
札幌教区 100 周年記念式典

日時　2016 年 9 月 4 日（日）9：30 ～

会場　藤学園講堂

第一部　100 周年の年総括と未来への提言　　　9：30 ～ 10：30

第二部　感謝ミサ　　　　　　　　　　　　　　11：00 ～ 12：30

第三部　奏楽（SORA) 演奏、イースタービレッジ青年の歌と演奏・交流会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13：15 ～ 15：00



 いつくしみの特別聖年　聖ヨハネ・パウロ二世と聖ファウスティナの聖遺物

 長崎教区浦上教会での顕示（2016 年 4 月 10 日）

※ しおり最後の方に、聖ヨハネ・パウロ二世と聖ファウスティナの略歴を掲載しています ※

「札幌教区１００周年の祈り」　

　慈しみ深い父である神よ、あなたを賛美し、ほめたたえます。
　百年前あなたのみ摂理のうちに、信徒と修道者、司祭、宣教師の多くの労苦により北海道の大地に
　札幌教区の礎が建てられました。キリストの教会を全道に広げることができたことを心から感謝い
　たします。
　今、わたしたちは先人たちの信仰の土台の上に、新たな１００年に向かってあなたのことばを宣教
　し続けることを決意します。どうぞわたしたちを聖霊の光によって照らし力強く導いてください。
　あなたのことばに飢え乾く現代の人々のために、この地に生きるわたしたちが新たな使命を担い現
　代社会の様々な問題に立ち向かう勇気と術をお与えください。
　あなたが聖母マリアを通して御子イエスをこの世にお与えになったように、母マリア様の取り次ぎ
　によってわたしたちも日々の生活を通して、あなたの慈しみと愛をこの世に示すことができるよう
　わたしたちを導いてください。
　わたしたちの主、イエス・キリストによって。　アーメン
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～～札幌教区の第二世紀を見つめて～～

　札幌教区が函館教区から分かれて知牧区となったのが 1915 年で、それから一世紀が過ぎました。ベ
ルリオーズ司教様は賢明なご判断により、北海道全体の宣教活動のために北海道の首都である札幌を中
心とした宣教体制をつくろうとされました。それは第一次世界大戦のために、日本で宣教師として働い
ていた多くの若いフランス人司祭や修道者が、戦争に応召されて祖国に戻ったため、宣教の危機を解決
するための賢明な手段でもありました。

　札幌知牧区の責任を担われたキノルド師のもとに、大勢のフランシスコ会の司祭が来日して宣教活動
に力が入れられ、1929 年には代牧区となってキノルド師は司教に叙階されました。外国人宣教師たち
が慣れない環境で日本語も十分でない中で、信徒たちが宣教師たちを助けて布教活動を行ったことは忘
れてはならないことです。

　しかし、第一次世界大戦後の経済的に非常に困難な時期、さらに太平洋戦争の間に特に強まった軍国
主義の中で、教会への弾圧が強くなり、宣教活動は困難な状況になりました。

　第二次世界大戦の終結により、米軍の支配を受けていた日本は、ある意味で教会にとって困難の後の
慰めの時期でした。占領軍によって多くの物質的な支援や協力が得られました。さらに価値観の転換に
より求道者たちが激増し、信徒たちが非常に増え、司祭や修道者の召命も増えた時期でした。
学生たちや青年たちの活躍、高校生の活動など、現在では考えられないような状況でした。

　しかし、日本が経済成長を遂げて経済的価値観が支配するようになり、世俗主義と合理主義の中で求
道者は減少しました。また少子高齢化社会に入ってくると、日本社会全体と同様に、教会も少子高齢化
の波に襲われ、教会の活動も沈滞化してきました。
宣教の第一世紀前半に宣教師と信徒が捧げてくださった祈りと労苦と犠牲、やがて迎えた後半のキリス
ト教会全盛期を経て、今は宣教第二世紀を苦しみ模索しながら始めました。先達たちに感謝しながら、
今私たちに必要な彼らの信仰と熱心さを求め、天国の彼らの取次ぎを祈りたいと思います。

　札幌教区の 100 周年を記念しながら、各地区がどのように活動し、何を模索しているのか、簡単に
ご報告したいと思います。

◆教区１００周年の年一年間の取り組み◆
【旭川地区】
　　稚内から美唄まで南北に長い旭川地区は、全体が一つに集まることが大変困難であったので、　　
　２０１５年５月にブロック制を導入しました。ブロックごとに互いが顔を合わせて話すことができる
　ようになり、そこで初めて地区内の他の共同体のことをより良く知り、思いや悩みを共有し共感でき
　るようになりました。
　　第二の百年の始まりにあたり、このスタートに感謝しています。旭川地区としては、この兄弟姉妹
　のつながりをこれからも大切にし、フランシスコ会の宣教師達に守られ育まれた信仰を土台に、祈り

第一部　教区 100 周年の年の取り組みと未来への提言
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　と行動を持って新たな福音宣教を絶え間なく歩み続けていきます。

