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まえがき  ＜日本語訳に寄せて＞ 
 

この「観想と政治にかかわる行動」という文書は、「市民活動に献身するた

めのイグナチオの精神に根ざしたガイド」として、カナダとアメリカ合衆国のイ

エズス会上級長上協議会から提供されたものです。 

 

文書を発表するにあたって、その協議会の議長であるティモシー・P・ケシッ

キ（Timothy P. Kesicki）神父は、「他の人のための男性と女性」という言

葉と、イエズス会の総長（1965～1983年）であったアルペ神父が、1973

年にバレンシア（スペイン）で、イエズス会の学校の卒業生のためにおこなっ

た演説に言及しています。そして次のことを思い出させます（英語のケシッキ

神父の手紙、“Dear Sisters and Brothers in Christ”参照）。 

 

卒業生に向かってアルペ神父は次のように語りかけました。「私たちイエズ

ス会員は、正義のために、あなたたちを教育しましたか？ あなたたちも私も、

あなたたちの多くのイエズス会員である先生がその質問に、どう答えるであ

ろうかということを知っています。彼らは、真の誠実さと謙遜さをもって答える

でしょう。いいえ、私たちはその教育をしていません。．．．これはどういう意味

でしょうか？ それは、私たちにはまだしなければならないことがある、という意

味です。．．．難しいことでしょうが、私たちにはできます。なぜなら．．．私たちが

自分たちを絶え間なく新たにして、新しい状況が生まれる度に、それに適合す

ることを可能にさせる、イグナチオの精神の中心に何かがあるからです。その

何かは、なんでしょう？ それは、絶えず神の意志を求める精神です。それは、

歴史のそれぞれの時代において、キリストがどこで、どういう方向に私たちを

呼んでいるかを見極め、その呼びかけに応答することを可能にする、聖霊の

動きに対する敏感さです。」 
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現在、社会の周辺に追いやられている人々への、神の特殊な愛に激励され

て、社会の変化の働き手になるようにという、キリストの私たちへの呼びかけ

に応答しようとすれば、必然的に公の場、政治的及び市民的活動に関与する

ことになります。その関与の助けとして、カナダとアメリカ合衆国イエズス会上

級長上協議会のメンバーはこのガイドをまとめました。 

 

アメリカ合衆国の独特の問題と思われる、人種差別に対する抗議を一つ

の背景にしています。しかし、教皇フランシスコが、最近発表した回勅

“Fratelli Tutti”（『皆きょうだい』）に書いているように、「人種差別は、簡単

に変化するウイルスであり、なくならないが隠されます。そして、いつも待ち伏

せしています。」（97番参照） 

 

ケシッキ神父が書いているように、この文書は、「政治的問題の包括的なリ

スト」ではありません。．．．正義を実行する信仰に献身する人々として、私たち

が政治にかかわる行動と対話に取り組む方法を検討する機会を、私たちに

提供する」ものです。 

 

ボネット ビセンテ、S.J. 

イエズス会社会司牧センタースタッフ 
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Dear Sisters and Brothers in Christ, 

 

On behalf of the Jesuit Conference of Canada and the United States, 

I’m very pleased to share “Contemplation and Political Action: An 

Ignatian Guide to Civic Engagement” with you. The document is a 

reflection on how our faith and Ignatian values might guide our pursuit 

of the common good in the public square. 

 

One phrase comes up all the time in the Ignatian family related to our 

work for social justice: “men and women for others.” These words seem 

simple enough, and perhaps they have been spoken so often they have 

lost a bit of their potency. But when they were first used in a major 1973 

speech addressed to alumni of Jesuit schools by then-Jesuit Superior 

General Fr. Pedro Arrupe, reactions were not universally positive: Some 

people angrily resigned from Jesuit alumni associations in the wake of 

the address. Members of the press criticized the speech and attacked 

the speaker himself to the point where Pope Paul VI felt the need to 

send a letter affirming Fr. Arrupe and thanking him for his Gospel-rooted 

message. 

 

Why such an outcry? 

 

Fr. Arrupe’s speech, in the tradition of the biblical prophets who criticized 

their own communities when they weren’t living up to their values, called 

out Jesuit schools for not adequately preparing their students for the 

work of social justice. That message undoubtedly made some people 

uncomfortable. “Have we Jesuits educated you for justice? You and I 
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know what many of your Jesuit teachers will answer to that question. 

They will answer, in all sincerity and humility: No, we have not,” Fr. 

Arrupe said. “What does this mean? It means that we have work ahead 

of us.” 

 

It would be difficult work, Fr. Arrupe continued, but we have the tools to 

do it — tools still accessible to us today as we continue to pursue justice 

in our own era. We have the Ignatian tradition of “constantly seeking the 

will of God,” discerning how God might be calling all of us to respond to 

the signs of the times. “Men and women for others” are therefore marked 

by a willingness to pay attention to the injustices around us and to 

develop a “firm resolve to be agents of change in society; not merely 

resisting unjust structures and arrangements, but actively undertaking 

to reform them.” 

 

As we respond to the call to be agents of change in society inspired by 

God’s special love for those on the margins, we will inevitably be led into 

the public square to participate in the messy, urgent work of politics. 

Through political and civic engagement, we can use our voices to 

advocate for the transformation of social structures that are marred by 

sins like racism, sexism, nativism, economic inequality, environmental 

degradation, the targeting of human life and dignity at every stage, and 

so many others. 

 

“Contemplation and Political Action” is not a voter guide; it does not 

include a comprehensive list of political issues that members of the 

broad Ignatian family might care about. Instead, it applies our tradition 
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of Ignatian spirituality to our shared political life. I hope all of us might 

approach it in this prayerful spirit. Consider the examples of civic 

engagement from our network that are included throughout and others 

with which you are familiar. Perhaps we might discuss what moves us 

or challenges us with members of our faith communities and how these 

reflections apply in our own contexts. I hope and pray that this resource 

provides us with the opportunity to examine the ways we engage in 

political action and dialogue as a people committed to a faith that does 

justice. 

 

In Christ, 

 

Fr. Timothy P. Kesicki, SJ 

President of the Jesuit Conference of Canada and the United States 
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1． 教皇フランシスコの既成文化に逆流するメッセージ： 

「良いカトリック信徒は、政治に干渉する」 

 

教皇フランシスコのメッセージの中で、2013年の一つのホミリー（説教）

にあったものより、もっと既成文化に逆流するものを見つけるのは難しいでし

ょう。そのメッセージは、「良いカトリック信徒は、自分自身の最善を尽くして政

治に干渉することによって、統治する人々が統治できるようにする。社会問題

に関する教会の考えによれば、政治は、共通善に尽くすものであるから、愛の

最高の実践方法の一つである。誰も無関心でいられないだろうね？ 私たち

は皆何かをしなければならない！」ということでした。 

 

ここで教皇フランシスコが提案していることを考えてみましょう。政治参加

はやりがいがあるということだけではなく、「愛の最高の実践方法」の一つで

す。チャリティ、またはラテン語のカリタスは、神学的な最高の美徳であり、私

たちがより一般的に「愛」と呼ぶものを表わすことばです。ですから、教皇フラ

ンシスコは、政治は受肉した、具体的な方法で隣人を愛することによって、神

を愛する重要な方法である、と言っています。カトリック信徒は、政治の煩雑さ

を避け、関わらないのではなく、政治に関与することに――「干渉」することに

さえ！――呼ばれています。 

 

教皇の励ましの口調は、今日「政治」ということばとよく組み合わされる一

部の形容詞――分裂した、機能不全な、見苦しい、痛烈な、救いようのない

――とかなり対照的です。 

 

教皇フランシスコが言ったことは、本当にその意味だったのでしょうか。驚く

のは当然でしょう。 
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1. Pope Francis’ countercultural message:  

“A good Catholic meddles in politics.” 

 

It would be hard to share a more countercultural message than the one 

Pope Francis offered during a 2013 homily: “Good Catholics meddle in 

politics, offering the best of themselves, so that those who govern can 

govern,” he said. “Politics, according to the Social Doctrine of the Church, 

is one of the highest forms of charity, because it serves the common 

good. I cannot wash my hands, eh? We all have to give something!” 

 

Consider what Pope Francis is proposing here: Political participation is 

not merely worthwhile, but one of the “highest forms of charity.” Charity, 

or the Latin caritas, is the highest theological virtue and a word for what 

we more commonly call “love.” So, Pope Francis is saying that politics 

is an important way of loving God by loving our neighbor in an 

incarnational, concrete way. Catholics are called to get involved in 

politics — to “meddle,” even! — instead of disengaging and avoiding the 

messiness of political life. 

 

There’s quite a contrast between the Holy Father’s encouraging tone 

and some of the adjectives often paired with the word “politics” today — 

descriptors like polarized, dysfunctional, ugly, vitriolic or even 

irredeemable. 

