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祈りの手引き 
国際森林年 – 2011 

 
川も手をたたけ・・・森の木々よ、共に喜べ歌え（詩篇９８，９６） 

 
 
この祈りは、川の近くとか、森、林など戸外で祈ることもできます。屋内の場合は、森、
滝、海の写真やポスターを使うことができるでしょう。 
 
はじめに 
 
国連の国際森林年は、絶滅の危険に直面している世界の森林を守り、持続可能な森林の使
い方を広める意識化を目的としています。国際森林年は、地球のいのちを守るために果た
す森林の力、とくにMDG(ミレニウム開発目的)にあるグローバルな開発目的の達成を認識
するために役立つでしょう。この祈りでは、森と水がたがいにつながっていることを深め
たいと思います。国連は、３月２１日を森林の日に、３月２２日を水の日に定めています
が、いのちを支えるために神様が与えてくださる森と水の恵みを味わう良い機会ではない
でしょうか。市民社会と連帯して、男女修道会総長連盟のJPIC委員会は、すべての修道
者と多宗教の共同体が、一人ひとりと創造界のために持続可能な世界を目指して祈り、働
くように呼びかけたいと思います。 
 
歌 創造者である聖霊に祈る。アッシジの聖フランシスコの太陽の讃歌 
 
いのちの源である創造主 
いのちの鼓動であるキリスト 
いのちの息吹きである聖霊のみ名によって。一同  アーメン 
 
主はみなさんとともに 
一同 またあなたとともに 
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主よ、私たちはあなたのみ名によって、ここに集いました 
聖所である大地であなたを讃えるために 
あなたの存在が満ちているこの地球で 
それは森林で震え 
大地で揺れ動き 
荒地で鼓動し 
川では激しくしぶきをあげる 
主よ、あなたはこれらの場所でご自分を顕され 
創造界においてあなたの顔を示される 
 
一同  聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、大地は神に満ちている 
 

注意深く観る、悔い改めの心で … 

 
自然資源の征服と、終わることのない搾取によって、環境は著しい脅威に直面しています
。つまり「ホーム」であるはずの環境が、単なる「資源」とされてしまったことが問題な
のです。森林破壊のひとつの原因は、意図的な放火であり、水資源の枯渇をもたらす砂漠
化が急速に進み、とくに先住民族の生活とかれらの次の世代を脅かしています。（カトリ
ック教会の社会教説概要 461.466) 
 
一同 いのちの主、あわれんでください。キリエ・エレイソン 
 
２０１０年４月２０日、BP社の石油掘削施設「ディープウォーター・ホライズン」が爆発し
、１１名の従業員が死亡し、２日後に掘削パイプが折れた事故で、５０００フィートの海
底油田から大量の原油がメキシコ湾全体へと流出し、ルイジアナ、ミシシッピ、アラバマ
、フロリダの海岸と湿地帯が汚染されました。この事故で鳥、魚、海老、牡蠣、蟹などの
生き物が殺され、全地域に居住する人々の生活が破壊され、さらに流出した石油と化学物
質が、海洋の生態系に致命的な影響を与え続けています。 
 
一同 いのちの主、あわれんでください。キリエ・エレイソン 
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アマゾン川流域は、世界でもっとも豊かな生物多様性が保たれている地域であり、地球全
体の環境バランスを保つために重要な役割を果たしています。（カトリック教会の社会教
説概要、466) 
「人類の生存のために不可欠である森林の重要性に気がつかないうちに、世界中の森林が
破壊されてしまった。アマゾン川流域地域だけが残っているが、これは破壊するわけには
いかない。世界が、息をするためにアマゾン川が必要だ。石油、ガス、鉱物資源と水は確
かに使われなければならないが、水が石油より貴重になる日が来るだろう。森林を守り、
これ以上木を伐採することをやめよう。」（アマゾン川地域のゴム樹液採集者エドミルソ
ン） 
 
一同 いのちの主、あわれんでください。キリエ・エレイソン 
 
コンゴ川は、水量においても長さにおいても世界第二の川であり、その流域には世界第二
の熱帯雨林があります。６００以上の樹木と１万の動物を擁するコンゴ川の流域には、ア
フリカの生物多様性のほとんどが集中していると言えるでしょう。１５０万平方マイルの
コンゴ川流域は、６カ国を流れていますが、その流域は、生態系が絶滅のもっとも深刻な
現実に直面している地域でもあります。商業目的の森林伐採、零細農業のための耕作地、
内戦が森林を破壊し、森に住む人々を追い出した結果、商業目的のための動物殺戮が広が
りました。１９８０年代以来、アフリカは地球上で最大の森林砂漠化が進んでいる大陸と
なっています。 
 
