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福音を生きるということ

総長　Sr. ロクサン･ シャレス

キリストのミッションに献身する私たち
は、地球の危機に取り組むため、世界
の心のあるところへと引き寄せられて
います。この道を歩むとき、私たちは、
気付けば社会の周縁部で顧みられな
い弱い立場の人々と出会っているので
す。今日の世界では、移民・難民・追放
者・人身売買の犠牲者などは、排除の
標的となっています。
そのような現状を理解し、相応しく応え
るために、子どもや若者、男性であれ
女性であれ、耐えがたい状況から逃れ
ようとしている人々と顔を合わせ、声を
聞き、寄り添い、その痛みを分かち合う
ことが何より大切です。彼らの旅路は、
何とか生き延びて未来を創りたいとい
う必死の願いそのものです。アフリカ
における、紛争や戦争による暴力の犠
牲者たちに関わった私の10年間の使

徒職は、チャレンジでしたが、恵みでも
ありました。人々の苦しみに痛みを持っ
て気付き、それをあえて自分自身の個
人的苦しみとすることによって、私達ひ
とりひとりに何ができるのかを見出す
ことが出来るのです。(ラウダート・シ
19参照)
今年の機関紙 In Missionは、移動を余
儀なくされている人々に手を差し伸べ
寄り添う、ノートルダム教育修道女会
の活動を取り上げます。個々の記事で
は、移住せざるを得なくなった兄弟姉
妹に出会い、彼らを喜んで受け入れ、
保護し、生活できるよう助け、私たちの
生活の中に迎え、社会の一員とし、一
人ひとりの尊厳が守られるよう働く、具
体的な様々な取り組みが語られていま
す。シスターたちはこのために祈り、同
伴し、教育し、声を上げ、識別し、私たち
自身と社会が変えられるよう行動して
います。
私たちはこれらの体験によって、 “こ
れは移住民に限った問題ではなく、
私たち全ての問題だ“(フランシス教
皇、2019年第105回移民難民の日に寄
せて)と知るようになります。これらの
記事は、移民・難民だけではなく、他者
の中におられるキリストに出会うこと、
その憐れみと愛、癒しと希望について
のことなのです。これは福音を生きる
ことそのものなのです。   
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移住の現実とシャロームネットワーク
Sr.キャシー･シュミットケ
ンズ、国際シャロームコ
ーディネーター

私は 2015年からローマ
の総本部で国際シャロ
ームShalom コーディネ
ーターを務めてきました
が、人の移住という現象
は、そのときもすでに世
界と教会にとっての緊
急課題の一つでした。こ
れに応えてシャロームネ
ットワークでは、原因を

追究し、取るべき行動について出来る限り検討してき
ました。
2015年のシャロームセミナーでは、政治絡みの 報復
手段として強制移住を強いられた一家の証言を聞き
ました。また、フランシスコ教皇の回勅ラウダート・シ
から、人類が共有する“家”について学びました。環境
問題について学ぶにつれ、様々な課題が複雑に絡み
あっていることが見えてきます。地域の汚染や気候変
動が進むと、人々は移住を余儀なくされるのです。
SSNDは、移住現象の両側面に身を置いています。つ
まり、人々が出て行く悪条件の国にも、移住先や中継
地となる国にも姉妹が住んでいるのです。
シャロームネットワークは、否定的な声、恐れと憎悪の

喧騒に満ちた今日の世界において、否定的な声に対
抗する肯定的な声であるよう努めています。.   

