
 



 

 

 

 

 

 

                               

 

10 月は宣教の月であり、10月 24日は世界宣教の日でもありますが、今年は去年と同様に

困難な状況下での宣教の月となります。 

今年の世界宣教の日に当たって、教皇様はメッセージの中で「高齢や貧困そして病気によっ

て社会から置き去りにされた人々への気遣いを持つこと」、そして「福音の喜びを伝えるこ

と」を私たちに期待しています。 

多くの人はパンデミックの中で宣教ということばを聞いても言葉が虚しく響くように感じる

かもしれませんし、閉塞感と無力感、そして明日の生活への不安から「喜びを見出すことは難

しい」と答えるかもしれません。しかし教皇様はパンデミックだからといってキリスト信者の

使命である祈りと宣教を軽減することを容認されません。 

教皇様が私たちに語りかけている喜びとは、希望を与えるイエスとの出会い、「みことば」

との出会いのことです。 

さて、私個人は新型コロナウイルスのパンデミックというこの時のしるしを、私たちキリス

ト信者が平常時よりも自分の内面深く入り、イエス・キリストとの出会いの喜びをあらたにす

る霊的修養の時であると受け止めています。 

教会の典礼に平常時のように与ることはできませんが、とかく目に見え、頂くことのできる

聖体に頼りがちな私たちが、「みことば」の中に現存するイエスとの友情を新たにすること、

自分のイエスとの体験の振り返りを通して喜びを見出していく貴重な時期でもあります。 

今年の世界宣教の日は私の所属するクラレチアン宣教会の創立者聖アントニオ・マリア・クラ

レットの祝日でもあるので触れておきたいと思いますが、 

聖クラレットは宣教において最優先すべきことを「祈り」 

であるとしていました。そして聖クラレットが生きた時代 

（19世紀後半）のスペインのクラレチアン会の宣教は、 

暑くて活動が難しい夏の間を祈りに専念することを通して 

霊性を養う期間として当てていたそうです。 

私たちも困難で不自由な時ですが、宣教の力をじっくり 

と蓄え、出来ることから動き出しましょう。 
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子どもたちに 

伝えたい平和 

「平和について」 
 

皆さんが思う「平和」とは何ですか？私は、争いごとがなく、みんなが仲良く、笑顔で過ご

すことだと思っています。しかし、世界に目を向けてみると、戦争や紛争が起こっている国が

数多くあります。戦争や紛争によって、住む場所を奪われ、母国を離れて避難生活を送る「難

民」の数は、世界中で 2019 年現在、7950 万人と言われています。また、武力紛争を続けてい

る国や地域の子どもたちの数は約２億 5000 万人にのぼります。そのような状況下にある国の

子どもたちは十分に学校に通うこともできません。 

そこで、考えてみたいのが、「ＳＤＧｓと平和について」です。近年、様々な場面でＳＤＧｓ

という言葉をよく耳にするようになったと思います。ＳＤＧｓとは「持続可能な開発目標」の

ことで 2030 年までに持続可能でよりよい世界を目指すための国際目標です。１７のゴール・

169 のターゲットから構成され、地球上の「誰一人取り残さない（leave  no one behind）」

ことを誓っています。ＳＤＧｓは発展途上国のみならず、先進国自身が取り組むユニバーサル

（普遍的）なものであり、2015 年の国連サミットで採択され、日本でも積極的に取り組むよう

になりました。その中に世界的な平和や公正に関する問題を解決するための目標があります。

ゴール 16「平和と公正をすべての人に」です。持続可能な社会を実現するために必要なことは、

争いや暴力を無くすことです。 

日本は今年、戦後 76 年を迎えました。私は、終戦記念日が近づくと、戦争の悲惨さを教えて

もらい、様々なことを考えさせられます。 

平和になるために、私たちに何ができるのでしょうか。まずは、一人一人が、少しずつ行動

に移し、関連する団体などへの募金をするなど、自分たちでもできることを始めてみるという

ことが大切だと思います。 

子どもたちに知ってほしいことは、今も戦争状態の国があるんだということと、また、平和

のために、「難民」の人たちのためにも、寄付で人の命が救えるということです。戦争とは何な

のか、戦争をしている国の人たちは、どのような生活をしているのかなど、少しでも興味を持

ってほしいです。問題について、一人ではなく、みんなで知識を深め、周囲の人と有するのも

取り組む人を増やすきっかけです。 

ゴール 16 の目標達成のために「私なんか役に立たない」ではなく、“今自分ができること”を

行い、戦争や紛争のない世界を作り、みんなで、世界平和の実現を目指してみませんか？ 
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幼稚園教輸・関目教会信徒 

松尾里沙 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

助けてください その後 

 