 

It would be fair to wonder if Pope Francis really meant what he said. 
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実際に、政治がどういうものになり得るかについての教皇フランシスコの建

設的な見方は、カトリック教会の考え方からすれば、新しいものではありませ

ん。その見方は、過去125年間の歴代の教皇が著した公文書のテーマを反

映しています。たとえば、教皇聖ヨハネ・パウロ2世は、『いのちの福音』という

回勅において次のように書いています。「キリストの尊い使命にあずかってわ

たしたちが行う、人間のいのちを支え伸張させる務めは、愛の奉仕をとおして

成就されなければなりません。この愛の奉仕は、個人的なあかし、さまざまな

形のボランティア活動、社会的活動と政治的コミットメントをもって現わされま

す」（87番参照、この文書では、原文の“political commitment”は強調さ

れています）。やりがいのある善としての政治、という教皇たちの共有したビジ

ョンは、人間の尊厳を保護し、すべての人の幸福を促進するために、あらゆる

レベルでの政府の本質的な役割に関するカトリック教会の教えを反映してい

ます。さらに、教皇フランシスコと彼の前任者たちは、党派の争いを超越する

「政治」の幅広い定義に取り組んできました。その代わりに、彼らは地域や国

の、さらにはグローバルなコミュニティが一緒になって、自分たちの共同生活

について決定を下す方法について言及しています。 

 

今日の私たちが共有している政治のあり方の悲しい状況にもかかわらず、

それぞれの問題に関して、立法のために働きかけ、コミュニティをまとめること

及び投票するなどの活動を通じて、信仰に基づいた考えを提供することは、

弟子としてイエスに従うために不可欠です。なぜでしょう？ それは、市民とし

ての参加が、憐れみ深く飢えている人に食べ物を与え、のどが渇いている人

に飲み物を与え、見知らぬ人を歓迎し、裸の人に服を着せ、病人と牢に入っ

ている人のケアをするというキリストの福音の指示に従うために、私たちが取

り組むことのできる力強い一つの方法であるからです（マタイ福音書25・

31-46参照）。私たちは、直接のサービスを通して、必要に応じて個々のニー

ズに応えることによって、「飢えている人に食べ物を与える」ということを実践 
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In fact, Pope Francis’ positive view of what politics can be isn’t new from 

a Catholic perspective. It echoes a theme found throughout papal 

writings over the past 125 years, such as St. Pope John Paul II’s 

encyclical “Evangelium Vitae” (“The Gospel of Life”): “By virtue of our 

sharing in Christ’s royal mission, our support and promotion of human 

life must be accomplished through the service of charity, which finds 

expression in personal witness, various forms of volunteer work, social 

activity and political commitment” (no. 87, emphasis ours). Their 

shared vision of politics as a worthwhile good reflects Catholic teaching 

on the essential role of governments at every level to protect human 

dignity and to promote the well-being of all. Plus, Pope Francis and his 

predecessors have worked with a broad definition of “politics” that 

transcends partisan brawling. Instead, they are referring to the ways 

local, national and even global communities come together to make 

decisions about their shared life. 

 

Despite the generally sad state of our shared political life today, bringing 

our voices of faith to the public sphere through activities like issue-based 

legislative advocacy, community organizing and voting is essential to 

following Jesus as disciples. Why? Because civic participation is one 

powerful way we can work to uphold Christ’s Gospel mandate to feed 

the hungry, give drink to the thirsty, welcome the stranger, clothe the 

naked and care for the ill and imprisoned with compassion (cf. Matthew 

25:31-46). We feed the hungry through direct service, meeting individual 

needs as they arise. But we also go to the root of social ills and try to 

change systems and structures so people won’t go hungry anymore. 

This latter work requires getting involved in politics. 
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します。しかし、人々がもう飢えることがないように、私たちは、社会の悪いとこ

ろの根源まで探り、システムと構造を変えようとします。この後者のための働

きは、政治に関与することを必要とします。 

 

 

 考察と話し合いのための設問  

政治にかかわる活動は、愛の最高の実践方法の

一つであると思いますか？ なぜそうだと思います

か？ なぜそうではないと思いますか？ 
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For reflection and discussion: 

Do I think of politics as the highest form of charity? Why or why not? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

2． COVID-19パンデミック（新型コロナウィルス感染症）

は、私たちが一つの人類家族として一体となっていて、

すべての人の共通善と尊厳のために協力するように  

呼ばれていることをはっきりと思い出させるものです。 

 

雨が降るローマの夜、バチカンの聖ピエトロ広場で、教皇フランシスコが、

COVID-19パンデミックによって苦しんでいる世界のために、一人で祈って

いる姿は、忘れることのできない光景です。 

 

 私たちが共有しているパンデミックの経験と、嵐を静めるイエスの福音の

物語（マルコ福音書4・35-41参照）とを結び付けて、教皇はパンデミックに

至るまで何年にもわたって私たちが無視してきて、今、パンデミックによってさ

らに鮮明になった不正を嘆きました。コロナウィルスは差別をしませんが、私

たちは、最も貧しく最も傷つきやすい人々が広範囲に及ぶ病気の悪影響を不

釣り合いに受けていることを知っています。教皇フランシスコは、次のように神

に祈りました。「あなたが私たちよりも愛しているこの世界では、私たちは力強

くて何でもできると感じて、速くて危険極まりないスピードで先へ進みました。

利益を上げることに魅惑されて、私たちは物に巻き込まれて、急ぐことに誘い

出されています。あなたに叱られても私たちは立ち止まりませんでした。私た

ちは、世界中の戦争や不正によって目覚めることもなく、貧しい人々や病んで

いる私たちの惑星の叫び声を聞こうとしませんでした。病んでいる世界で、健

康でいられると思い、私たちは関係なく歩み続けました。嵐の海の中にいる今、

私たちは『主よ、起きてください！』、と嘆願します。」 
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2. The COVID-19 pandemic is a stark reminder that 

we are united as one human family and are called 

to cooperate for the common good and dignity of 

all. 

 

It’s an image that’s impossible to forget: Pope Francis alone in St. 

Peter’s Square on a rainy Rome night, praying for the world during the 

COVID-19 pandemic. 

 

Connecting our shared experience to the Gospel story of Jesus calming 

a storm, the Holy Father lamented the injustices we have ignored in the 

years leading up to the pandemic that are even more vivid now. While 

the coronavirus does not discriminate, we know that those who are 

already the most poor and vulnerable are disproportionately affected by 

widespread illness. “In this world, that you love more than we do, we 

have gone ahead at breakneck speed, feeling powerful and able to do 

anything. Greedy for profit, we let ourselves get caught up in things, and 

lured away by haste,” Pope Francis said. “We did not stop at your 

reproach to us, we were not shaken awake by wars or injustice across 

the world, nor did we listen to the cry of the poor or of our ailing planet. 

We carried on regardless, thinking we would stay healthy in a world that 

was sick. Now that we are in a stormy sea, we implore you: ‘Wake up, 

Lord!’” 
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私たちの応答は何でしょうか？ 教皇フランシスコは、私たちにとって、「選

びの時」であると言っていました。私たちは、孤立主義、「自分と自分のものは

第一」という考え方に回るのでしょうか？ それとも、兄弟姉妹たちがどこにい

ても、私たち皆は彼らの「番人」（創世記4・9参照）であることを思い出すた

めにこの時を利用できるでしょうか？ あの夜に教皇フランシスコは、次のよう

に語りました。「主は私たちに問いかけ、嵐の真っただ中にいる私たちに、もう

一度目覚めて、すべてがあがいているように見えるこの時に、力、サポートと

意義を与えることのできる連帯と希望を実践するように招いています。主は私

たちの復活への信仰を再度よみがえらせるために、私たちを目覚めさせてく

ださいます。」 

 

テクノロジーに助けられて、パンデミックはすでに多くの人々が一緒に生活

し、働き、祈ることに、新しい方法を取り入れるためのきっかけとなりました。し

かし、私たちが共有している政治的な生活に対するCOVID-19の完全な影

響が見えるまでには、何年もかかるでしょう。私たちは、相互のつながりに目

覚め、最も傷つきやすい人々を保護することを再び約束することによって、パ

ンデミックに対応する恵みを祈り求めます。 
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What will our response be? Pope Francis said it is a “time of choosing” 

for us. Will we turn to isolationism? A “me and my own first” mentality? 

Or can we use this time to remember that we are all our brothers’ and 

sisters’ keepers, no matter where they are? “The Lord asks us and, in 

the midst of our tempest, invites us to reawaken and put into practice 

that solidarity and hope capable of giving strength, support and meaning 

to these hours when everything seems to be floundering,” Pope Francis 

said that night. “The Lord awakens so as to reawaken and revive our 

Easter faith.” 

 

The pandemic has already led to many people adopting new ways of 

being, working and praying together, facilitated by technology. But it will 

take years before we see the full impact of COVID-19 on our shared 

political life. We pray for the grace to be awakened to our 

interconnectivity and to respond to the pandemic by recommitting to the 

protection of those who are most vulnerable. 
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3． イグナチオの精神に根ざした市民としての献身には、 

組織的な人種差別に立ち向かうことが必要です。 

 

私たちは、米国の全土とその範囲を超えて流れ広がった人種差別に対す

る抗議を背景にして、考慮のためのこの文書を提供しています。ジョウージ フ

ロイド（George Floyd）、ブレナ テイラー（Breonna Taylor）、アーモウ ア

ーベリー（Ahmaud Arbery）の死は、警察官や武装した自警団員によって

殺された、有色人種の女性と男性の、胸が張り裂けるような、長い一覧表へ

の痛恨の追加です。暴力による彼らの死は、正義を求めて叫び、私たちの深

い悲しみと怒りを引き起こします。人々のいのちと尊厳を保護するという私た

ちの決心は、人種差別があるところのどこであっても、それに立ち向かうこと

を私たちに要求しています。組織的な人種差別を取り除こうとしない、イエス・

キリストへの信仰に根ざした政治への献身は、途方もなく不完全です。 

 

イエズス会は、組織的な人種差別への自らの関与を認めています。イエズ

ス会員は、イエズス会の創立期から世界中で、奴隷の所有と貿易に参加しま

した。植民地時代から（合衆国憲法の）修正第13条の通過まで、奴隷にされ

た人々の不本意な労働は、現在米国であるところで、イエズス会の宣教活動

のための努力と教育機関の設立、拡大と維持を助けました。奴隷制度の廃

止後に、一部のイエズス会員は人種差別待遇廃止などのために重大な努力

をしましたが、多くの場合イエズス会員は、債務のために人々を拘束し、黒人

労働者への公正な補償を拒み、黒人男性のイエズス会への入会を断り、礼

拝堂や学校とその他の場所で、人種差別的な分離を継続させることなどで、

差別的な慣行に従事し続けました。 
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3. Ignatian civic engagement requires confronting 

systemic racism. 