***
シャロームは正義と平和と被造界の統合を目指す、SSNDのネ
ットワークです。本会姉妹は皆メンバーロー

移住は必然ではなく、選択であるべき
Sr.ベアトリス･マルティネ
スーガルシア, SSNDの
国連NGO事務局ディレク
ター

2015年にシリア、イラン、
アフガニスタン、エリトリ
アその他の国々から何
千、何万もの家族が地中
海を渡りヨーロッパを目
指しました。皆、安全と幸
福を求めていました。

 2016年9月19日、国連総
会は難民及び移住者のためのニューヨーク宣言New 
York Declaration for Refugees and Migrants を満

場一致で採択しました。これは、安全で秩 序ある移住
が、手続きを踏んだ上で行われるためのグローバルな
盟約を推進するものです。2018年12月10日、国連加盟
国はグローバル移住協定（GCM）Global Compact for 
Migration を採択し、19日の国連総会で正式に承認さ
れました。
さらに、加盟国が協定を履行する支援として、国連移
住ネットワークが立ち上げられたのです。
このような努力と並行して、移住のための国際組織 
(IOM)では、多様性を受け入れ、移入者を社会に統合
するためのキャンペーンも行っています。例えば、“私
は移住者 運動”や、“頑張ろう運動“、“グローバル移住
映画祭“などです。移住についてのポータルサイトか

4ページに続く

ローマの聖ペトロ広場にて。Sr.キャシーと他のSSND姉
妹や修練者が平和のデモ行進に参加しているところ。 
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ら、移住に関する世界的統計や信頼できる情報を得ることがで
きます。このようなデータは地域的にも国家としても、また国際
的にも大変重要です。
 “移住は必然ではなく選択であるべき“（"Migration should be 
a choice, not a necessity”）というビデオを是非見て頂きたい
です。このビデオは国連の食糧・農業機構(FAO)が製作したも
のです。生まれた国を去り他国に暮らす移住者が世界に2億5千
8百万人もいる理由が理解できるでしょう。ビデオは、思いもよら
ない方法で大胆に行動を起こすよう、私たちに呼びかけていま
す。(YAS会憲17、指針36-38). 

***
リソース資料へのリンク:

• https://refugeesmigrants.un.org/
• Video: Migration should be a choice (FAO)

SSNDと国連
1994年以降、ノートルダム教育修道女会は、国
連の公報課業務(DPI)に積極的に関わってき
た。また1998年からは国連の経済社会理事
会(ECOSOC)にも受け入れられ、ＮＧＯとして特
別な諮問を受ける立場にある。私たちは、女性・
少女・貧しい人の人権の問題に声を上げ、理解
を広める努力を重ねている。とりわけ教育を受け
る権利や、正義に根差した経済、持続可能な
発展の問題に力を注ぐ。.

... 移住は必然ではなく、選択であるべき

痛々しい戦争の傷跡 

Sr.マーサ・ベルスチ　 –　オーストリア-イタリア管区

オーストリアに大量の移民の人たちが押し寄せたのは
2015年のことです。ウィーンの北部のエゲンバーグと
いう小さな村でも、シリア人家族と、保護者のいない未
成年者45名を受け入れました。市長と教区司祭がクリ
スティンとマイケル・シュナイダー-ハインヅ夫妻に“難
民受け入れ運動”を立ち上げ、推進するように依頼しま
した。夫妻はSSNDのシャロームセミナーで通訳を務
め、ローマから戻ったばかりでした。

10代の難民はカリタスホームが引き受けましたが、18
歳になると他に居場所を探して移らなければなりませ

ん。移動先を探すことは、実際問題として本人任せにな
っていました。
SSNDは18歳になった36名の若者のために、民間のア
パートを探しました。読み書きができない若者のため
には、彼らを受け入れてくれる学校を見つけることが
重要でした。
シスター達は、少年達と子どものいる家族の言語学習
を助けました。また、役所や診察に同行したり、学校や
私的な問題で助けを必要とする場合にも協力をしまし
た。

Sr.マーサ・ベルッチと難民の少年たち。 写真提供：Sr.マーサ・ベルッチ、SSND 、オーストリア-イタリア管区

6ページに続く
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移民と移民制度改革への取り組み 

チェリー・ヘインズAM – アトランティックミッドウエスト
管区 

アメリカ合衆国とカナダにまたがるアトランティック・
ミッドウエスト管区のシスターとアソシエートは、移民
と移民制度改革に熱心に関わっています。管区は移
民と移民政策改革の進展状況を監査する委員会を設