ニュース９月号「たすけてください」で紹介したアリさん一家のその後と、アフガニスタンの現状、 

後を絶えない救出を求める叫び、我々の引き続きの取り組みについて。 

◇ Gさん女性家族  ◇ 

現在三重県在住のGさんも、２０年前にシナピスに助け

を求めたアフガニスタン人の一人です。彼からもアフガ

ニスタンに残る寡婦、独身女性の家族を助けて欲しいと

連絡が入りました。現在のアフガニスタンでは、女性は

タリバンによって性的搾取の対象として捕らえられま

す。女性単独ではパキスタン国境へ逃げることは難し

く、またパキスタン入国は絶望的なため、家族 5人で行

動を共にし、可能性があるイランへの入国を試みていま

す。シナピスはこの家族へも招聘状を発行しイラン経由

で日本の家の元へ来れるよう支援を始めました。 

◇ Hさん家族  ◇ 

２０年前シナピスが支援して難民認

定を受けた H さんの妹も、アフガニ

スタンからパキスタン国境を目指し

逃げようとしています。妹家族は

1998年タリバンによる大虐殺があっ

たアフガニスタン北部マザリシャリ

フに住んでいます。過去のトラウマ

があり、女性は家から一歩も出られ

ない状況の中、命を繋ぐためにパキ

スタン国境へ向かっています。 

政府へのメッセージ FAX・ハガキを書いて送ってくださった読者の皆様、メッセージ FAX をシナピスへ送っ

てくださった名古屋聖霊修道院の皆様、追加でハガキを要望してくださった調布サレジアンシスターの皆

様、ご協力ありがとうございます。皆様の愛と希望に満ちた支援でこの救援活動は成り立っています。シナ

ピスでは今後も日本国内のアフガニスタン難民を助ける NGOと連携し、援助活動が難しいとの情報が入った

パキスタンやイランでも保護できる教会関係の団体や NGOを探し続け、一人でも多くのいのちを守る活動に

取り組んでいきます。引き続き皆様の知恵と行動力、祈りが必要です！ 

◇ アリさん一家 ◇ 

幼い子どもを抱え自衛隊機で出国できなかったアリさん一家は、未だ 

アフガニスタンで救出を待ち望み、その方法を探っています。 

              隣国パキスタンまで家族で逃げ、そこから日本に行くことはできないか？ 

              生まれて６か月の子どものパスポートがない。政府機関、役所、銀行、商

店は全て閉まり、政府が機能していない今、パスポートを取得する事もで 

きません。夜になるとタリバンがやってきて子どもや女性を誘拐していき 

ます。特に迫害の標的となっているハザラ人達は夜中眠ることなく子ども

たちを地下に掘った穴に寝かせたりして、さらわれないように守ります。今の私たちにできるのはアリ

さん一家が希望を失わないように繋がり続ける事です。そして決して忘れず、新たな救出の方法を探り

続けます。   

◇ Yさん家族 ◇ 

大阪でアフガニスタン難民の支援をスタートさせるきっかけとなった、現在群馬県在住のアフガニス

タン人 Y さん。私たちとは 20 年来の知り合いです。その Y さんから、ガニ政権時、政府軍の軍医と

して働いていた義理の妹一家を助けてほしいと連絡が入りました。ハザラ人で女性、社会的地位があ

り政権下で働いていた彼女はすぐにタリバンの標的になりました。幸運 

にも家族全員パキスタンのビザを持っていたので、すぐに首都カブール 

から逃げパキスタン国境へ向い入国を試みましたが、拒まれてしまいま 

した。すぐさまシナピスが招聘状を発行、パキスタン入国の許可証も取 

得し再度国境へ行き、パキスタンには止まらず日本の家族の元へ行くと 

説明しましたが、通してくれず国境付近で足止めになっています。6歳 

の息子は国境付近を警備していたタリバンから暴行を受け、怪我を負っ 

てしまっています。 

 

写真：産経新聞 

３ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 回目は「アフガニスタンの人々のいのちが守られ平和が来るように」をテーマに祈りました。偶然にも

アフガニスタン問題が始まるきっかけとなった 9.11 と同じ 9月 11日（土）でした。東京、香港、中国、から総勢

50名ほどの人と zoomで繋がり祈りを捧げました。 

テーマがタイムリーだったこともあり、たくさんの方にご参加頂く事が出来ました。 

初回は限りなくオンラインにこだわり、パワーポイントを駆使しながらスマートな集いを行いました。 
 

第 2 回目は 9月 18日（土）「共に暮らす家である地球を大切にできるように」をテーマにオンラインが苦

手な方でも気軽に参加頂けるようパワーポイントやCDを一切使わず、アナログにこだわり行いました。聖歌は

オルガンやギターの生演奏に合わせて歌い、黙想中はイコンを掲げて zoom でありながら対面で参加してい

るかの雰囲気を作り出し祈りを捧げました。久々の生演奏や生歌で参加者の方からは、「zoom 画面をミュー

トにして家で大きな声で歌いました。」「生のオルガン演奏久しぶりで良かった。」「神父様のギターが良い。」「ま

た歌いたい。」という声が多く寄せられました。 

ｚoom ミーティングと聞くと、パソコン操作を駆使した難しい物と敬遠される方も多いと思いますが、我々の

zoom ミーティング（祈りの集い）はありのままを映し出し失敗や不具合もあるなかで進めていくとても親しみ

やすいものでした。実際の舞台裏はバタバタで、祈りどころでは無い状態でした。 
 

第 3回目は、9月 25日（土）「新型コロナウイルス感染症に苦しむ世界のための祈り」をテーマに参加型

の集いを行いました。前奏と後奏はピアノとサックスの奉仕者、聖歌は中高生の歌声にあわせてシスターが歌

ってくださり、オルガン演奏は「愛と光の家」の方と様々なかたちで参加して頂き一つの集いを作り上げ国内外

合わせ 60 名以上の方と祈りを捧げました。参加型となるとハプニングはいつも以上、司式をされている神父

様に zoom画面で業務連絡を呼びかける場面もあり。ハラハラドキドキの 40分間でした。 

反省点が多い裏方の思いに反し、参加者の皆様からは「手作り感満載が良い」「アットホームな気持ちで祈れ

る」など温かいお言葉を頂きました。 

 