 

We offer these reflections against the backdrop of anti-racism protests 

that have swept across the United States and beyond. The deaths of 

George Floyd, Breonna Taylor and Ahmaud Arbery are painful additions 

to a heartbreakingly long list of women and men of color who have been 

killed by police officers or armed vigilantes. Their violent deaths cry out 

for justice and move us to deep sadness and anger. Our commitment to 

protect the life and dignity of the human person requires us to confront 

racism wherever it exists. Any political engagement rooted in our faith in 

Jesus Christ that does not strive to dismantle systemic racism is woefully 

incomplete. 

 

The Society of Jesus acknowledges our own involvement in systemic 

racism. Jesuits participated in slaveholding and the slave trade globally 

since the period of the order’s founding. From the colonial era until the 

passage of the 13th Amendment, the involuntary labor of enslaved 

people in what is now the United States helped establish, expand and 

sustain Jesuit missionary efforts and educational institutions. After the 

abolition of slavery, while some Jesuits made important efforts in causes 

such as desegregation, in too many cases Jesuits continued to 

participate in racist practices such as holding people in debt slavery, 

denying fair compensation to Black workers, refusing to admit Black 

men to the order and perpetuating segregation in worship spaces, 

schools and elsewhere. 
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カナダと米国のイエズス会は、最近になってやっと、受け継いだこの歴史に

本気で立ち向かい始めました。たとえば、米国では、奴隷制度、歴史、追憶と

和解というプロジェクトで、イエズス会所有の奴隷にされた人々の生きた体験

を学術調査しています。このプロジェクトによって、真実を伝え、和解し、癒すと

いうプロセスに取り組んでいます。奴隷として拘束された人々の子孫と対話し

て、歴史的な被害を認め、お互いの関係を修復しようとし、コミュニティ内で

今日も人種的不平等の形で存続している奴隷制度の遺産に立ち向かってい

ます。 

 

カナダでは、イエズス会は全寮制の学校で、先住民族の学生が被ったトラ

ウマを調査する国家の真実と和解委員会（Truth and Reconciliation 

Commission、TRC）に参加しました。その調査の進行において、私たちはま

ず「私たちには責任があります」、次に「申し訳ありません」、そして最後に「私

たちにはあなたがたの助けが必要です」、と言えるように至りました。カナダの

イエズス会は、私たちが運営していた学校にあった過酷な状態、残忍な罰と

性的いたずら、そして伝統的な先住民族の文化を同化することを狙った体制

に参加したことについて正式に謝罪しました。私たちは、自発的にさまざまな

方法でTRCの行動への呼びかけに応答しました。そして私たちは、司牧者や

友人として私たちを受け入れ続けている多くの先住民族の人々に大変感謝

しています。 

 

この仕事には長期的なコミットメントが必要です。私たちは自分たちの失

敗を後悔し、矯正し続けなければなりません。私たちは、奴隷にされた女性と

男性の子孫、先住民の協力者、そして他の有色の人々と一緒に、イエズス会

内外で人種差別に反対して働き続けなければなりません。 
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The Jesuits of Canada and the United States have only begun to 

confront this legacy seriously in recent years. In the United States, for 

example, the Slavery, History, Memory and Reconciliation Project 

researches the lived experiences of enslaved people owned by the 

Society of Jesus. The project is committed to a transformative process 

of truth-telling, reconciliation and healing that, in conversation with the 

descendants of those held in bondage, acknowledges historical harms, 

seeks to repair relationships and works within our communities to 

address the legacies of slavery that persist in the form of racial inequities 

today. 

 

In Canada, the Jesuits participated in the national Truth and 

Reconciliation Commission (TRC) which investigated trauma suffered 

by Indigenous students in residential schools. The process led us first 

to say, “‘We are responsible,’ then ‘We are sorry,’ and finally, ‘We need 

your help.’” The Canadian Jesuits made a formal apology for the harsh 

conditions, brutal punishment and sexual molestation that occurred in 

the school we ran, as well as for our participation in a system aimed at 

the assimilation of traditional Indigenous culture. We have responded to 

the TRC’s calls to action with a number of initiatives, and we are very 

grateful to the many Indigenous people who have continued to welcome 

us as pastors and friends. 

 

This work requires long-term commitment. We must continue to lament 

and redress our failures. We must continue to work with descendants of 

enslaved women and men, Indigenous partners and other people of 

color against racism within the Society of Jesus and beyond. 
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フォーダム大学の神学教授であり、米国の教会で、人種差別に対する正義

についての、最も有力な声の一つであるブライアン・N・マシンゲール（Bryan 

N. Massingale）神父は、人種差別に反対する活動をしながら、祈るように

私たちに勧めます。彼は、2020年6月の“National Catholic Reporter”と

いう雑誌で次のように書きました。「確かに人種差別は政治的な問題であり、

社会的な分裂です。しかし、最も深いレベルにおいて、人種差別は魂（心）の

病です。それは、有色の姉妹兄弟を無感覚に無視するコミュニティをつくるこ

とを可能にする、人間の精神の深遠なゆがみです。この魂（心）の病は、深い

祈りによってのみ癒すことができるのです。確かに社会改革が必要です。公

平な教育の機会、警察の慣例の変化、医療の公平な利用の可能性、雇用と

住宅にかかわる差別の終息は必要です。しかし、一部の利益をもたらし、多く

の人々に恐怖を起こさせる人種差別に邪魔されないで生きることを可能にす

る、私たちが持つ神についての間違った小さなイメージを粉砕できるのは、神

の愛の侵入だけです。」 

 

自分たちの信仰に導かれて、世界中で人種差別に対して立ち上がった数

えきれない信徒は、この文書で私たちが奨励している、福音に触発された市

民活動への献身のとても良い例です。私たちは、神の愛が私たちの心を満た

し、人種差別に対する正義のために戦うように、私たち全員を鼓舞するよう祈

ります。 
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Fr. Bryan N. Massingale, a professor of theology at Fordham University 

and one of the most important voices on racial justice in the American 

church, invites all of us to pray as we work against racism. “Yes, racism 

is a political issue and a social divide. But at its deepest level, racism is 

a soul sickness. It is a profound warping of the human spirit that enables 

human beings to create communities of callous indifference toward their 

darker sisters and brothers,” he wrote in a June 2020 National Catholic 

Reporter article. “This soul sickness can only be healed by deep prayer. 

Yes, we need social reforms. We need equal educational opportunities, 

changed police practices, equitable access to health care, an end to 

employment and housing discrimination. But only an invasion of divine 

love will shatter the small images of God that enable us to live 

undisturbed by the racism that benefits some and terrorizes so many.” 

 

The countless believers whose faith has led them to stand up against 

racism around the world are great examples of the Gospel-inspired civic 

engagement we are encouraging in this document. We pray for God’s 

love to fill our hearts and inspire us all to fight for racial justice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

4． イグナチアンファミリーと呼ばれるイエズス会員とその 

協働者は、和解と正義の使命を帯びて、そしてイエズス

会の使徒職全体の4つの方向づけに導かれて、政治の

改善のために手助けすることができます。 

 

教皇フランシスコの、市民生活において信仰を実践するようにという主張

は、イグナチオの精神の価値観に深く共鳴しています。私たちは、「他者のた

めの女性と男性」になるよう決心しています。その他者とは特に社会の底辺

にいる人々です。2016年に開催されたイエズス会の第36総会は、「私たち

は新たに正義と平和に奉仕するようにと呼びかけるキリストの声を聞いて」

（第１教令25番）、イエズス会員とその協働者に、和解と正義の使命のため、

共に働くように呼びかけました。そして私たちは、聖イグナチオとその最初の同

志をはじめ、歴代のイエズス会員からインスピレーションを受けています。彼ら

は自分たちの信仰に基づいて、活動しながら観想するという生き方をして、世

界から脱却するのではなく世界にかかわることにしました。この価値観と、貧

しい人たちに対して、特別にケアする神への信仰に導かれて、私たちの政治

への関与は、政治をより良いものにすることができます。 

 

政治への関与に関する私たちの熟考は、イエズス会の使徒職の4つの道し

るべになる、「イエズス会使徒職全体の方向づけ」（Universal Apostolic 

Preferences、UAPs）に従ってまとめられています。全イエズス会の数年に

わたる識別のプロセスの成果であり、教皇フランシスコに承認され、イエズス

会の総長であるアルトゥーロ・ソーサ神父によって公布されたUAPsは、私た

ちにとって信仰について考え、公の場でその信仰を実践するための役に立つ

枠組みです。 
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4. The Ignatian family, on a mission of reconciliation 

and justice and guided by the four Universal 

Apostolic Preferences, can help make political 

life better. 

 

Pope Francis’ urging to practice our faith in civic life resonates deeply 

with our Ignatian values: We are committed to being “women and men 

for others,” especially those on the margins of society. The 36th Jesuit 

General Congregation, held in 2016, called Jesuits and lay partners to 

work together in a mission of reconciliation and justice, as “we hear 

Christ summon us anew to a ministry of justice and peace.” And we are 

inspired by generations of Jesuits, going back to St. Ignatius and the 

first companions, who have modeled life as contemplatives in action, 

drawing upon their faith to engage in the world instead of withdrawing 

from it. Civic participation led by these values and our faith in a God who 

has a special care for those who are poor can help us make politics 

better. 