け、SSNDのネットワークに情報提供をしています。そ
れはこの問題に対して理解を広げ、意見を述べ、行動
を起こすためです。

現在、管区の合衆国SSNDは、コネチカット州ウィルトン
とメリーランド州ボルティモアにある管区の敷地内に、
難民のために住居を提供しています。カナダSSNDで
は、オンタリオ州のウォーターダウンで、移民家族のス
ポンサーとなり、新しい土地で生活に適応できるようサ
ポートをしています。

移民に関わる仕事で絶えず直面するのは貧困問題で
す。貧しい国は豊かな国に天然資源を奪われ、しかも、
それが自国のリーダーとの共謀であることが多いので
す。病気になったり疎外されたりすればお金も物資も
ありません。自分と家族がやっていくためには、国を出
るしかないのです。

.私たちSSNDは、人道的援助や必要物資を困窮してい
る国々に送るよう政府に訴えています。また私たちは、
移民の家族が共に暮らせるようにし、移民を社会に歓
迎して、彼らが安全に暮らし、働き、学び、成長する場を
提供することで、社会に貢献できるようにする、配慮あ
る移民政策改革を進める闘いにも参加しています。 

7ページに続く

Sr.レオノラがシリアからの難民マナルにインタビューをしている。 
マナルは夫を亡くし、5人の子どもとともにウィルトンのヴィラノー

トルダムのキャンパスで暮らし、厨房で働いている。

安全で安定した生活を送る権利への闘い 
シャロームの国際連帯省察において、私たちは修道会
として、体験・振り返り・行動という枠組みで、グローバ
ル問題の考察を年に8回行っています。2019年1月版
では、Sr.ローザ・マリアがホンデュラスの移民の現状
を伝えています。

***

Sr.ローザ・マリア・トローチェズALC – ラテンアメリカ／
カリブ海地域管区

ホンデュラスで起きている何万人もの人々の出国の苦
しみについてお話します。皆、故国における耐えがた
い生活苦から逃れようとしています。子ども・女性・若
者、男性も、つまり家族全員が必死で生き延びようとし
ているのです。
人々の大移動の原因は、戦争、暴力、極端な経済的不
平等、汚職、刑罰逃れ、就職口がないこと、健康、教育、地域の人 と々話す シスターローザ・マリア 

写真提供：マーク・コプラン、アメリカ
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戦争は痛 し々い傷を残しました。けれども、助けること、
愛を示すこと、話を聴くと、一言のほめ言葉には、全て
傷を癒す力があります。
オーストリア-イタリア管区は初めから難民受け入れプ

ロジェクトを支援してきました。とりわけSr.エリス･シル
ベストリ、Sr.ジーン･グリーンウォルド、Sr.ヘレン･プラ
ムはじめ、現在この分野に携わるSr.マーサ･ベルスチら
が貢献しました。彼女たちは、故国のない人々に隣人愛
を与えるという強力な証しとなりましたし、今でも証しを
続けているのです。  

保護者のいない未成年の移民――私たちのチャレ
ンジ

シスター・M・ディーチルド・ウィッカー（ドイツ、バイエル
ン州）

総会指針 「愛は全てを与える」は、未成年の難民に関
わる使徒職をする私を含め、SSND

一人ひとりにとってのチャレンジであり、決意を新たに
する呼びかけです。2013年、苦難を乗り越えて、ギニア
から最初の難民グループがドイツのブラケル市コルピ
ン職業訓練所に到着しました。そこは、私が10年間教
師を務めたところでした。

2015年には、21名の若い難民が到着しました。私はそ
の人たちに徹底して関わりました。医師や心理療法士
のところに連れて行ったり、役所に赴いて交渉したり、
私の仕事は多岐に亘りました。少年たちが自尊心と自
身の能力への自信を取り戻すためにとりわけ力を注ぎ
ました。

青年たちの難民体験は、壮絶でした。例えば、エリトリ

アのフィカドゥは、14歳で強制兵役を課せられ、スーダ
ンに逃れ、砂漠を通ってリビアに着きました。そこで密
輸業者に払うお金が両親から届くのを何ヶ月も待ちま
した。そして、14日間ゴムボートで地中海をさまよい、つ
いにイタリアに到着したのです。「眠らずに目を覚まし
ていなければ海に落ちてしまうんだ」こう話すフィカド
ゥの手は、恐怖で震えていました。