第 4回目は、10月 2日（土）「誰も置き去りにしない世界をめざして」をテーマに祈ってまいります。 

この集いを以て正義と平和全国集会大阪大会実行委員会主催の「みことばと祈りの集い」は終了となります。 

シナピスでは今後も 
 

毎月第2木曜日の午後8時半から30分間アフガニスタンの方への祈りを届ける集いをオンラインで続け

ていきます。現地の声を皆様に届ける事や宗教を超えた祈りの集いを考えています。 

どうかアフガニスタンの人々が希望を失わないように、祈りの集いを通して繋がり続けられる事を願って

います。  

＜お詫び＞ 

9月号に同封した法務大臣宛てメッセージ FAXの FAX番号に誤りがありました。 

正しくは 03-3592-7393です。訂正してお詫び申し上げます。 

コロナ禍で集う事が出来ないなか、「すべてのいのちを守る月間」中、正義と平和全国集会大阪大会実行

委員会と共にオンラインで「みことばと祈りの集い」を行っています。 

この集いの目的には、祈りが必要な方へ届ける以外にも、「誰も置き去りにしない」事を念頭に、教会へ来

られない人と繋がるため、霊的な時をもつ助けになるため、緊急事態宣言中でミサがなく教会に興味が

あるけど行くチャンスが無い方のきっかけづくりのため、今後各自で「祈りの集い」を開催できるようにな

る事を目的に行っています。そのため毎回様々な工夫をしています。 

 

 

「みことばと祈りの集い」オンライン開催中 
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30の主催者が分科会を開催します。北海道からは、「核のゴミ」について、沖縄からは、写真等の

映像を使った開催など、北から南まで、幅広くいろんな地域の方が分科会を予定しています。また

教会内にとどまらず、社会や海外で活躍するグループの参加もあり、多岐に渡っています。教人の

話を聞くことが大切、 「傾聴」するにはどうすれば良いの？  などの身近な疑問を考える分科会

や、福島県の今の現状など、現場の声を聞かせていただく分科会。こどもの貧困問題から、「脱、貧

困生活」の授業をされている、大阪西成高校の先生のお話等、問題提起だけでは無くその実施方

法、成果についても理解を深められる分科会が盛り沢山です。 

 どうぞ、分科会の内容をじっくりお読みになり、是非ご参加くださいますようお願い致します。 
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おはなし：星
ほし

野
の

ルネさん 

漫画家・タレント 

1984年、カメルーン生まれ。 

４歳の時に母の結婚に伴い来日し、

兵庫県姫路市で育つ。高校卒業後、

兵庫県内で就職をしたが自分の生い

立ちが人々の関心や共感を集めるこ

とを発見し、25歳で上京。 

タレント活動のかたわら、Twitter上

で発表していた自分の日常のエッセ

イ漫画が話題となり、『まんが ア

フリカ少年が日本で育った結果』と

して出版された。 

 

大会まであと2か月切りました！！ 

いよいよ近づいてまいりました 

大人からこどもまでオンラインで全員集合！！ 

実行委員会は着々と準備を進めています。 

分科会、2 日目のみ開催の特別プログラムのご紹介をします。 

See～Listen～Share～Act! 
  見て   みことばを聴いて 分かちあい   はじめよう 

 

時報 10月号より 

11月23日(火・祝) 
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◆ 大会ボランティア募集 

 大会には次のボランティアが必要です。

要約筆記、インターネットを使用できない

参加希望者に同伴できる方（スマートフォ

ン、パソコンをお持ちの方）、オンライン

サポートetc. 

説明会、研修あり（初心者歓迎） 

 

◆ 大会運営のための協力金のお願い 

  全国規模の大会のため、経費がか    

  かります。ご協力をお願いいたしま

す。 

  一口1,000円   

   郵便振替  

   加入者名：カトリック大阪大司教区 

      番号：00910-2-17639 

 

◎申込など詳しくは 

 JP大阪大会事務局ページをご覧ください。 

 http://www.osaka.catholic.jp/ 

 no_side/jptaikai2021.html  

 ☎06-6942-1784 

申込み受付10月15日(金)まで 

中高生のみなさん、こんにちは。みなさんは「ＳＤＧｓ」を

知っていますよね！ 

 人類がこの地球でこれからも暮らし続けていくために、2030

年までに達成すべき目標です。中高生向けプログラム「正義と

平和Youth Forum」を11月23日(火・祝)に開催します。このプ

ログラムでは、私たちもみなさんと一緒にこの目標に向けて自

分たちに何ができるかを考えてみたいと思います。日ごろ学校

で「探究」などの授業の中で、またグループや個人でリサーチ

して、関心を持っているグローバル・イシューがあれば、それ

をみんなと分かち合ってみませんか。みんなで、どうしたらよ

いか、何ができるかを考えてみませんか？ 

 感染症対策のため、いろいろな人と出会う機会や、何かにつ

いて考える機会が減っている中、全国の中学生・高校生が Zoom

で集まって交流する今回の全国大会です。日頃学校の「探求」

でＳＤＧｓなどの勉強をして、得たことを発表してみません

か？ 今のところ「違いについて」「コロナ禍で見えてきたこ

と」「難民」「ＲＤＤ(世界希少・難治性疾患の日)」などの発表 

 
が予定されています。発表校募集中です！ また、発表はできなくてもいろいろな発表を観て、ブレ

イクアウトルームで気になる発表について話し合うこともできます。ここでしか会えない仲間と、今

できる形で意見を交流し、考えを広げたり深めたりしませんか？ 参加、待っています！ 

 