一同 いのちの主、あわれんでください。キリエ・エレイソン 
 
世界に残る熱帯雨林の１０％は、インドネシアに存在していますが、オランウータンなど
絶滅の危険に瀕している動物や植物の宝庫である天然の原生林は、すでに７５％が失われ
ています。現在インドネシアは、世界第二のパームオイルの生産地であり、約５００万ヘ
クタールにパームオイルが植えられています。パームオイル会社は、インドネシア政府が
森林火災阻止をかかげているにもかかわらず、リアウ州の泥炭湿地森林地帯を植林のため
に焼き払い続けています。毎年起こる森林火災は、まわりの国々から苦情が寄せられてい
る災害です。猛火と煙による環境破壊の問題にたいする政府の取り組みは解決にほど遠く
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、数百万人の健康が脅かされるだけでなく、煙による地球の温暖化をさらに増加するCO2
の排出などの問題も手付かずになっているのが現状です。 
 
一同 いのちの主、あわれんでください。キリエ・エレイソン 
 
スペインのムルシアは、４５％が森林地帯ですが、砂漠化の原因は、火災と農業および都
市化によるものです。過去５０年間森林火災は、松林を破壊してきましたが、もともと松
はこの地方にあったものではなく、自然の樹木より成長が早く、木材として利用されるた
めに導入されたのです。 
 
一同 いのちの主、あわれんでください。キリエ・エレイソン 
 
西欧方式の農業と水管理技術の導入は、オーストラリアの環境に決定的な打撃を与えまし
た。オーストラリアの川が直面している水問題のもっとも深刻な原因は塩度です。また非
常に乾燥したオーストラリアでは、流れる水の分量を超える水が、川から汲み出されてい
ることも水不足の原因です。川には、常に一定の水が流れることによって、動植物のいの
ちのために適切な環境を与えているからです。 
 
一同 いのちの主、あわれんでください。キリエ・エレイソン 
 
森林や川についてのインフォーメーションがあれば、たがいにわかちあいましょう。 
 
宇宙の創造主である神に信頼して祈りましょう。すべて造られたものを守られる神は、森
林の破壊、無責任は水の使い方、それによってもっとも弱い存在が影響を受けることを認
め、責任を引き受けるように促されます。 
 
一同 私は、伐採される森 
 私は、汚染される川と空気 
 また私は、森を切り、川と空気を汚す者 
 すべての存在の中に私はいる 
 すべての存在は私の中にいる  
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（ティク・ナト・ハン 梅の村の祈りと讃歌から） 
 

   

神のプロジェクト 

「そうではなく、私たちは、秩序のあるシステムの本質とたがいのつながりを考えるべき
です。それは、宇宙そのものだからです。」（回勅 ソリチツド・レイ・ソチアリス 
３４） 
 
創世記から （1, 6-12) 
神は言われた。「水の中に 大空あれ。水と水を分けよ。」  
神は大空を造り、大空の下と大空の上に水を分けさせられた。そのようになった。 
神は大空を天と呼ばれた。夕べがあり、朝があった。第二の日である。 
神は言われた。「天の下の水は一つ所に集まれ。乾いた所が現れよ。」そのようになった
。神は乾いた所を地と呼び、水の集まった所を海と呼ばれた。神はこれを見て、良しとさ
れた。神は言われた。「地は草を 
芽生えさせよ。種を持つ草と、それぞれの種を持つ実をつける果樹を、地に芽生えさせよ
。」そのようになった。地は草を芽生えさせ、それぞれの種を持つ草と、 
それぞれの種を持つ実をつける木を芽生えさせた。神はこれを見て、良しとされた。 
 
沈黙 
 
創造界にたいする人間の態度は、感謝し、その価値を認めるものでなければなりません。
世界は、創造され、それを支えられる神の奥義を顕しているからです。（教会の社会教説
概要 ４８７） 
 
姉妹である水よ、控えめで、役立ち、貴重で清いもの 
一同 水を創造された主は、たたえられますように。 
 
姉妹であり母である大地よ、多くの実りをもたらし、花と薬草で彩る 
一同 大地を創造された主は、たたえられますように 
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水と空気を清める森よ、土を侵食と強い風から守り、生物多様性を保つ 
一同 森を創造された主は、たたえられますように 
 