ついに陸が見えたとき、「お腹がすいた！お腹がすい
た！」叫びました。彼は、イタリア・オーストリア・ドイツ・
ハンブルグ・ドルトムンド・ヘクスターを経てブラケル
に着きましたが、怯え、泣き、傷ついての到着でした。疲
れ切って倒れてしまったほどです。今は元気になり、両
親や親族とも連絡を取れています。大企業で造園など
の庭仕事に就き重宝がられています。

 「愛は全てを与える。」あらゆる努力に価値がありま
す。出生や宗教に関わらず、尊敬と共感をもって人々に
接することが、私たちの使徒職なのです。   

Sr.ディートヒルドと難民のオマール。オマールはブリーデ職業専門学校を卒業し、進学して経営学を学んでいる。 
写真提供：ベレナ・ビールマン、ブラケル

... 痛 し々い戦争の傷跡
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ハンガリーでナイジェリア人であるということ
Sr.キンガ・バラティ　–　ハンガリー管区

フェイバーは11才、5年生です。数か月前にハンガリー
のマコにあるSSNDの学校に転入してきました。生徒た
ちは新しく入った彼女に興味津々でした。学校で初め
てのアフリカ系の生徒だったからです。生まれたのは
ハンガリーですが、彼女には国籍がありません。両親は
14年前にナイジェリアからやってきました。彼女にイン
タヴューするため自宅を訪問し、父のヘンリーとハンガ
リー人の継母ヴィヴィアンにも話を聞きました。

フェイバー：みんな私を普通のハンガリーのティーンエ
イジャーと変わらないと言います。でも、私を知らない
人は英語で話しかけてきます。私がちゃんとハンガリー
語を話せるとわかるととても驚きます。私は医師になり
たいです。具体的には形成外科を目指しています。新
しい学校では、誰にでも同じように接するという点がと
ても気に入っています。実際、ここでは私たちはみな同
じで、肌の色で人を判断することはありません。でも、
別の学校では一度悪い点を取った時、肌の色を理由に
されたことがありました。

ヴィヴィアン:　私は偏見を何度も体験しています。世
間で子供たちは、ニグロと呼べば黒人が傷つくのだと
教えられていないのです。下の子が3歳のころ、彼は白
人になりたくて、褐色の皮膚を取り除こうと掻きむしっ
てばかりいました。私は、自分に誇りを持ちなさいと教
えました。

ヘンリー：他の国では、ハンガリーで私たちに起きてい
ることを知らないでしょう。家を一歩出れば私を怒らせ
る挑発があります。唾を吐きかけ「ここで何をしている
んだ。アフリカに帰れ！」と言うのです。もちろん前向き
な経験もしました。ある店で老人が近づいてきて「あな
たはあの有名なニグロのボクシング選手と同じです

ね。」と丁寧に挨拶をしてくれました。ここへ来て、ここ
の文化に適応しようとしている人を傷つけたり、非難し
たり、叩きのめしたりするべきではないと、世間の人も
政治家も教えられるべきです。  

フェイバー(左)とクラスメート、 
ハンガリーのマコの学校にて。  

写真提供：Sr.M.キンガ・バラティ、マコ、ハンガリー
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住居などの基本的ニーズが保障されないことなどが大
きく影響しています。いずれにせよ、人々は自分の将来
に恐怖を感じているか、全く将来を描くことが出来ない
か、なのです。
私は、人権推進担当官という立場で、ホンデュラスのヨ

ロ州、エルプログレッソ市にあるサンイシドロ地域を支
援する仕事をしています。このコミュニティは、長年住
んできた土地なのに、その占有罪で訴えられているの
です。この人たちや、同様の問題に苦しむ人たちが、安
全で安定した生活を求めて故国ホンデュラスを去るこ
とがないように、私たちは彼らの権利を守るために闘
っています。  .  