 

 

今大会はオンライン開催のため、家から参加できるの

で、大阪から遠く離れた方も気軽に参加して頂けます。

しかしながら、ZOOMの使い方がわからない、難しそう

だと思われる方もいらっしゃると思いますので、説明会

をオンラインで開催いたします。 

お茶をのみながらお気軽にご参加ください。 

  

  10/10(日)  13:00～15:00 

   10/13(水） 19:00～21:00 

 

＊参加希望の方は10月1日以降 

 教区ホームページをご覧いただくか、大会事務局まで

ご連絡ください。 

 操作に不安のある方もこちらまで  

→ ☎06-6942-1784 

ZOOM カフェ開催 

６ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

「エコロジカルな回心」とは？ 

紛争、災害、迫害で疲弊してきたアフガニスタン 

米軍が撤退し、さらに混乱が続くアフガニスタン情勢。UNHCR によると、40 年以上にも及ぶ紛争や干ば

つなどの自然災害により、2020 年時点で、既に 260 万人が難民となりました。これは世界でもシリア、ベネ

ズエラに次ぐ多さです。 

ハザラ人への迫害ってどうして？ 

ハザラ人は、アフガニスタンに住

む少数民族で、モンゴロイド系。

東アジアの人々と顔立ちがよく似

ています。アフガニスタン内で主流

のイスラムスンニ派の信者ではな

く、シーア派の信者が多いため、歴

史的に差別を受けてきました。な

かでもタリバンによる迫害はすさま

じく、アムネスティインターナショナル

によると、今年 7 月にもタリバンに

制圧された地域では 9人のハザラ

人が惨殺されたことが報告されて

います。日本に逃れているアフガニ

スタン難民の多くはハザラ人です。 

食べるものは大丈夫？ 

：日々の食事が行き届いているの

はわずか５％だけ 

国連世界食糧計画は、9 月、国

際社会に向け、失業、現金不足、

物価高騰により、アフガニスタンに新

たな飢餓層が生まれていると警告し

ました。過去 3 年間に 2 度の干ば

つに見舞われた農村部と同様に、

都市部の住民も初めて食料不安に

陥っています。タリバンによる首都カ

ブール占拠後、国際社会からの資

金凍結もあいまって、食料不足、医

療不足が加速しています。 

教皇 「アフガニスタン避難民の保護を」 

 教皇フランシスコは、9月 5日（日）のお告げの祈りで、アフガニスタンの避難民たちの保護をアピールされました。 

 現在の混乱の中で避難先を探すアフガニスタンの人々に思いを向けつつ、特に最も弱い立場の人々のために祈り、

多くの国々が新しい生活を求めるこれらの人々を受け入れ、保護することを願われました。そして、アフガニスタンの国内

避難民にも同様に必要な支援と保護が、さらに若者たちに彼らの人間的成長に必要な財産である教育の機会が与

えられ、アフガニスタンのすべての人々が、祖国においても、一時的な避難先や受け入れ国においても、まわりの人々と

平和と友愛のうちに、尊厳をもって生きることができるようにと祈られました。 

 今、困難に直面しているアフガニスタンの人々にどのように手を差し伸べることができるのか、その方法を探っています。

まず身近なところから、一緒に行動を起こしませんか。 

  

 

誰も置き去りにしない世界に向けて 
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女性の権利のことがよく言われているけ

れどタリバンのせい？  

強制結婚、夫の DV から逃れるた

めの焼身自殺、婚姻前の男性との

外出で家族の名誉を汚したと家族

に殺されるなどの女性への暴力は、タ

リバンだけに由来するものではありませ

ん。専門家は、伝統的に根付く家

父長的な規範やそれに基づく慣習、

外国軍の侵略と駐留、内戦、難民

化、旧タリバン政権による施策、干

ばつなど様々なことが絡み合ってお

り、アフガニスタンでこれまで女性が相

対的に弱い立場に置かれてきたこと

に起因していると指摘しています。 

（朝日新聞デジタル「アフガニスタンを思 う

⑦」９月 20 日） 

 
ニュースで出てくるアフガニスタンは、爆破テロとか、タリバンの恐怖におびえる人々とか、女性

への暴力とか、胸が痛くなるものばかり。一体現地で何が起こっているの？ 

＊アフガニスタンの現状は、長年にわたる環境問題や、紛争、民族、ジェンダーにかかわる迫

害が複雑に絡み合っているようです。ただ、現地からはタリバンの復権により、ハザラ人や
女性たちがさらに命の危険を感じるようになったという叫びが次々と入ってきます。 

https://www.asahi.com/topics/word/%E5%AE%B6%E7%88%B6%E9%95%B7.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E5%AE%B6%E7%88%B6%E9%95%B7.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E3%82%BF%E3%83%AA%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%B3.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E5%B9%B2%E3%81%B0%E3%81%A4.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E5%B9%B2%E3%81%B0%E3%81%A4.html


☆お名前またはニックネーム                  

 ☆連絡先（メールアドレスや電話番号など） 

☆投稿方法   FAX : 06-6920-2203 ／ メール：sinapis@osaka.catholic.jp 

QR コード＊  

＊QR コードの読み込みには、スマートフォンなどで QR コードリーダーをダウンロード 

することが必要です。 

 