 

Our reflections on political participation are shaped by the Universal 

Apostolic Preferences (UAPs), four guideposts for Jesuit ministry. The 

fruit of a multiyear discernment process across the entire Society of 

Jesus, confirmed by Pope Francis and promulgated by Superior 

General Fr. Arturo Sosa, the UAPs are a useful frame for thinking about 

and practicing our faith in the public square. 
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イエズス会使徒職全体の方向づけは、次の通りです。 

A. 霊操および識別を通して神への道を示す。 

B. 和解と正義のミッションにおいて、貧しい人々、世界から排除された

人々、人間としての尊厳が侵害された人々とともに歩む。 

C. 希望に満ちた未来の創造において若い人々とともに歩む。 

D. 「ともに暮らす家」（地球）への配慮と世話を協働して行う。 

 

UAPsが市民としての生活のために役立つ多くのことを提供していること

は、その表題だけでもわかります。そして私たちがイグナチオの精神に根ざし

た政治のプロセスへの関与について黙想するときに、そのUAPsは背景にあ

るでしょう。 

 

この文書には、話し合いのための設問が含まれています。私たちは、このガ

イドが学校や大学、小教区や社会使徒職センター、管区本部、イエズス会の

すべての共同体とイグナチオの伝統に基づいているすべての使徒職において、

話し合いと市民としての関与への新たな取り組みのために、励ましとなること

を願っています。 

 

 

 反省と話し合いのための設問  

私は、公の場で自分の信仰を活かすという呼びか

けをどのように実感しているでしょうか？ 
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The UAPs are: 

A) To show the way to God through the Spiritual Exercises and 

discernment; 

B) To walk with the poor, the outcasts of the world, those whose dignity 

has been violated, in a mission of reconciliation and justice; 

C) To accompany young people in the creation of a hope-filled future; 

D) To collaborate in the care of our common home. 

 

It’s clear from the titles of the UAPs themselves that they have much to 

offer civic life, and they will be our backdrop as we meditate on Ignatian-

informed participation in the political process. 

 

We’ll include discussion questions throughout the document, and we 

hope that this guide will encourage conversation and a renewed 

commitment to civic engagement across the Ignatian family, from 

schools and colleges and universities to parishes and social centers and 

provincial offices to Jesuit communities and all ministries that carry on 

the Ignatian tradition. 

 

For reflection and discussion: 

How do I feel called to live out my faith in public? 
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5． 私たちの市民としての関与の仕方は、イグナチオの霊性

に根ざすものです。 

 

イエズス会の使命の中心には、霊操と識別があります。私たちのすべての

使徒職は、イグナチオの霊的伝統に基づいています。そして、独自の方法で神

への道を示そうとしています。教皇フランシスコが、UAPsを承認する手紙に

書いたように、「祈りに満ちた態度なしには、他の方向づけも実を結びませ

ん。」ですから、イグナチオの精神に基づいて、政治への関与について熟考す

るときには、私たちは自分たちが置かれている状況の、祈りに満ちた観想から

始めます。 

 

 

 反省と話し合いのための設問  

イエスに従うことに献身している人として、その  

献身はどのように私の政治への関与に反映され

ているでしょうか？ イグナチオの霊性と識別は、 

私の市民として関与する方法に、どのように導くこ

とができるでしょうか？ そして今度、私の市民とし

ての関与は、どのように私の祈りの一部になること

ができるでしょうか？ 
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5. Ignatian spirituality shapes our participation in 

civic life. 

 

The Spiritual Exercises and Ignatian discernment lie at the heart of the 

Jesuit mission. All our works are grounded in the Ignatian spiritual 

tradition and seek, in their own way, to show the way to God. As Pope 

Francis wrote in his letter confirming the UAPs, “Without this prayerful 

attitude, the other preferences will not bear fruit.” So, prayerful 

contemplation of our context is where we start when we reflect on 

political participation from an Ignatian perspective. 

 

For reflection and discussion: 

As someone who is committed to following Jesus, how does my 

political participation reflect that commitment? How might Ignatian 

spirituality and discernment guide my participation in civic life? How 

might my civic engagement, in turn, become a part of my prayer? 
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6． 私たちは、政治を含むすべてにおいて神を見いだそうと

します。 

 

G・K・チェスタトンは、神がすべてのものに宿っているという聖イグナチオの

熟考を反映するある一節で、次のように書いています。「あなたは食前の祈り

を唱えます。非常に良いことです。しかし私は、コンサートやオペラの前、劇や

パントマイムの前、本を開く前、また、スケッチや絵を描く前、水泳、フェンシン

グ、ボクシング、散歩、遊び、ダンスの前、そしてペンをインクに浸す前に祈りま

す。」私たちは、神を常に思い出さなくても、神の現存に常にそして明確に気

づいていなくても、神が常にこの世で活動しているという私たちの信念を確

信して、このリストに政治にかかわる活動を追加することができます。 

 

政治の混乱のなかで神を見いだすという開かれた心で、市民としての関

与に取りかかれば、私たちの献身は、ケーブルニュースやマスコミでよく見ら

れるより暗い傾向と比べて、どのように異なってくるでしょうか？ そのように取

りかかれば、私たちは、毎日の糾明という祈りによって、たびたび得られる同

じような実りを見いだすかもしれません。その実りとは、より大きな感謝、予期

せぬ場所での神のより深い認識、自分自身の欠点を認める謙虚さ、そして、

自分の成長を助ける神の優しい慈悲への信頼です。これらすべては、私たち

の政治への関与のため、非常に役立つ聖霊のたまものです。 

 

そもそも、私たちを政治に関与するように引き寄せるのは、専心してあらゆ

ることにおいて神を見いだそうとすることです。私たちの市民としてのコミット

メントの土台は、神にかたどって創造されて、受胎の時から自然死まで、そし

てその間にあるすべての段階において、キリストの顔を帯びている、それぞれ

の人間の尊厳を認識しているということです。 



32 

 

6. We try to find God in all things — including 

politics. 

 

“You say grace before meals. All right,” wrote G.K. Chesterton, in a 

passage that echoes St. Ignatius’ reflection that God dwells in all things. 

“But I say grace before the concert and the opera, and grace before the 

play and pantomime, and grace before I open a book, and grace before 

sketching, painting, swimming, fencing, boxing, walking, playing, 

dancing and grace before I dip the pen in the ink.” We can add our 

political life to this list, confident in our belief that God is always active in 

the world, even if we don’t always remember it or if God’s presence isn’t 

always readily apparent. 

 

If we approached civic involvement open to finding God in the 

messiness of politics, how might our engagement be different from the 

darker spirit we often find on cable news and social media? Maybe we 

would find some of the same fruits that often come with praying the 

Examen daily: increased gratitude, deepened awareness of God in 

unexpected places, humility in acknowledgment of our own 

shortcomings paired with trust in God’s gentle mercy to help us grow. 

These are all gifts of the Holy Spirit that would benefit our political life 

immensely. 

 

It is our dedication to finding God in all things that draws us toward the 

political life in the first place. The foundation of our civic engagement is 

recognizing the dignity of all human beings, each one of whom is created  
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 考察と話し合いのための設問  

政治は、神を見いだそうとするための力を引き出す

場になり得るのです。政治において働いておられ

る神を見いだすために、どういう祈りや行いが手

助けになるでしょうか？ 
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in the image of God and bears the face of Christ, from the time of 

conception until natural death, and at all stages in between. 

 

For reflection and discussion: 

Politics can be a challenging place to find God. What prayers or 

practices can help me to see God at work there? 
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7． 私たちにとって、霊的で、価値のある、大きな課題は、  

自分自身の政治的な見解から自由になるための訓練

です。なぜなら私たちは、福音に照らされて決定を下す

ように呼ばれているからです。 

 

聖イグナチオは、『霊操』のなかで、「人間が創られているのは、主である

神を賛美し、敬い、仕えるためであり」（23番）、私たちはその特定の使命を

果たすために手助けとなる物事、経験や人々とのみかかわるべきです、と書

いています。これは、神と隣人への愛を妨げ得るあらゆるものへの不健全な

愛着を手放す、ということを意味しています。 

 

愛着の顕著な源の一つは、特に分裂しているこの時代において、私たち自

身の個々の政治的見解です。私たちは、自分たちの先入観にとらわれて、そ

の見解に従って献身しすぎる可能性があるため、最近の研究の結果が暗示

するように、個人の道徳的枠組みによってその人の政治的イデオロギーがつ

くられるのではなく、たびたびその逆です。しかし私たちの信仰は、前者の方

を要求しています。 

 

テキサス州、ブラウンスビルのダニエル・E・フローレス（Daniel E. Flores）

司教は、2020年6月に行われたインタビューで、このトピックについて次のよ

うに語っています。「私たちの課題は、教会の教え、私たちの信仰、福音、そし

てキリスト自身が、私たちの政治組織の編成、政治の分野や政治の世界への

関与の光となることを可能にすることです。私たちは社会に関与する必要が

あります。物事を判断するための主なレンズは福音でなければなりません。 

しかし、時々私たちは、――私たちは必ずしもそれに気づいているわけでは 
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7. A big, worthwhile spiritual challenge is to 

practice detachment from our own political views. 

We are called to make choices in light of the 

Gospel. 