... 安全で安定した生活を送る権利への闘い



謙虚さと愛、共感をもって難民に仕える
トルーディー・ハミルトン – セントラルパシフィック管区

セントラルパシフィック管区のシスターたちは、長年、移
民・難民の緊急ニーズに応えてきましたが、特に昨年以
来、合衆国南部の国境地帯で増大する緊急ニードに応
えています。他修道会とも協動して、テキサス州のエル
パッソで避難所を目指してやってくる移民・難民を支援
しています。支援内容は、食事を提供したり、お弁当を
準備して次の目的地まで送り出したり、ボランティアや
移民を車で送迎したりと多様です。Sr.キャシー・ドハテ
ィーは「この難民支援の仕事は感動的で、人の心を開
きます。”」と話してくれました。

メキシコのフアレスとアナプラという町の近くでシスタ
ー達は国境警備隊と合流し、待機センターで移民と働
きます。又、合衆国の工場で働く成人を助けたり、保護
者のいない未成年移民の世話をしたり、テキサス州サ
ンアントニオ近くにあるがんセンターで女性難民を支
援したりしています。Sr.ケイト・ デュバルは、「ここでの
体験は私たち全てにとって本当の意味での賜です。た
びたび自由・安全・平和・希望・共同体、それ以外にも
様々な問題について深く考えさせられています。来る日
も来る日も、移民・難民の人々の忍耐強さは想像を絶す
るものです。彼らは何時間でも、何日でも、じっと耐えて
待っているのです。私達がいかに多くのことを当然だ
と思って生きているかに気づかせられます。」と述べて
います。

セントラルパシフィック管区のシスター達は、移民・難
民に直接の具体的働きで奉仕することもあれば、祈り

や共にあることによっても奉仕しています。どこにあっ
ても、どのようなニーズに対しても応えています。  . 

暖かい朝食を出すSr.ローズ・アンソニーとSr.リチャード・マ
リー。. 写真提供：Sr.ケイト・デュバルとボランティア

フランシス教皇の呼びかけに応える 
Sr.キャシー･シュミットケンズ (総本部)

ローマに於いて、フランシスコ教皇は修道会に対し、未使
用のスペースを移民/難民に提供するようにと、直接訴えま
した。SSNDはイエズス会の難民支援機関(JRS)のCentro 
Astalliプログラムを通してフランシスコ教皇の呼びかけに
応えることにしました。
総本部の敷地内に“カセッタ”と呼んでいる小さな家があり
ます。元々、未就学児用の家だったところです。掃除とリフ
ォームを行い、安全な住居として使用できるようになりまし
た。そこにコンゴから最初の入居者を迎えました。彼らは
14か月そこで過ごし、その後自立しました。現在はパキスタ
ンの家族が住んでいます。フランシスコ教皇の呼びかけに
応え、困っている人々に奉仕することができることを、嬉し
く恵みだと感じています。 . 

ボランティアに電話するSr.デュバル。移民/難民の家族を空港や
バス停に送るよう依頼している。

ローマ総本部内の “カセッタ” 
写真提供：会のコミュニケーションオフィス、ローマ
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移住と人身売買の関係
Sr.ヘレン・ガラディマはガーナのスンニャニにあるノー
トルダム女子高校の英語教師です。2019年7月のシャロ
ーム連帯の省察で、シスターはアフリカの状況から見た
人身売買について書き、仕事を求めて移住する人々
が、いかに容易に人身売買の標的になるかを、目の当
たりにした体験を伝えています。

***

Sr.ヘレン・ガラディマAF – アフリカ管区

私は、人身売買の事例をあちこちで聞いてはいまし
た。けれども、実際に人身売買に巻き込まれた人に出
会ったのは2016年が初めてでした。ガーナからイタリ
アのローマに向かう機内で、私はそばに座ったエシと
いう名の若い女性と話をしました。行き先を尋ねると、
彼女はクウェイトへ行くところだと言いました。ガーナ
の職業斡旋業者の手配で、クウェイトに行くように言
われたとのことでした。業者はクウェイトで家政婦の
仕事があると説明したそうです。家事の内容がわかっ
ているのかとエシに聞くと、知らないと答えました。

近くの席の男性がこのやり取りを耳にし、「おい、君！」
と叫びました。そして、自分の姪が同じようなルートで
被害に逢い、クウェイトに売られた経緯を話しました。
神の恵みによって、彼の姪は家族に救出され家に戻る
ことができました。その話を聞いたエシは、クウェイト
は正しい行き先ではなく、もらえると聞いた仕事など
実際はないのだと悟ったのです。.  