 
みなさんがご存じのことを教えてください 

たとえばこんなこと 

2. あなたにとって、「すべてのいのちを守る」とは？     

1. 環境のためにしていること、昔から言い伝えられている知恵      
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mailto:sinapis@osaka.catholic.jp／
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シナピスホーム便り 

【9 月 1 日】 

今日はカフェにお客様が来られなかったので、ブラジル出身の男性が焼いてきてくれた

チョコレートケーキをみなで試食しました。これがまたクオリティの高い三段層になっている

フォンダンショコラっぽいケーキで、全員一致で採用！となりました。いずれコロナが収まっ

たら、「家族や友人の誕生会などのパーティー会場としてホームを使って頂いてもいいね」

と話しています。もし実現したとき、ホームで用意するケーキとしてとてもふさわしい出来

栄えでした。 

17 時にホームを閉めた後、どなたかが覗いており、声をかけたら近所の方でした。「カ

フェしてるんやろ？私、張り紙見ててんけど、仕事が終わるのがこの時間で間に合わへん

ねん」とのこと。今後、休日やオープン時間の延長も考えているので、ぜひお越しください

とお話しました。 

 

暑さも一段落し、シナピスホームでは家庭菜園を再開しています。器用な男性がプランターのおおいを

作り、雨風やカラス、虫の襲撃にも耐えられるようになりました。いつの日か、みなさまに無農薬シナピスホ

ーム特製のおいしい野菜をご提供できたら嬉しいです。 

山田直保子 

 

 

                                                         山田直保子 

 

いずれはホームでパーティーも

も！ 

【9 月 8 日】 

15 時すぎに、六甲教会の信者さんが訪ねてくださいました。シナピスニュースの読者で「去年からず

っと来たかったんだけど、平日なので…」とおっしゃっていました。この「シナピスホーム便り」を毎月楽しみ

にしてくださっているそうです。 

早速、難民移住者のみんなを紹介しました。アフガン情勢をとても心配されており、特集が組まれた

9 月号は辛くて辛くてなかなか読めなかったとお話になりました。イラン出身の男性が、アフガニスタンの

ことを色々と話してくれました。日本では政治家や首相の悪口を街中でも普通に言えるけれども、アフ

ガニスタンやイランではそういうことが言えない環お客様がみなさんでどうぞと、Dole のフルーツカップ（マ

ンゴー）を差し入れに持ってきてくださいました。 

ここにも心を痛めている方が・・・ 



 

 

 

 無題の添付ファイル 
00055.txt

無題の添付ファイル 
00052.txt

無題の添付ファイル 
00046.txt
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シナピスカフェが、少しずつ地域のみなさんに知っていただけるようになってきました。難民移

住者だけでなく、地域の方にとっても温かい居場所になってほしいという私たちの願いがかないつ
つあるようで、とても嬉しく思います。10月には緊急事態宣言も解除されます。 
みなさん、お誘いあわせの上、ぜひお越しください！ 
 

【9 月 15 日】 

13 時に、生野教会の横にある施設のスタッフが訪ねてくださいました。シナピスホームの前をよく通っておられた

そうで、「やっと来られました」と話されました。韓国の方で、シナピスニュースも見てくださっているそうです。 

部屋に入り、ホットコーヒーで一息つかれました。施設には、居住されているグループホームと、通いの生活介護が

あるそうです。生活介護の方ではカフェをしており、とても人気があったそうなのですが、コロナ禍でもう一年以上開

けていないとのお話でした。何か協力し合えたらいいですねという話になり、施設内のお掃除、弁当の配送、散歩

つきそいなど協力できることがあるかもしれないので、いつでもお話くださいと伝えました。施設のカフェが再開した時

には、ぜひ訪ねたいとみんなの意見が一致しました。 

15 時前にいつものお客様が今回も来てくださいました。まだ座ってもいないうちから、「直保子さん、講演しはる

んですね」と言われました。実は、大阪国際交流センターで 23 日に実施された「難民と生きる多文化共生社

会゛誰一人取り残さない＂世界」でこのシナピスカフェのことについて講演をしたのです。その講演会のチラシの写

真をネタにみんなで大笑いし、そのあと、みんなの恋愛話に花が咲きました。お客様もよく笑っておられました。今

回も鯖缶やスパム缶、カレーレトルトなど、みんなが大好きなものを沢山差し入れてくださいました。みんなが大喜

びしているのを見てお客様もとても嬉しそうでした。帰りにスリランカ女性の手を握り「ワタラッパンまたどうしても食べ

たいので、今度作って下さい」とお願いしておられました。 

 

 

ぜひ協力しあいましょう！ 



 

 

  

 

 

掲示板には、シナピス宛メール、FAX、または QR コードからご投稿ください。 

☆シナピス連絡先 : 06-6942-1784 ☆FAX 番号：06-6920-2203 
☆メール：sinapis@osaka.catholic.jp 

みんなの けいじばん 

 「Zoom」ってなに？ 

インターネットを通して、会議がで

きる仕組みの名前です。パソコンやス

マホの画面越しに何人もの人と会話

ができます。「ホスト」と呼ばれる主催

者が主に操作をします。 
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緊急事態宣言でミサが中止になり、教会関係の集まりも「Zoom（ズーム）」というパソコンやスマホを通し