 

In the Spiritual Exercises, St. Ignatius writes that God created humans 

to “praise, reverence, and serve God,” and we should only engage with 

things, experiences and people as much as they help us fulfill that 

specific mission. This means leaving aside unhealthy attachments to 

whatever it is that might get in the way of loving God and neighbor. 

 

One prominent source of attachment is our own individual political 

opinions, especially in this polarized era. We can be so committed to our 

biases that recent studies suggest that individuals’ political ideologies 

often shape their moral framework, instead of the other way around — 

the opposite of what our faith demands. 

 

“Our challenge is to let the teaching of the Church, our faith, the Gospel, 

the person of Christ himself, to be the light by which we organize our 

politics and our involvement in the political field, and in the political 

world,” Bishop Daniel E. Flores of Brownsville, Texas, said on this topic 

in a February 2020 interview. “We have to be involved in society, but the 

Gospel has to be the principal lens through which we judge things. But 

sometimes — and we aren’t even always conscious of it — we allow our 

politics to be the lens by which we judge the Gospel. And I think that’s  
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ありませんが――政治についての自分たちの見解が、福音を判断するため

のレンズになることをゆるしてしまいます。それは、教会のなかの分裂の原因

の一つだと思います。」 

 

私たちの優先順位を決めるにあたって、カトリック社会教説の導きを受け

入れるなら、人間のいのちと尊厳を守ろうとする私たちの一貫した決心によっ

て、私たちが「政治的にホームレス」になってしまう可能性もあります。それは、

その決心によって、どちらの党のプラットフォームにも合わない問題について

の、私たちの見解が明確に現れるからです。米国の司教たちは、「塩と光の

共同体」（マタイ福音書5・13-16参照）という文書で、その一貫性について

次のようにきれいに述べています。 

 

見境のない個人主義のこの時代に、私たちは家族とコミュニティを

支持する。強烈な消費主義のこの時代に、私たちは、持っているもので

はなく、お互いにどのようにかかわるかが大切であることを強調する。

かかわりにおいての維持や勤勉な努力を重視しないこの時代に、私た

ちは、結婚が永遠不変のものであり、子どもが重荷ではなく、恵みであ

ることを信じている。孤立が増しているこの時代に、より広い世界に対し

て、平和を求め、移民を歓迎し、苦しんでいる子どもたちと難民のいの

ちを守る責任があるということを、私たちは国家に思い出させる。金持

ちがさらに金持ちになり、貧しい人がさらに貧しくなるこの時代に、私た

ちは、私たちの社会の道徳テストが、私たちの間に最も弱い立場に置

かれている人々をどのように扱い、どのようにケアするのかを主張する。 

 

政治についての対話や政治への関与において、自分自身の政治的見解に

とらわれないで、自由になるということは、私たちが最初に同意できない、誰

かの方が正しいかも知れないということや、真実全体が一つの党あるいは 
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one of the sources of the division within the body of the Church.” 

 

When we let Catholic social teaching guide our priorities, we might find 

that our consistent defense of human life and dignity leaves us 

“politically homeless,” staking out positions on issues that don’t conform 

to any party’s platform. The bishops of the United States describe this 

consistency beautifully in their document “Communities of Salt and 

Light”: 

 

At a time of rampant individualism, we stand for family and 

community. At a time of intense consumerism, we insist it is not 

what we have, but how we treat one another that counts. In an 

age that does not value permanence or hard work in relationships, 

we believe marriage is forever and children are a blessing, not a 

burden. At a time of growing isolation, we remind our nation of its 

responsibility to the broader world, to pursue peace, to welcome 

immigrants, to protect the lives of hurting children and refugees. 

At a time when the rich are getting richer and the poor are getting 

poorer, we insist the moral test of our society is how we treat and 

care for the weakest among us. 

 

Detachment in political conversations and participation means being 

open to the possibility that someone we disagree with at the start might 

be right, or that the whole truth might not lie in a single party’s or 

candidate’s platform. We approach others with  the “Ignatian 

Presupposition” from the Spiritual Exercises in mind — to be more ready 

to generously interpret another’s views than to jump to conclusions  
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一人の候補者のプラットフォームにはない可能性にオープンであるということ

です。私たちは、『霊操』にある「イグナチオによる前提」（『霊操』22番参照）

を念頭において、他の人々に近づくのです。その前提とは、たとえ相手との不

一致が深刻であるとしても、速断してその人の悪意だという結論を出すより、

彼の見解を寛大に解釈する心構えがなければならないということです。 

 

自分の見解にとらわれないで、自由になるというのは、私たちのものと非常

に異なる意見を持っている人々の立場にたって、それぞれの人の動機、世界

観、痛みを理解しようとすることです。自分自身の狭い視点を手放すことによ

ってのみ、私たちは和解への第一歩である共通の基盤を見いだすことができ

るのです。 

 

自分自身の見解から自由になるというとらわれないことによって、正義のた

めに働くことや、私たちにとって大事である問題について、思い切って意見を

述べる情熱が衰えてはなりません。私たちは世界をより良いものに変えようと

していますが、それには何らかの対立が必然的に伴うことになります。しかし、

他のすべての人を、神にかたどって創られ、神に愛されている子どもたちとし

てみなすということは、私たちが尊敬をもってすべての人にかかわることを必

要とします。 

 

 反省と話し合いのための設問  

私は、私自身の政治的信念にとらわれないで、  

どの程度自由になっているでしょうか？ 私の見解

のいくつかが、完全に福音と一致していない可能

性を本当に受け入れようとしているでしょうか？ 

原則と価値観の核心にコミットし続けながらも、 

どうすればもっとオープンになれるでしょうか？ 
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about bad intent, even if our disagreement with them is profound. 

 

Detachment means trying to stand in the shoes of those who have very 

different opinions than we do and trying to understand their motivations, 

their worldview and their pain. It is only by letting go of attachment to our 

own narrow perspective that we might be able to find the common 

ground which is the first step toward reconciliation. 

 

Detachment from our own views should not diminish our passion in 

working for justice, or in speaking out on issues that are close to our 

hearts — we seek to transform the world for the better, which inevitably 

entails some conflict. But seeing all other people as beloved children of 

God, created in God’s image and likeness, requires us to treat all people 

with respect. 

 

For reflection and discussion: 

How detached am I from my political beliefs? Am I truly open to the 

possibility that some of my views may not be perfectly in line with the 

Gospel? How can I become more open, while also remaining committed 

to core principles and values? 
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8． 市民生活にかかわる難しい選択ができるためには、  

識別が必要です。 

 

イエズス会の総長は、「イエズス会使徒職全体の方向づけ」（UAPs）を公

表した書簡において、次のように書いています。意思決定を必要とするすべて

のときに、イエズス会員は、「個人的にも共同体としても霊的識別を実践し、

広めることに専念しています。これは、常に私たち自身が聖霊の導きに身を委

ね、神の意志を求め、見いだすという選択です。」 

 

良い選択肢と悪い選択肢が明確である場合、その決定のための識別は必

要ではありませんが、政治にかかわる最も多くの選択の場合、判断はそれほ

ど明らかではないのです。私たちは、貧困に対してどのように戦いますか？ 

どのように移民を歓迎しますか？ 人種差別をどのように廃止しますか？ 私

たちの刑事司法制度を、より公正なものにするにはどうしますか？ 女性蔑視

や性差別をどのように終わらせますか？ どのようにして、胎児を含む人類家

族の最も傷つきやすいメンバーを保護しますか？ 私たちは、誰もが分かち合

いのための共有できる物理的および精神的な空間と時間をつくり、そこです

べての視点が考慮され、賛否両論が評価されて、そして話し合いに、祈りなが

ら考察できる期間を取り入れて、これらの質問とその他のたくさんの質問に

ついて、伝統的な識別の方法をもたらすことができます。 

 

真の識別には、私たちの最も深いところで、キリストとの関係を深めること

が必要です。真の識別は、他の人々に自分の見解を押し付けるのではなく、

自分一人では成し得ないという謙虚な態度で、私たちの世界に対する神の

希望と、その希望を実現するための最善の方法について、他の人々と協力し

てさらに学ぶということです。 
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8. The difficult choices in civic life call for 

discernment. 

 

In all moments that call for decision making, the Jesuits are “committed 

to practicing and spreading spiritual discernment, both personal and 

communal,” Father General writes in the letter promulgating the UAPs. 

“This is a choice to seek and find the will of God, always, letting 

ourselves be guided by the Holy Spirit.” 

 

Discernment isn’t required for decisions that have clear good and bad 

options, but political life is dominated by judgment calls that aren’t so cut 

and dry: How do we fight poverty? Welcome immigrants? Dismantle 

racism? Make our criminal justice system fairer? End sexism and 

gender discrimination? Protect the most vulnerable members of the 

human family, including the unborn? We can bring our tradition of 

discernment to these questions and hundreds more, creating physical 

and spiritual spaces where everyone has room and time to share, all 

perspectives are considered, pros and cons are weighed and periods of 

prayerful reflection frame the conversation. 