***
リソース資料へのリンク:

• gerhardinger.org
• United Nations
• Talitha Kum

ガーナにて、正義と平和と被造界の統合セミナーに参加した 
シスターヘレン. 写真提供：アフリカ管区

大多数の国際移民を構成する移民労働者と求職者は、 
彼らの移住プロセスを通じて人身売買に対して脆弱です。

（国際労働局(ILO)現代のグローバル奴隷制度の予測統計） 
Global Estimates of Modern Slavery: forced labour and forced marriage 

ジュネーブ2017年p.30参照

人身売買は
世界にはびこっ

ています。 
自分の近くのど
のようなところで
起きているでしょ

うか。
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https://gerhardinger.org/ja/シャローム7月%e3%80%80国際連帯の日の省察-2/
https://gerhardinger.org/ja/シャローム7月%e3%80%80国際連帯の日の省察-2/
https://gerhardinger.org
https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-human-trafficking.html?ref=menuside
https://www.talithakum.info/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_575479.pdf


#whatisHOME? 家とは何か？
Sr.メリー.スラブカ・セクタ – スロベニア管区

カリタスのマインド（ＭＩＮＤ）プロジェクトは、スロベニアの複
数の都市で「移住と開発の関連性」を様々な視点から
捉えるための話し合いを行っています。つまり「移住と
持続可能な開発の関係」を肯定的に捉え、開発問題の
解決に社会が積極的に参与することを目指して取り組
んでいます。

私は11年間アルバニアに住みアルバニア人のために
使徒職をしていました。現在はスロベニアで人々が言
葉の壁を乗り越えられるよう助けています。その経験か
ら、カリタス「マインド」プロジェクトに携わるように要請
されました。私のアルバニアでの経験は大変役に立っ
ています。アルバニア語を習得し、文化や自然資源の
すばらしさに深く心惹かれ、社会・経済・政治問題をも
理解したからです。

1991年以降、貧困が原因で人々がアルバニアを去りは
じめました。外国からの投資があっても、終身雇用制度
を提供できる企業は極めてわずかでした。若者たちは
故郷に留まりたくても、家族を支えるため、他の場所で
働かざるを得ませんでした。今では、教育を受けた人々
も国を出て行きます。キャリアの上昇を求めるのと同時
に、子供たちの将来を考えてのことです。社会的にも健
康的にも安心して暮らしたいのす。

「マインド」プロジェクトにおける私の仕事は、「家とは
何か？キャンペーン」の推進です。ここで私が学んだ大

切なことは、「人は誰しも家庭・受容・安全・尊厳を切望
し、くつろぎの場である家 が与えられるべきである。そ
して誰もがそれを受けるに値する」ということです。そ
れゆえ私は、移民の人々が故国で暮らすことを目指す
様々な努力に協力したいのです。私たちが恐怖や不安
を超えて、この問題に目覚め、心を再燃させることがで
きるよう願います。   

***
リンク：

• Caritas Europa: caritas.eu/whatishome 
• Caritas Slovenia / Slovenska karitas 

会議中のSr.スラブカ・セクタ左から2人め。 
写真提供：カリタススロべニアの許可あり。Source link.