て画面越しに会議をする仕組みを使うことが増えました。でもその中で使われる言葉は、オンライン、Wi-Fiや

URLなど聞いたことのない横文字ばかり。ややこしそうと、どうしても敬遠しがちになってしまいます。 

オンライン、Zoom、Wi-Fi、URL・・？ 

 「オンライン」てなに？ 

インターネットを通して、パソコンや

スマホでやりとりをすることです。今ま

でのように会議室などに集まることを

「対面」、会議室にパソコンをおい

て、直接集まる人と、画面越しに参

加する人がいる形式を「ハイブリッド」

と言ったりもします。 

 
 「URL（ユーアールエル）」ってなに？ 

Zoom で参加する時、次のようなものが

メールで送られてきたり、チラシに書いてあっ

たりします。 

https://us06web.zoom.us/j/2204 

これをURL といって、インターネット上での住

所を指します。この住所をマウスでクリックし

たり指で押すか、押しても何も変わらなけれ

ばコピーをして yahoo などを開き、画面の

上の方にある↓のような窓に貼り付けます。

そして、Enterキーを押すと、Zoom画面に

連れて行ってくれます。 

 

Wi－Fi（ワイファイ）ってなに？ 

ケーブルといわれる線なしで周囲のパソコンやスマホをネットにつなげる技術

のことです。「ルーター」や「ポケットワイファイ」と呼ばれる小さな箱が電波を各

機器に飛ばします。 もしパソコンでインターネットをしていたり、スマホ画面向

かって右上に 4G や 5G などの表示がない電波の絵が出ていたら、すでに Wi

－Fi につながっています。 

初めて Wi－Fi につなげる時は、このルーターかポケットワイファイ

のどこかに表示されている（または説明書のどこか書いてある）名

前やパスワードが必要です。スマホやパソコンの Wi－Fi の表示画

面を見ると、いくつか名前や記号のようなものが出てきます。 

その中からルーターかポケットワイファイの名前を探してクリックしパスワードを

入力すると接続されます。 

正義と平和大阪大会も Zoomで行われます。10月 15日（金）まで申し込み期限が伸びましたの
で、ぜひお問い合わせください。 

シナピスホームページ リニューアル！! 
 

お待たせしました。シナピス HP がリニューアルしました。 

https://sinapis.osaka.catholic.jp/ 
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mailto:sinapis@osaka.catholic.jp
https://1.bp.blogspot.com/-wnSVaBdVIz8/XT_LzWjnAHI/AAAAAAABT7U/bgx-XGy8MCk2wGv1kHMVPMMDMDzNRHvlQCLcBGAs/s800/youkai_kappa_girl.png
https://us06web.zoom.us/j/2204


 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   

               カトリック大阪大司教区 社会活動センター シナピス    

                Tel 06-6942-1784  Fax 06-6920-2203  

                URL: https://sinapis.osaka.catholic.jp/ 

シナピスの  

 

地上でもっとも小さいといわれている種子、それがシナピス（からし種）です。 

イエスは神の愛がすべての人におよび、互いに尊重し合い、愛し合うように願って

平和の種をまき、やがて鳥が巣をつくるほどの大きな木になると約束しました。 

シナピスの  

「点訳版」「音訳」 
ご希望の方はシナピスまで 

お申込み下さい。 

 

                                            

       

  

         

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

  
  

  

  

 

 

 

 

詳しくはパンフレットをご覧いただくか、 

検索ください。 

▶▶▶ http://www.osaka.catholic.jp/no_side/jptaikai2021.html 

＊行事はコロナ感染症の影響で延期または中止になることがあります。 
ご参加の際は連絡先にお問い合わせください。 

食糧支援のお願い  
コロナ禍で解雇された技能実習生、帰国できずに困っ
ている留学生や短期滞在者が増えています。日持ちの
する食品、ハラル食品などのご支援をお願いします。 

参加申し込み 
10 月 15 日（金）

まで受付中！ 

大会まであと２か月切りました 

 第 142 号  2021 年 10 月 2 日発行 

パンフレットはシナピスにございます。 
シナピスでは、毎月のお祈りをニュースレターと
ともにお送りしております。教会で、ご家庭で、
日々のお祈りにお使いください。   
シナピスのホームページからも、ダウンロードし
ていただけます。 

 

 

正義と平和協議会全国集会 大阪大会 

アフガニスタンの人々のいのちを助けて！ 

現在報道されている、アフガニスタンでのタリバンによる横行、国外に
逃れようとする人々に対する IS の自爆テロ、そして米軍の攻撃により、
市民の命が危険にさらされています。現地からは助けを求める声が
続々と入っています。また、この日本で暮らすアフガニスタンの人々から
も、「家族を、友人を助けてください」と悲痛な叫びが聞こえています。 
かつて一万人のインドシナ難民を受け入れたときのように、今こそ日

本政府にアフガニスタンの市民を難民として受け入れ、また日本在住
の在留資格のないアフガニスタン出身者を本国に帰さないようハガキ、
FAX で訴えかけを一緒にしましょう。 
ハガキ、FAX 用紙はシナピスにあります。  

 

シナピスホームページリニューアル！! 

https://sinapis.osaka.catholic.jp 

『性教育 どこまで教えるの～パート 3～』  
教育現場からのメッセージ 

 

 

☏
✉

 

