。」（イザヤ 61:1〜3） 

 
語り⼿１：私は誰？ 

 私は⼥性／男性です。 

 私は⽣きています。 

 私は困難と戦っています。 

 私は希望を持っています。 

 私は、世界中の他の⼈々と同じように神の姿として創られました。 

 私は、価値があり、尊厳のある⼈間です。 

 私は、⾃ら考え、感じ、⾏動する⼈間です。 

 私は、アジアと世界において、教会と社会のニーズに向き合い、 

 それらに絶えず試されている働き⼿です。 

 私はあらゆる形の抑圧、搾取、堕落を⽣み出した世の中の構造と権⼒に怒っています。 

 私たちは⼈々の呻き、⼈々の涙、⼈々の握りしめられたこぶしの証⼈です。 

 彼ら彼⼥らの解放の歌、希望に満ちた祈り、 

 正義と⾃由に向けた迷いのない⾏進の⾳が聞こえます。 

 私は、私たち全員が、責任ある⾏動に招かれていると信じます。 

 ⼥性も男性も、若者も⽼⼈も、クリスチャンもクリスチャンでない⼈も。 

 かかわりを持って、 

 参加するために、 

 今こそ！ 

 私は希望を持っています。 

 困難と戦っています。 

 私は⽣きています。 

 私は⼥性／男性です。      (エリザベス・タピア；フィリピン出⾝の⼥性神学者) 

 

語り⼿２：特権と権⼒という中⼼から遠く、周縁に追いやられた⼈々に、私たちは何と（を）

⾔うのですか？ 
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語り⼿１：抑圧された⼈々よ、⽴ち上がりましょう。 

語り⼿２：主よ、恵まれない⼈々の側に⽴つことを選ばれるあなたを褒めたたえます。 

語り⼿１：⽬を開きましょう。 

     私たちの周りにいる傷ついた⼈々を⾒つめられるように。 

 

会 衆：私たちは⽣活の中の不正義に、勇気をもって抵抗するすべての⼈たちと連帯し、⽴

ち上がります。 

 

語り⼿２：主よ、私たちを前へと送り出し、不屈のものとしてくださることに感謝します。 

語り⼿１：私たちは、虐げられたすべての⼈たちに新しい命を与えてくださる唯⼀の存在を

信頼します。 

 

⼀ 同：神よ、私たちを⼒づけ、私たちと共にいてください。 

 

 

嘆願（Invocation） 
 
⼀ 同：主よ、私たちは無国籍、⼈⾝売買の被害者、移⺠、難⺠である兄弟姉妹の傍に⽴ち

ます。あなたが⼈々の深刻な恐れ、傷、痛みを担っておられることを、私たちは知っていま

す。 

 

私たちは祈ります。正義がまっとうされますように。 

⼈々が耐え難いほどの⾮⼈間化、激しい苦痛、屈辱から解放されますように。 

⾃分の意思に反して、囚われの⾝となっている⼈々が解放されますように。 

彼ら彼⼥らが、癒されますように。 

この⼈道上の悲劇を終わらせるために、あなたが私たちを⽤いてくださいますように。 

 

主よ、私たちはあなたの臨在、あなたの愛、あなたの霊的な抱擁が、 

困難の中にあるすべての⼈々といつも共にあることを信じます。 

⼈々があなたの平和と恵みを感じられますように。 

主よ、神よ、私たちの祈りに⽿を傾けてください。 

イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。 
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祝祷（Benediction） 
 

司式者：神の愛が、あなたがたの⼼の情熱となるように。 

    神の喜びが、逆境においてあなたがたの強さとなるように。 

    神の臨在が、溢れ出る平和となるように。 

    神の御⾔葉が、あなたがたの蒔く種となるように。 

 

⼀ 同：アーメン。 

 
（以 上） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

［⽇本語版作成］ 

芝⽥陽治（⽇本聖公会） 

柳⾕雄介（⽇本基督教団） 

藤原佐和⼦（⽇本福⾳ルーテル教会） 
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