「近年、国境を超える移民・難民が増大していま
す。自由意思で移動する場合もありますが、多く
は紛争や戦争、気候変動、増大する飢餓や貧困
が原因で出国を余儀なくされています。持続可
能な開発という課題を考える時、私たちは人間
にとって基本的な必要である「家」を持つことに
対応しなければならないということがわかりま
す。」 

-　カリタス担当司教 
　モンシニョール　クヴェト・ウルジック 
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https://www.caritas.eu/whatishome
https://www.caritas.eu/whatishome
https://www.karitas.si/
https://www.karitas.si/porocilo-o-predstavitvi-izida-publikacije-nas-skupni-dom/


あなたがたは見知らぬ私を受け入れてくれた
(マタイ25:35)

Sr.メリー.イレニア･キアザック – 　ポーランド管区

「私はよそ者だったが、あなた達は受け入れてくれ
た。(マタイ25-35)」というイエスの言葉は、私たち奉献
生活者を含む全ての人が目指すべき目標です。私た
ちが政治家の決定に影響を与えることはほとんどな
いにしても、私たちは武力紛争や政情不安で苦しむ国
を真っ先に助けるべきだということは深く確信してい
ます。このことは「人々が自国に留まり自宅に残れるよ
う、まず人々を生活の場で助ける」よう呼びかけている
ポーランドの司教団メッセージでも明らかなことです。

「カリタスポーランド」がこの努力を始め、「家族から家族へ」と
いうキャンペーンでシリア北部アレッポのシリア人家
族8,500名を救いました。激戦地の人々です。多くの修
道会がこのプログラムに賛同し、アレッポの家族に毎
月、定額送金をしています。SSND共同体も支援に加
わっています。この支援により現地のシリア人は水、食
料、医薬品、暖房用燃料を買うことができています。

戦場にいる人々だけでなく、ポーランドに逃れて来た
人たちの支援も必要です。シスター達は全力で困窮す
る人々の助けになろうとしています。ある共同体は、ポ
ーランドの市民権申請のために奔走し、仕事を探し、
学齢期の子どものために部屋探しをしました。祈りで
彼らを支えことはもちろんです。また他の共同体では、
ポーランドでは少数派の宗教の月例祈祷会に、修道院
の聖堂を提供しました。

困っている人々に同伴するに当たっては、移住者の現
状を理解するよう努めます。これは世界にとっても教
会にとっても、また私たち奉献生活者にとって最も重
要であり、まさしく今日の必須課題です。

それゆえ今、自問します。「何百万、何千万もの人々が
国を去り、移住を余儀なくされる原因は何なのか、誰が
その原因を作っているのか」と。  

「家族から家族へ」キャンペーンのウェブサイト画像カリタスポーランド  
の許可を得てウェブサイトから 転写.
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ノートルダム教育修道女会　総本部
所在地 
via della Stazione Aurelia, 95  
00165 Rome, Italy

教育を通して世界を変える

創業者のイメージ

イエス・ゲルハルディンガーの祝福されたM.テレサ

ウィーン、オーストリア

アーティスト：Joseph Kastner

ミッションのうちに

SSNDがミッションに携わっている国 :々

•アルゼンチン • オーストリア• ベラルーシ •ブラジル  
•カナダ•チェコ共和国 •イングランド •ドイツ • ガー

ナ•
グアム •グァテマラ•ホンデュラス •ハンガリー •イタ

リア  
•日本 •ケニア•ネパール•ナイジェリア •パラグァイ 
•ペルー •ポーランド •プエルトリコ•ルーマニア 

•セルビア• シエラレオネ•スロベニア •南スーダン  
• スウェーデン• ガンビア•

アメリカ合衆国

上のような報告は、この会のシ
スターたちの関わりのごく一部

に過ぎません。
私たちが行うミッションはキリス
トのミッション、つまり一つにす

るという使命です。
神の呼びかけはシスターの心
に、アソシエートの心に、神のミ
ッションに共に励む仲間や協力

者の心に訴え続けています。
心の中に神の呼びかけが聴こ

えますか？ 
どのように応えますか？

私たちは、貧しい人々の思いを自分の

ものにする ことによって世の罪深さから

生じる多くの人々の痛みを、身をもって

感じるようになる。

教会の教えと指導のもとに、私たちは

特にそれぞれの場で、平和、正義、愛

の実現を目指して、不正義の源をとり

除くように、積極的に活動する。
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