お詫び:法務省の FAX 番号に間違いがありました。お詫びし訂正いたします。 
訂正（誤）03-5592-7393  →（正）03-3592-7393 



6 水

●戦争あかん！ロックアクション御堂筋デモ  ■場所：新町北公園（地下鉄本町駅23出口から約800m）  18:30～　デモ出発：19:10～
   主催：戦争あかん！ロックアクション有志　　ブログ「戦争あかん！ロックアクション-戦争法・秘密法廃止！ｰ」
 　　    　Facebookグループ「戦争あかん!街かどプロジェクト」　Facebookページ「戦争法・秘密法廃止!集会・デモ情報」

●「関電株主代表訴訟・第1回口頭弁論」　 ■場所：大阪地方裁判所 13：00～地裁前集合～傍聴券抽選 14：00～第1回口頭弁論
  14：30～記者会見＆報告集会（於：堂島ビルディング9階会議室

  主催：関電株主代表訴訟原告団　☏：080-5342-4819(滝沢）

       　関電の原発マネー不正還流を告発する会　☏：0776-25-7784（原発反対福井県民会議）

9 土

●ルネサンス研究所・関西　10月公開研究会　ドイツ9月総選挙が示したもの　～日本の民衆運動の課題は何か～
■場所：キャンパスプラザ京都　第1講義室　　14:00～16:30　　講師：木戸衛一さん（大阪大学大学院教授、ドイツ現代政治・平和研究）
　 主催：ルネサンス研究所・関西研究会　協賛：反戦・反貧困・反差別共同行動in京都      資料代：1000円　Zoom参加あり 下記連絡先ま
で

   連絡先　☏： 090-5065-382  ✉：yougattamove@gmail.com

10 日

●ドキュメンタリーを視て語るつどい　月1回開催　　18:00～20:30　*20:30～交流会予定(参加自由）
■場所：大阪市立大淀コミュニティセンター（地下鉄天六北へ12分）　　　*11月から会場は大阪市立北区民センターに変更
　 地球温暖化懐疑論を浸透させた団体の手法を告発する調査報道「地球温暖化はウソ？世論を動かすプロの暗躍」（45分）、
　　「コロナ禍大盛況！クラウドファンディング急成長の秘密」（30分）、「ちょっと生活が苦しい…隠れヤミ金の落とし穴」（30分）を上映

　 参加費：300円　主催：映像で現代を語る会   問合せ　☏：090-5151-9763(中森）

13 水 国際防災の日

15 金 農山漁村女性のための国際デー

16 土 世界食料デー [FAO]

17 日

貧困撲滅のための国際デー

●第15回　反戦・反貧困・反差別共同行動in京都　変えよう!日本と世界    開場13:30～　開始14:00～
■場所：京都・円山野外音楽堂（祇園・円山公園内）　講演：鵜飼 哲さん（一橋大学名誉教授）　ポストコロナ/新自由主義に代わる社会をめ
ざして
　 アピール：「いま、新しい政治勢力を求めて」服部良一さん（社民党幹事長）、大椿ゆうこさん（社民党副党首） 公演・歌：今こそ、「民衆の
歌」を!
   中川五郎さん（反戦フォークシンガー） 入場無料・雨天決行・集会後デモ（京都市役所前まで）

   主催：反戦・反貧困・反差別共同行動in京都実行委員会　　　問合せ　☏：090-5166-1251(事務局長・寺田道男）　FAX　075-981-4121

23 土

●とめよう!戦争への道　めざそう!アジアの平和2021 関西のつどい  開場 13:30～　開始14:00～
■場所：エルシアター（エルおおさか2F）　　資料代：500円（介助者・中高生無料）/手話通訳あり　※閉会後デモ予定
　 講演：柳澤協二さん（国際地政学研究所理事長、元内閣官房副長官補・防衛庁防衛研究所長）　「日米の一体化ではなく、戦争回避の外
交を!」
          国会からの報告：高良鉄美さん（参議院議員）「平和憲法を蝕む政府の愚行‐再び戦争の惨禍が･･･」
   主催：とめよう!戦争への道　めざそう!アジアの平和2021 関西のつどい実行委員会
          （大阪高教組／大阪平和人権センター／しないさせない戦争協力関西ネットワーク／戦争をさせない 1000 人委員会・大阪）	

   連絡先：大阪高教組/大阪平和人権センター　☏:06-6351-0793

　　　　　　しないさせない戦争協力関西ネットワーク　☏:06-6364-0123(中北法律事務所気付）

  *お願い：マスクの準備をお願いします。風邪気味の方、熱や咳のある方はご遠慮ください。

24 日 国連デー

2 火 ジャーナリストへの犯罪不処罰をなくす国際デー

6 土 戦争と武力紛争による環境搾取防止のための国際デー

　　　　　　　　　　　　　　 　　　　   2021 年　10  月　の 案 内　　　　　　           ★印　カトリック関係

　  忘れない    あきらめないカレンダー

                                          2021 年　祈祷の信徒　祈りの意向　10 月

世界共通の意向：　宣教に向かう弟子たち　  洗礼を受けたすべての人が、福音の香りのする生き方の証人となっ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　て、それぞれの使命に応じた福音宣教に携わることができますように。

日本の教会の意向：日常生活における宣教     宣教月間にあたって、私たちが日々の生活を通して、職場や家庭
                                                      それぞれの場で、キリストの福音を伝えていく者となりますように。