 

Real discernment requires us to nurture our relationship with Christ in 

that deepest part of our self. It is not about imposing our views on others, 

but about collaborating to learn more about God’s hopes for our world 

and how best to live those out, in the humility that we cannot do it alone. 
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 反省と話し合いのための設問  

政治分野にかかわる識別には、自分にとって問題

となり得るものも含め、さまざまな視点からの見解

を聴くことが必要です。自分は、どういう声に耳を

貸していますか？ どういう声を無視していますか？ 
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For reflection and discussion: 

Discernment in the political sphere requires hearing from a wide variety 

of perspectives, including those I may find troubling. Which voices do I 

listen to? Which voices do I tune out? 
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9． 私たちの政治への取り組みは、社会の周辺にいる人々

との親密なかかわりに根ざしています。 

 

イエズス会員であるグレグ ボイル（Greg Boyle）神父の、お気に入りの

一つのことばは、「親類感」です。 

 

ボイル神父は、ロサンゼルスの近くにあるボイル ハイツ（Boyle Heights）

で、ギャングメンバーと活動するホームボーイ インダストリーズ（Homeboy 

Industries）を設立し、そこで指導者として務めています。彼は、ホームボーイ

のビジョンを説明するために「親類感」という用語を使っています。 

 

彼は、現代の一流書物である“Tattoos on the Heart：The Power of 

Boundless Compassion”（『心の入れ墨：無限の思いやりの力』）で次の

ように書いています。「他者に奉仕するのは良いことです。それは始まりです。

しかし、大舞踏場に通じる廊下に過ぎません。親類感は、他者に奉仕するの

ではなく、他者と共に現存するということです。」 

 

このビジョンは、『心の入れ墨』の詩的な部分で、最も美しくとらえています。

そこで、誰をも除外しない、常により広くする「親類感」の輪が描き出されてい

ます。全文を読むと、考えてみる甲斐が大いにあります。 

 

私たちを切り離せるような昼の光はない。 

親類感だけである。神が認知できるような、親類感のコミュニティを

創造し、じわじわとお互いにより近くなる。まず、私たちは神と共にこの

思いやりの輪を想像する。次に、自分たちを社会の周辺に近づかせて、

周辺そのものがなくなったかのように、誰もその思いやりの輪の外にい 
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9. Our approach to politics is rooted in closeness 

with those on the margins of society. 

 

One of Fr. Greg Boyle, SJ’s, favorite words is “kinship.” 

 

Fr. Boyle founded and serves as the director of Homeboy Industries, 

which works with gang members in the Boyle Heights neighborhood of 

Los Angeles. He uses “kinship” to describe Homeboy’s vision. 

 

“Serving others is good. It’s a start. But it’s just the hallway that leads to 

the Grand Ballroom,” he writes in his modern classic “Tattoos on the 

Heart: The Power of Boundless Compassion.” “Kinship — not serving 

the other, but being one with the other.” 

 

This vision is most beautifully captured in a poetic section also from 

“Tattoos on the Heart,” which describes an ever-widening circle of 

kinship that leaves nobody out. It’s worth considering in full: 

 

No daylight to separate us. 

 

Only kinship. Inching ourselves closer to creating a community of 

kinship such that God might recognize it. Soon we imagine, with 

God, this circle of compassion. Then we imagine no one standing 

outside of that circle, moving ourselves closer to the margins so 

that the margins themselves will be erased. We stand there with 

those whose dignity has been denied. We locate ourselves with  
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ないことを想像する。私たちは、尊厳が否定された人々と共にいる。私た

ちは、貧しい人々、無力な人々、声のない人々と共に同じ位置にいる。社

会の周辺で、私たちはたやすく軽蔑され、容易に除外されている人々に

加わる。悪魔に取りつかれたかのようにされることがなくなるよう、悪魔

に取りつかれたかのようにされた人々と共に立つ。いつか人々を使い捨

てにすることを止める日が来るように、私たちは、使い捨てにされている

人々のすぐ隣に立っている。 

 

この一節は、教皇フランシスコの「使い捨ての文化」――市場経済の発展

に貢献しないから、貧しい人々と傷つきやすい人々が使い捨てにされる文化

――とその対策になる「出会いの文化」――境界を越え、社会の周辺に押し

やられた人々と関係を築くように、権力と特権のある人々に呼びかける文化

――を思い起こさせます。 

 

「イエズス会使徒職全体の方向づけ」（UAPs）で述べられているように、

「貧しい人々とともに歩む」ためには、彼らに近づくこと、真剣に彼らの話を聴

き、そして彼らの苦しみの原因となっている、社会的不公正を理解するための、

勤勉な働きが必要です。ボイル神父が書いているように、「私たちが求めてい

ることは次のことです。貧しい人々がどのようにその負担を背負っているか、と

いうことについての判断を下すのではなく、彼らが耐えなければならないこと

に対して、畏敬の念を抱く思いやりの心です。」 

 

地域奉仕イベントや短期の奉仕ツアーは良い出発点ですが、私たちはさら

に進むように呼ばれています。社会の周辺にいる個人やコミュニティとの持続

的なつながりと真の関係は、最終的に私たち自身の回心をもたらします。除

外された人々と共に歩むということには、不正を被った人々が、自分たちの声

をつかって解決策を提案し、それに向かって取り組むことができるようにする 
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the poor and the powerless and the voiceless. At the edges, we 

join the easily despised and the readily left out. We stand with the 

demonized so that the demonizing will stop. We situate ourselves 

right next to the disposable so that the day will come when we 

stop throwing people away. 

 

This passage calls to mind Pope Francis’ “throwaway culture” — in 

which the poor and vulnerable are disposed of because they don’t 

contribute to the expansion of a market economy — and its antidote, the 

“culture of encounter,” which calls on those with power and privilege to 

cross boundaries and build relationships with people pushed to the 

margins. 

 

“To walk with the poor,” as it’s stated in the Universal Apostolic 

Preferences, requires closeness to them, deep listening to their stories 

and the hard work of understanding the social injustices that are 

contributing to their suffering. As Fr. Boyle writes: “Here is what we seek: 

a compassion that can stand in awe at what the poor have to carry rather 

than stand in judgment at how they carry it.” 

 

Community service events and short-term service immersion trips are a 

good start, but we are called to go further. Sustained connection and 

genuine relationships with individuals and communities on the margins 

ultimately lead to our own conversion. True accompaniment on the 

margins includes making sure those affected by injustice are able to use 

their own voices to propose and work for solutions. “The world’s peoples 

want to be artisans of their own destiny…They do not want forms of  
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ことが含まれます。教皇聖パウロ6世が自己決定の重要性について書いた文

言を借りて（『ポプロールム・プログレシオ――諸民族の進歩推進について

――』、65番参照）、教皇フランシスコは次のように語っています。「世界のす

べての民族は自らの将来を建設していきたい。…彼らは、権力のより強い

人々が自分たちほど力のない人々に従属させるような形での保護か干渉は

ほしくありません。」「声のない者のための声になる」という言い習わしは、胎

児の支持のためならつかえますが、公然と社会の周辺に追いやられた個人

やグループと活動する場合、適していません。 

 

多くの場合、除外あるいは抑圧された人々を考えると、私たち自身のイエズ

ス会の学校、小教区、大学、管区の事務所の門の外を見ることができます。し

かし、サンフランシスコ大学の多様性への関与とコミュニティ・アウトリーチを

担当する副学長、メアリー  ワーデル  ギラドゥッツィ（Mary Wardell 

Ghirarduzzi）博士が、イエズス会員とその同僚のためのプログラムへの演

説で言ったように、貧しい人々と共に歩むというUAPsの呼びかけは、「愛する

共同体として、驚くべき、そして美しい仕事をしているにしても、私たちのうちに、

そして私たちの間にある状態、見えなくされているという状態から脱出するこ

とを求めています。私たちは…私たちの間で、貧しい人々が誰であるかを考

えるように、と呼びかけられています。」イエズス会員とその協働者、そして私

たちの幅広いネットワークは、人種、民族性、ジェンダーとその他に基づく除外

の罪に対して免疫がありません。私たちが、抑圧された人々と共に歩み、彼ら

から誠実に学ぶように努力するときに、非常に重要なのは、我が家から始め

なければならないということです。 

 

 反省と話し合いのための設問  

私の友人のなかで、私とは違う社会階級、人種 

あるいは文化から来ている人は何人いますか？ 
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tutelage or interference by which those with greater power subordinate 

those with less,” Pope Francis has said, borrowing a phrase about the 

importance of self-determination from St. Pope Paul VI’s encyclical 

“Populorum Progressio” (“On the Development of Peoples”). The saying 

“voice for the voiceless” works for our advocacy on behalf of the unborn, 

but it does not fit while working with other marginalized individuals and 

groups in the public sphere. 

 

Often, when we think about those who are excluded or oppressed, we 

can look outward — outside the gates of our own Jesuit school or parish 

or college or office. But as Dr. Mary Wardell-Ghirarduzzi, Vice Provost 

for Diversity Engagement and Community Outreach at the University of 

San Francisco, said during an address to the Ignatian Colleagues 

Program, the UAPs’ call to accompany the poor requires us to “break 

away from this invisibility that is in and amongst us, even as we are 

doing this remarkable and beautiful work as a beloved community. We 

are being called…to think about who are the individuals who are the 

poor amongst us.” The Ignatian family and our wide network of 

institutions are not immune to sins of exclusion based on race, ethnicity, 

gender and more. As we strive to accompany those who are oppressed 

and truly learn from them, it is essential for us to start right at home. 

