“COMMUNITAS” -Seishin district Migration Mobiles AssociationIn recent years, we have seen an increase in the
number of foreign-born Catholics as Japan allowed
more foreigners to live and work in the country.
They have become an integral part of the local
Catholic community.
In
Shizuoka,
Communitas
organizes
an
international mass and fiesta celebration every
September to commemorate World Day of Migrants
and Refugees. Both Japanese and foreign-born
Catholics come together and celebrate cultural diversity united through our Catholic
faith.
However, the COVID-19 outbreak has significantly
affected our daily lives. Masses were temporarily
suspended and social celebrations were cancelled. We
had to adopt measures like wearing mask and social
distancing to prevent the spread of the virus. Many
people especially foreign residents, who were mostly
engaged in contractual work, lost their jobs. Since
they were engaged in minimum wage jobs, a lot of the
ｍ do not have savings to rely on.
Communitas acted and organized a food donation drive. Through the generosity of our
church community, Communitas was able to distribute food to foreign residents in need
for two years. The beneficiaries greatly appreciated the help they received. Many
tearfully recounted the struggles they experienced trying to navigate the bureaucracy to
get help. A lot of them also suffered mental anguish over their ordeal. Things have
improved lately. However, they continue to struggle financially
especially the single parents. Returning to their home country is
not an option because their home countries are also struggling
economically due to the pandemic. Despite the challenges and the
struggles, many foreign residents consider Japan as their home.
They wish to contribute economically and socially and become
integral members of the community.
In Pope Francis’ message for the 107th World Day of Migrants
and Refugees 2021, he expressed an appeal “to journey together
towards an ever wider “we” to all men and women, for the sake of
renewing the human family, building together a future of justice
and peace, and ensuring that no one is left behind.”
Let us continue to work together to achieve an even wider “we”.

今月のメッセージ（2022 年 2 月）

静清地区移住移動者の会―COMMUNITAS(コムニタス)―
最近日本で働く外国人のカトリック信者の数が増えてき
ています。彼らは、教会の一員としてミサや教会の行事に
参加するようになってきました。ただ現状では月 1 回、外
国語のミサが行われている教会もごく限られています。
静清地区 の教会 活 動の ひと つ に 「移住移動 者の会―
Communitas（コムニタス）」があります。コムニタスは、
外国人同士や外国人と日本人との交流、また彼らが抱えて
いる諸問題について一緒に考えたり、解決したりしていく活動をしています。コムニタスは、
毎年 9 月の「移住移動者の日」に国際ミサやフェスタを行い、信仰を通して文化的でかつ多
様性を大切にしたお祝いをしてきました。
しかし、新型コロナウィルス感染拡大は、私達の日常生活に大きな影響を及ぼしました。
多くの外国人、特に外国人契約労働者の方々は、仕事を失い
ました。彼らは今まで低賃金で雇われていたため、貯蓄もな
く、食べるものにも事欠き、非常に苦しい生活を強いられる
ようになりました。
そこでコムニタスは、まず食料配布支援を始めました。教
会の多くの方々は、私達の活動に賛同し協力してくださいま
した。皆様のご協力のおかげで、数百家族に食料、特にお米
などを配布することができました。外国人の方たちと話して
いる中で、彼らは、色んな問題を抱えておられることがわかりました。言葉の壁、生活保護
や失業保険の申請のやり方がわからない、その為、行政からの支援が遅れてしまったことな
ど、苦労した体験を涙ながらに私達に語ってくれました。その上、外国人は、働いていた会
社の中では、最初に解雇されることが多く、雇人の酷い態度によって、精神的な打撃を受け
た方もおられました。
2021 年「世界難民移住者の日」の、教皇フランシスコのメッセージの中で「世界中のすべ
ての人に向けた、さらに広がる“わたしたち”とともに歩み、人類家族を修復するようにと
のわたしたちへの呼びかけは、正義と平和の未来をともに築くためのもので、だれもが排除
されることのないように
するものです。」と言わ
れました。
これからも私達は引き
続き活動をつづけていき
たいと思います。