川と流れ、泉と雨、海と大洋よ、 
一同 これらすべてを創造された主は、たたえられますように 
 
 

経験 
 
神ご自身が、思考力を備えた人間に創造の業に参与する名誉を与えてくださいます。です
から一人ひとり、そして人間集団は、森という遺産を守り、必要ならば再植林計画を促進
すべきでしょう。水の使用と関連するサービスは、一人ひとりの人間、とくに貧しい人々
のニードに応えなければなりません。いのちに水は不可欠です。水への権利は、普遍的で
奪われてはならない権利です。（教会の社会教説概要 460.466.484.485) 
 
韓国の再植林計画は、世界的にモデルとなるものです。５０年前、朝鮮事変が終わったと
き、山に囲まれたこの国の森は、ほとんど壊滅状態でした。１９６０年頃から、政府は全
国的に再植林計画の実施し、村落組合が立ち上げられ、数１０万人が溝を掘り、禿山に木
を植え始めました。その結果、奇跡のように森が再誕生したのです。今日、全国の６５％
、約８００万ヘクタールが木に覆われています。荒涼とした山であった場所を車で通ると
き、豊かな緑が続いているのを眺めるのは素晴らしい体験です。大地に緑を取り戻すこと
は可能なのです。 
 
バングラデシュでは、「こどもの森キャンペーン」を通して１００万本の木を植える運動
が始まりました。世界の環境の未来は、環境問題についての新しい世代のリーダーシップ
を必要とします。「こどもの森キャンペーン」は、１０００の村に木を植え、コア森林の
破壊のダメージを抑え、主要林業を守るためのバッファーゾーンを創ることを目的として
います。病気にかかった地球を助けるためには、こどもの目をとおして森を見ることが必
要です。 
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イタリアのアクイラ州では、毎年行われる水仙祭りで、ひとつのフロートが水をテーマに
準備され、「澄んでいるか、もっともきれいか、大切なお前！」というスローガンで水の
大切さが強調されました。新政権の政策で、水は商品となり、誰でもが手に入れることが
難しくなり、水不足は、貧しい人びとに打撃を与えています。噴水の水が私有物になると
いうことが起こっています。私たちの責任において、水は商品ではなく、誰でもが必要に
応じて使えるものであるようにすることが必要です。イタリアでは、水の民営化に反対す
る国民投票を呼びかけて１４０万の署名が集められました。 

 
一人ひとりが、水と森についての良い体験、あるいはきいた話をわかちあいましょう。  

 
ともに詩編の言葉で祈りましょう。詩編 
９６（１－２，１０－１３）（歌うこともできる）   
 
一同 新しい歌を主に向かって歌え。 
  全地よ、主に向かって歌え。 
  主に向かって歌い、御名をたたえよ。 
  日から日へ、御救いの良い知らせを告げよ。 
  国々に主の栄光を告げよ 
  諸国の民にその驚くべき御業を。 
 
  国々にふれて言え、主こそ王と。 
  世界は固く据えられ、決して揺らぐことがない。 
  主は諸国の民を公平に裁かれる。 
  天よ、喜び祝え、地よ、喜び踊れ 
  海とそこに満ちるものよ、とどろけ 
  野とそこにあるすべてのものよ、喜び勇め 
  森の木々よ、共に喜べ歌え 
  主を迎えて。 
 
  主は来られる、地を裁くために来られる。 
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  主は世界を正しく裁き 
  真実をもって諸国の民を裁かれる。栄光は・・ 

 
                                  

祈りましょう 
 
創造主である神、世界の庭師、木、野原、草の世話をする方 
森、林、大草原、豊かな水を守る方 
私たちの地球を青い息づくヴェールで装う方 
私たち一人ひとり、そして破壊への道を変える力を持つすべての人々を祝福してください 
全人類と地球共同体のいのちを守る私たちの決意を祝福してください 
大地を祝し、あなたが創られたすべてのもの、あなたの聖霊の館を祝福してください 
あなたの子、私たちの主イエス・キリストによって 
アーメン 
 

終わりの歌 （感謝） 
 
 
この祈りの手引きは、イタリア、コルトナの観想修道院クララ会がＪＰＩＣ委員会のため
に準備したものです。 
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