 

For reflection and discussion: 

How many of my friends come from a different social class, race or 

culture from my own? 
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10． 私たちは、除外された人々の話を聴く、そして時のしる

しを読む。この「二重の聴く」（dual listening）によって、

私たち自身、私たちの政治にかかわる優先順位、そして

私たちの行動が整えられます。 

 

貧しい人々や傷つきやすい人々に実際に近づくことによって、政治にか

かわる行動を通して、社会正義のために働きたい願望は生まれてきます。友

情は私たちを変えました。そして私たちは、私たちの友人を抑圧している社会

構造を変えるために、彼らと一緒に働きたい、と思わざるを得ません。 

 

出エジプト記（3・7-10参照）では、神は奴隷になっているイスラエル人の

叫び声を聞き、彼らのために介入します。被抑圧者に対する神の特殊な愛は、

常に私たちの心と思いにあって、政治にかかわる私たちの優先順位を具体

化するはずです。私たちは、経済が、社会の上部にいる人たちにどのように役

立つかではなく、実質的に貧しい人々にどのように役立つか、によって判定し

ます。 

 

マーガレット シルフ（Margaret Silf）は、“Companions of Christ: 

Ignatian Spirituality for Everyday Living”（『キリストの同志：日常生

活のためのイグナチオ的霊性』）という書物において、注意深く私たちの周り

の幅広い世界に耳を傾けて、「時のしるしを読む」という実践について次のよ

うに書いています。 

 

時のしるしを読むということは、「社会の直接の表面の下にある、見え

ない流れに触れながら、そのレベルにおいて、何が私たちをより完全な 
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10. We hear stories of the marginalized and we 

read the signs of the times. This “dual listening” 

shapes us, our political priorities and our action. 

 

Emerging from real closeness with those who are poor and vulnerable 

comes a desire to work for social justice through political action. 

Friendship has changed us, and we can’t help but want to work together 

to change the social structures that are oppressing our friends. 

 

In the Book of Exodus, God hears the cries of the Israelites in slavery 

and intervenes on their behalf. God’s special love for the oppressed 

should always be on our hearts and in our minds, shaping our political 

priorities. We judge the economy not by how it serves those at the top, 

but those who are materially poor. 

 

In her book “Companions of Christ: Ignatian Spirituality for Everyday 

Living,” Margaret Silf writes about extending careful, attentive listening 

to the wider world around us in a practice of “reading the signs of the 

times.” 

 

This work of reading the signs of the time, Silf writes, 

 

is about getting in touch with the invisible currents under the 

immediate surface of society, and discerning, at this level, what is 

leading us towards a fuller humanity, and what is diminishing our 

human-ness. In each of us there is a potential mystic and a  
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人間性に導いているのか、そして何が私たちの人間性を衰退させてい

るのかを識別するということです。私たち一人ひとりには、潜在的な神

秘家と預言者がいます。神秘家は、物事の表面下で実際に起こってい

ることを直観し、普通のことの真っただ中に神を見いだして、神の目で

他の人々を見ます。預言者は、神秘家が見ているものに対処します。彼

は、人類の満ち溢れるいのちへの旅を損なう恐れのあるものすべてに

挑戦し、その旅に栄養と力を与えるすべてを奨励します。 

 

シルフがもっている、私たちの中での神秘家や預言者についてのイメージ

は、「行動において観想する人になる」というイエズス会員のコミットメントを

反映しています。私たちは、社会の周辺で苦しんでいる人々において、キリスト

の顔を観ます。そして、私たちの社会をつくっている勢力に特別な注意を払い

ます。その「二重の聴く」によって、政治にかかわる私たちの優先順位を識別

します。それから、この識別は預言的行動へと私たちを導きます。 

 

 

 反省と話し合いのための設問  

今日、最も人間のいのちと尊厳を脅かしている  

社会的勢力は何でしょうか？ 私は、自分自身の

生活において、そして、コミュニティの他のメンバー

と協力して、どのようにそれらの勢力に対処できる

でしょうか？ 
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potential prophet. The mystic intuits what is really going on 

beneath the surface of things, notices the divine amid the ordinary, 

and sees others with God’s eyes. The prophet addresses what 

the mystic sees, challenging all that is threatening to undermine 

humanity’s journey towards life-in-all-its-fullness, and 

encouraging all that is nourishing and empowering that journey. 

 

Silf’s image of a mystic and prophet inside of us echoes the Jesuit 

commitment to being “contemplatives in action.” We see the face of 

Christ in those suffering on the margins and we pay careful attention to 

societal forces that are shaping our communities. We discern our 

political priorities from that dual listening. And this discernment leads us 

to prophetic action. 

 

For reflection and discussion: 

What societal forces are most threatening to human life and dignity 

today? How might I be able to address them — in my own life and in 

collaboration with other members of my community? 
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11． 私たちの惑星（地球）は、危険にさらされています。  

これは、私たちが無視できない時のしるしです。 

 

カナダのオンタリオ州グエルフにあるイエズス会イグナチオ・センターのグ

レグ ケネディ（Greg Kennedy）神父は、次のように書いています。「あなた

は喜んで受け取った、ある贈り物を考えてください。それは、衣料品、宝石、あ

るいは芸術作品だったかも知れません。それともそれは、あなたの子どもか友

達がつくったもの、あるいは親愛なる祖父があなたに与えた家宝であったで

しょうか。それが何であれ、今それを想像して、もらった瞬間を思い出してくだ

さい。あなたにその特別な贈り物をくれた人を、想像してみてください。そして、

その人の顔を思い浮かべてください。 

 

今度は、あなたがその贈り物をトイレに流したり、あるいはハンマーで打ち

壊したりしているところを、贈ってくれた人に見られたら、とその顔の表情を想

像してみてください。」 

 

私たちが、これほどずうずうしく地球を破壊することは、共通の家としてこの

地球を与えてくださった神に対して、同じことをしているのです、とケネディ神

父は書いています。「私たちが、もらっているこの地球で、まだどれほど不満で

あるかを見て、地球の創造主はどのように感じているでしょうか？ この地球

上のすべての人が、北米の人々と同じような生活

をし、私たちと同じように消費や廃棄をした場合、

地球5つ分相当が必要となります。私たちは、〈あり

がとう〉ではなく、〈これだけですか〉、と繰り返して

言っているようです。」 
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11. One sign of the times we cannot ignore: Our 

planet is in peril. 

 

“Think of one gift you delighted in receiving. Perhaps it was a piece of 

clothing, or jewelry, or art. Maybe it was something your child or friend 

had made, or an heirloom passed on to you by a dear grandparent,” 

writes Fr. Greg Kennedy, SJ, of the Ignatius Jesuit Centre in Guelph, 

Ontario, Canada. “Whatever it is, picture it now and remember the 

moment you received it. See the person who gave you this special gift. 

Bring their face to mind. 

 

“Now imagine the look on their face as they watch you take their gift and 

flush it down the toilet or smash it with a hammer.” 

 

This is how we’re treating God, who has given our common home to us 

as a gift, when we destroy the Earth so brazenly, Kennedy writes. “How 

must the Creator of the Earth feel when he sees how unhappy we are 

with what we receive? If everyone on this planet l ived like North 

Americans, consuming and disposing as we do here, human beings  

would need the 

equivalent of five 

Planet Earths just 

to keep up. Rather 

than ‘thank you’ 

we repeatedly say, 

‘is that all?’” 
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ケネディ神父は、教皇フランシスコが2015年に発表した画期的な回勅

『ラウダート・シ』を反映しています。教皇自身は、回勅から引用して、同じ年

にTwitterに投稿したように、「わたしたちの家である地球は、ますます巨大

なゴミ山の体（てい）をなし始めています。」（『ラウダート・シ』21番参照）。

教皇の英語のポストだけでも、6万回以上リツイートされました。これは、教皇

のポストの中では、最もリツイートされたものの一つです。彼の率直さは痛い

ところに言及して、私たちを行動へと呼びかけます。 

 

二酸化炭素排出やその他の汚染による、地球への被害についての意識は、

かつてないほどに高まっています。そして、より忠実に創造の贈り物のケアを

するために、私たち全員が、自分の役割としてできることはたくさんあります。

創造の美しさに触れれば、それを保護するために、もっとたくさんのことをする

よう励ましになり得るのです。『ラウダート・シ』において、教皇フランシスコは

次のように書いています。「全物質界は、神の愛を、わたしたちへの神の限り

なき愛の思いを語っています。土壌、水、山々、つまりあらゆるものは、いわば

神の愛撫です。わたしたちの神との友情の歴史はいつも、濃密な個人的意味

を帯びた個別の場所と常に結びついています。場所を思い出し、またそうした

記憶を思い返すことは、わたしたち皆にとって大いにためになります。丘陵地

帯で育った人、泉の傍らに座ってはそこから飲んでいた人、外に出て近所の

広場で遊んだ人なら、誰にとっても、そうした場所に戻ることは、何かしら本当

の自分を取り戻すいい機会です。」（『ラウダート・シ』84番参照） 

 

創造への接近を育むことによって、私たちは変わります。私たちが自然との

関係によって、すでに受けた影響は何か、そして、どのようにより深い回心に

招かれているかを知るため、環境に関する自分の意識の糾明を行うことは、

イグナチオの独自の方法です。 
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Kennedy echoes Pope Francis’ groundbreaking 2015 encyclical 

“Laudato Si’.” As the Holy Father posted on Twitter that same year, 

excerpting from the document, “The earth, our home, is beginning to 

look more and more like an immense pile of filth.” The tweet was shared 

more than 60,000 times on the pope’s English account alone, one of the 

most retweeted posts the Holy Father has ever made. His directness 

struck a nerve and calls us to action. 

 

Awareness of the damage we are doing to our planet through carbon 

emissions and other forms of pollution is higher than ever, and there are 

lots of ways we can all do our part to steward the gift of creation more 

faithfully. Getting in touch with the beauty of creation can encourage us 

to do more to protect it. “The entire material universe speaks of God’s 

love, his boundless affection for us. Soil, water, mountains: everything 

is, as it were, a caress of God,” Pope Francis writes in “Laudato Si’.” 