新型コロナウイルス感染症の影響で中止される場合があります。事前に各主催者へお問い合わせください。

どんな状況下でも、忘れず、あきらめず、希望をもって歩む皆さまに、情報を配信します。

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjLrKHw2Y7aAhUEFpQKHSllC48QjRx6BAgAEAU&url=http://blog.shoptool-design.com/article/39880837.html&psig=AOvVaw1dta1_kWMHYJesQeqkFDjx&ust=1522315575691630


　

★ 11/27 日(土) 12:30〜15:30
　　―カトリック中央協議会 HIV/AIDS デスク 第 7 回勉強会―　 『性教育 どこまで教えるの～パート 3～』 教育現場からのメッ
セージ
　　導入：井上洋士さん(HIV/AIDS デスク委員)　　講師:平良愛香さん (HIV/AIDS デスク委員、日本基督教団牧師)
　　定員 ： 先着 50 名   参加方法 ： オンライン（ZOOM）   参加費 ： 無 料
　　主催 ： カトリック中央協議会 HIV/AIDS デスク
　　問合わせ、申込みは  カトリック中央協議会 社会福音化推進部 HIV/AIDS デスク事務局
　　☏ 03-5632-4414 ／ FAX 03-5632-7920　✉ hivaids@cbcj.catholic.jp    URL http://www.cath-aids-desk.jp
    ＊参加ご希望の方は 11 月 8 日（月）までにメールかファクスで、ご連絡ください。 後日、開催に関するご案内をお送
　　　りいたします。



 

 

 

  

 

 

だち 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

難民移住移動者支援もよろしくお願いいたします。 

   

例）合わせ調味料、缶詰など 
保存のきくもの 

お電話をお待ちしています！！ 

☎06-6942-1784 

活動へのご支援ご協力 

よろしくお願いいたします。 

郵便振替 00960-7-61419 

加入者名 カトリック大阪大司教区シナピス 

食料品提供のお願い 

お待たせいたしました。 

HPがリニューアルしました！▶ 
https://sinapis.osaka.catholic.jp/ 

 
  あとがき 

ハガキと FAXで声を届けましょう！！ 

アフガニスタン市民の命が危険にさらされていることに

大変心を痛めています。現地からは助けを求める声が続々

と入っていきます。また、この日本で暮らすアフガニスタ

ンの人々からも、「家族を、友人を助けてください」と悲

痛な叫びが聞こえています。「わたしたち」として、自衛

隊機による救出も不発に終わり、消極的な日本政府。わた

したちは積極的な人道支援をするよう強く求めます。 

 お詫び：法務省の FAX番号に間違いがありました。 

訂正（誤）03-5592-7393 →(正)03-359-7393 

 

先月、教皇フランシスコの回勅「兄弟の皆さん」が出版され

ました。「イスラームの指導者との対話から刺激を受け執筆

された、兄弟愛と社会的友愛に関する回勅」とあります。教

皇は精力的に諸宗教対話を行ってこられ、その成す意味を 

私たちに示してくださっています。2008 年に開催した正義

と平和大阪大会では、イスラム、仏教、神道、プロテスタン

ト、天理教など、宗教の違いを越えて一堂に会し、隔ての壁

を越えてともに世界の平和を願い祈りました。 

シナピスにはさまざまな国、宗教を持つ移住者がいます。

日々の中で遠く離れた祖国にいる家族の訃報も届きます。

臨終と見送りに立ち会えないこの人たちの嘆きや悲しみを

前に、できることは追悼の祈りを捧げることです。誰かの

ために、何かのために祈る時、そこには国も宗教も超えて

「ともに」あります。 

今日は末期がんを患っている移住者と出会いました。長年

にわたり日本で暮らしてこられましたが今、祖国へ帰るこ

とを希望されています。その思いでいのちをつないでおら

れるように見えます。友人が作ってくれた久しぶりの故郷

の料理を口にし、苦痛のなかにも笑みがこぼれていまし

た。無事に祖国の地を踏むことができるように、一刻を争

う状況です。ともに祈ってください。（H） 

 

 

◆広報活動  

 ・教皇メッセージ、司教団メッセージ等 

  社会活動の指針の伝達 

 ・読者と教会内外の社会活動をつなぐ 

機関誌としてシナピスニュースを発行 
  

◆大阪教区・社会活動委員会との連携 
   

◆学習会研修会の企画 
 

◆こども基金 

 世界・日本のこどもたちへの援助 
 

◆カトリック中央協議会との連携 

 正義と平和協議会、難民移住移動者委員会、 

カリタス、部落差別人権委員会に委員を派遣 
 

◆人権教育の講師を務めるなど教育機関への 

働きかけ 
 

◆難民移住移動者支援 

 難民移住移動者の暮らしやすい社会を目指して 

  難民移住移動者 相談ダイヤル 

    ☎ 06-6941-4999 

▽▲▽ シナピスの主な活動 ▽▲▽ 

〒540-0004 大阪市中央区玉造 2-24-22 

カトリック大阪大司教区事務局内 

 

公共交通機関ご利用の場合 

JR 森ノ宮駅より 約 1000m 

地下鉄中央線森ノ宮 2 番出口より  約 800m 

JR 玉造駅より  約 1000m 

地下鉄鶴見緑地線玉造 1 番出口より 約 800m 

車でお越しの場合  

阪神高速１３号東大阪線法円坂出口  

法円坂交差点南へ上町を東へ 

 

アクセス 

活動へのご支援ご協力をおねがいします 

郵便振替 00960-7-61419 

加入者名 カトリック大阪大司教区シナピス 
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