“The history of our friendship with God is always linked to particular 

places which take on an intensely personal meaning; we all remember 

places, and revisiting those memories does us much good. Anyone who 

has grown up in the hills or used to sit by the spring to drink, or played 

outdoors in the neighborhood square; going back to these places is a 

chance to recover something of their true selves.” 

 

Cultivating this closeness with creation changes us. Taking part in an 

ecological examen is a uniquely Ignatian way to see how we have 

already been affected by our relationship with nature and how we might 

be called to deeper conversion. 
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地球のために政治に取り組むことは、創造物を保護する重要な方法でも

あります。エネルギーと物資の消費を削減するための、個人や地域社会の努

力は値打ちがあり、徳の生き方の一部ですが、それぞれの政府は、創造に好

意的な法律や政策を通じて、巨大で確かな影響を与えることができます。で

すから、部屋を出るときは電気を消す必要がありますが、選出された代表者

に手紙を書いたり、気候に関する行動を駆り立てる抗議に参加したりする必

要もあります。2019年に、イグナチオの精神に基づいた多くの若者の主導で、

世界中において行われた気候に関するストライキは、市民による地球のため

の取り組みの好例を提供しました。 

 

創造のケアは、貧しい人々と歩み、社会正義のために働くことと密接につな

がっています。このつながりは、「総合的なエコロジー」（integral ecology）、

すなわち地球のケアと社会の周辺にいる人々のケアは相伴っている、という

考えによるものです。『ラウダート・シ』において、教皇フランシスコは次のよう

に書いています。私たちは、「貧しい人やヒト胚や障害者の価値を現実の一

部として認め損ねるとすれば、あらゆるものはつながっているのですから、自

然そのものの叫びを聞くことも困難になります。」（『ラウダート・シ』117番参

照）。環境破壊と気候変動は、貧しい人々と傷つきやすい人々に、不釣合いな

影響を及ぼします。なぜなら、彼らの多くは、食糧と収入を得るため、土地に

依存しているからです。私たちは、「大地の叫びと貧しい人の叫びの両方に

耳を傾け」、それに応答しなければなりません（『ラウダート・シ』49番参照）。 

 

 

 反省と話し合いのための設問  

私の周りにある美しいものに気づくのに、時間を 

かけますか？  私は、日常生活における決定をする

ときに、地球にとって有益かを考慮に入れますか？ 
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Political engagement on behalf of the Earth is also an important way of 

protecting creation. While individual and even communal efforts to 

reduce consumption of energy and goods are worthwhile and part of a 

life of virtue, governments can make huge, positive impacts through 

creation-friendly laws and policies. So yes, we should turn out the lights 

when we leave a room — but also write a letter to our elected 

representative or join a protest urging climate action. The climate strikes 

of 2019, which featured a good deal of youth-led Ignatian involvement 

around the world, offered a good example of civic engagement on behalf 

of the planet. 

 

Caring for creation is intimately tied to accompanying those who are 

poor and working for social justice. This connection is due to “integral 

ecology,” or the idea that caring for the planet and caring for people on 

the margins go hand in hand. “When we fail to acknowledge as part of 

reality the worth of a poor person, a human embryo, a person with 

disabilities,” Pope Francis writes in “Laudato Si’” (no. 117), “it becomes 

difficult to hear the cry of nature itself; everything is connected.” 

 

Environmental destruction and climate change have a disproportionate 

impact on the poor and vulnerable, many of whom depend on the land 

for food and income. We must hear and respond to “the cry of the earth 

and the cry of poor” (“Laudato Si’,” no. 49). 

 

For reflection and discussion: 

Do I take time to notice beauty around me? Am I making daily choices 

that keep the good of the planet in mind? 
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12． 結論 

 

イエズス会使徒職全体の方向づけ（UAPs）によって明瞭に表現された、

和解と正義という私たちの使命は、公の場で信仰を実践するよう私たちに求

めています。ここでは、イグナチオの精神に基づいた特有の方法で、それを実

行する4つのテーマを示します。 

 

1. 私たちの政治にかかわる行動は、自分たち自身の限られたイデオロギ

ーからではなく、キリストがどのようにこの世界ですでに活動しているか

ということと、彼の救いの業にどのように協力できるかを識別することか

ら生じます。 

2. 聴くことは市民参加の核心です。社会の周辺に追いやられている人々、

若者、自分が同意することのできない人々、地球の叫びを聴くことです。

真に聴くということは、自分の先入観や偏見から自分を切り離すことで

す。 

3. 社会の周縁に置かれている人々との密接な関係と、彼らと共に歩むこと

には、私たちの市民としての活動の中心に、彼ら自身の声を含める必

要があります。 

4. 祈りの生活と霊に導かれる実践なしでは、私たちの市民としての活動

に、キリスト者としての基盤は欠けることになるでしょう。 

 

私たちが望んでいることは、カトリック教会やイグナチオの精神に基づく価

値観が、どのように私たちの政治にかかわる活動に影響を及ぼしているかに

ついて考えるこの機会によって、イエズス会員と広い意味での協働者の間で、

より深い話し合いと行動を生み出すことです。 
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12. Conclusion 

 

Our mission of reconciliation and justice, articulated by the UAPs, calls 

us to practice our faith in the public sphere. Here are four key themes 

that express our distinctively Ignatian way of carrying this out: 

 

1. Our political action emerges from discerning how Christ is already 

active in the world and cooperating with his saving work, as 

opposed to acting out of our own limited ideologies. 

2.  Listening is at the heart of civic engagement — listening to the 

marginalized, the young, those we don’t agree with, the cry of the 

Earth. True listening is detached from our own preconceptions and 

prejudices. 

3. Kinship and accompaniment with those on the peripheries require 

including their own voices at the center of our civic engagement. 

4. Without a life of prayer and spiritual practice, our civic engagement 

would lack the grounding that makes it Christian. 

 

We hope this chance to reflect on how our Catholic, Ignatian values 

might influence our political participation will spark thoughtful 

conversation and action throughout the Society of Jesus and the broad 

Ignatian family. 
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祈り 

 

恵みあふれる神よ、 

 

あなたは愛する心で、私たちを創られました。 

私たち一人ひとりを、ユニークな者にされました。 

しかし、「人が独りでいるのは良くない」と言って（創世記2・18）、 

あなたは私たちを、コミュニティに配置されました。 

 

あなたは、私たち一人ひとりに使命を与えられました。 

私たちは、人間家族に仕えることによってあなたに仕えること、 

そして今度は、人間家族によって自分たちが保護され、育てられることです。 

あなたは、私たちをキリストのからだにされました。 

 

あなたは、あなたの子どもである私たちに、 

他者のための女性と男性になるように、 

排除されている人々と歩むように、 

あなたが私たちのために創った、共通の家を守るように、 

若い人たちが、あなたの声が聴こえるため、 

創造性と出会いの精神を培うよう、彼らに呼びかけるように、 

そして、私たちが歩む道を通して、あなたへの道を示すように、 

と呼ばれていることを、教えてくださいました。 

 

これらのことすべてが可能になる、 

公正で持続可能な社会の構築を支援する、 

という私たちへの呼びかけを熟考するとき、 

あなたに向かって謙遜に願います。 
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力と決意で私たちを祝福してください。 

聖なる人にふさわしい思いやりで、私たちの心を満たしてください。 

知恵とビジョンで、私たちの思考を正しいものにしてください。 

信仰と真理で、私たちの精神を強めてください。 

これからの世代を祝福するための永続的な基盤を築くよう、 

私たちの手を使ってください。 

 

主よ、あなたは、すべてにおいてあなたを見いだすように、 

私たちを招いています。 

一つの共同体として、私たちの社会を構築するために協力するとき、 

そこにいるあなたを見つけますように。 

私たちの原則と法律において、 

そこにいるあなたを見つけますように。 

私たちの方針とプログラムにおいて、 

そこにいるあなたを見つけますように。 

私たちの裁判所や役所において、 

そこにいるあなたを見つけますように。 

私たちの街路や広場で、 

そこにいるあなたを見つけますように。 

そして、私たちの隣人、特に周辺に追いやられている人々において、 

そこにいるあなたを見つけますように。 

 

私たちの主、イエス キリストによって、 アーメン。 
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Prayer 

 

Gracious God, 

 

In your loving heart, you made us. 

Each of us, you made unique. 

But it was not good that we should be alone, 

So you placed us in community. 

 

You made a purpose for each of us:  

to serve you by serving our human family, 

And in turn to be protected and nurtured by it. 

You made us the Body of Christ. 

 

You have taught us, your children,  

that we are called to be women and men for others: 

To walk with the excluded. 

To safeguard the abundant world you have made our common home. 

To call young people into a spirit of creativity and encounter,  

where your voice can be heard. 

And to show others, in the way we walk,  

a pathway to God. 

 

As we reflect on our calling 

to help build a just and sustainable society where all this is possible, 

We humbly turn to you: 
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Bless our bodies with strength and determination. 

Fill our hearts with the compassion of saints. 

Ordain our minds with wisdom and vision. 

Empower our spirits with faith and truth. 

Employ our hands to lay a lasting foundation to  

bless generations to come. 

 

Lord, you invite us to find you in all things. 

As we collaborate as a people in the building of our society, 

May we find you there. 

In our principles and laws, 

May we find you there. 

In our policies and programs, 

May we find you there. 

In our courts and bureaus, 

May we find you there. 

In our streets and squares, 

May we find you there. 

And in our neighbors, especially those on the margins, 

May we find you there. 

 

We make this prayer through Christ, Our Lord. 

 

Amen. 
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