【釧路地区】
　　小教区では、主日等に「札幌教区 100 周年の祈り」、標語への応募、巡礼記念カードの作成などに
　取り組んできました。
　　地区としては、巡礼教会として帯広教会と根室教会を選定しました。また、9 月 4 日の式典を十勝
　（帯広教会）・釧路（釧路教会）・根室（中標津教会）の 3 カ所で行うこととし、その費用の一部を
　地区から助成することにしました。教区宣司評から提案された 4 つのテーマについての話し合いは、
　小教区・地区ともにあまり進められませんでした。地区宣司評のリーダーシップが弱かったことが主
　な理由です。
　　2014 年～ 2016 年の間、「地区ビジョンの構築」に向けて取り組んでいます。100 周年に向けて
　提案された 4 つのテーマにも配慮しながら、今後、地区ビジョンを固め、その実現に向けた行動に
　ついて検討を進める予定です。

【釧路地区・根室教会】
　－他国からの寄留者と共に－
　　旧約聖書のレビ記に「寄留者があなたの土地にともに住んでいるなら、彼を虐げてはならない。あ
　なたたちのもとに寄留する者を、あなたたちのうちの土地に生まれた者同様に扱い、自分自身のよう
　に愛しなさい」（レビ１９・３３）という言葉がある。イスラエルの先祖はかつて移民としてエジプ
　トに渡り、難民としてエジプトを脱出した。その時のリーダー・モーセはこのことを決して忘れるな
　と次の世代に言い残した。
　　ところで、根室市に百名ほどのベトナムの若い男女の人たちが、国策の「技能実習制度」に基づい
　て、数カ所の水産加工場で実習生として働きながら住んでいる。その中の十数名の人がカトリック信
　者で、信者ではない仲間も誘って教会に来て、主日のミサを一緒に祝い、聖書朗読、ミサ後の片付け
　や話し合いなど、日本人の信者との交わりの場を持っている。特に、ミサ中の平和の挨拶時の爽やか
　な笑顔など、その嬉々とした奉仕の姿はまさに福音の喜びのメッセンジャー ( 使者 ) としての生き様
　を私たちに突き付けるものがある。その出会いから私たちは希望や喜び、励ましを分かち与えられ、
　信仰共同体として日々新たに成長させられている。
　　ベトナムの新年に当たる２月には、毎年ベトナム人の司祭・ヒエン神父を東京教区のCTICから招き、
　ミサ､ 赦しの秘跡、パーティを企画したり、彼女 ( 彼 ) 達が帰国する時には、感謝の気持ちを添えて
　羽子板、日本人形などを贈り、「自分達の住んでいるベトナムの学校へ持って行き、日本の事を伝え
　ます」と喜んで受け取り、送別会でのお互いの交わりを大切にしている。

【北見地区】
　年に 3 回（6 月、10 月、2 月）開かれる北見地区宣教司牧評議委員会で、各小教区の独自性を尊　
　重しながら、地区全般に共通する事案として「復活祭」、「カトリック大会」、「いつくしみの特別聖年
　開始の取り組み」、「クリスマス」等が検討されてきました。
　典礼の充実を図りたい意向から、2011 年に山本・カリシモ両師から《北見地区共同体の将来の姿》
　として「ミサ」と「信徒による集会祭儀」を定期的に行い、「集会祭儀が地区に根付くようにする事」
　が出されていいました。また、信徒の側からも「集会祭儀の司会者の養成と任命」及び「聖体奉仕者
　の養成」を強く望む声が数多く上がり、3 年前から 2 年連続で「カトリック大会」で南雲神父様から
　指導を受けていました。今年 3 月 10 日に発布された司教教書で『集会祭儀司会者は司教によって任
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　命される』という方針が示されたのを契機に、小教区毎にミサの後でカリシモ神父様から集会祭儀司
　会者の心得等の説明を受け、その後の週からは、希望者は必ず、各小教区のミサ後に山本神父様の三
　段階に組まれた養成講座を受講する事を義務付けして意識を高めていきました。最終的に 29 名が集
　会祭儀の司会者の任命を受け、その後も南雲神父様により、小教区毎に「集会祭儀の司会者の所作」
　や心構え等について、実地指導も受けていることも付記します。
　そして、勝谷司教様を迎えて「札幌教区100周年記念ミサ in美幌」を行い、この時に勝谷司教様から「集
　会祭儀司会者の任命を頂く」ことが可能となりました。
　更に、地区として 4 年前からの懸案だった「紋別教会リホーム」についての検討結果を今年 3 月 22
　日に、司教様への上申書を札幌教区本部事務曲に提出する形で一歩踏み出しました。前向きな回答を
　頂き、リホームに向けて具体的に「建築委員会」が動き出しました。　
　これと同時に、北見地区宣教司牧評議委員会は、教会を運営して行く上で、各小教区の教会の経済的
　な現状を把握し、各小教区の 5 年～ 10 年先を見越した対策を出して貰い、その資料を基に、小教区
　単位ではなく北見地区として、共同で経済的に成り立たせて行けるよう、全信徒一人ひとりが意識す
　るように、これまで以上に更に踏み込んだ具体策を打ち出すように検討しています。
　信徒の協力を得て、北見地区に在籍する信徒の基本台帳を整備し、索引を完成しました。即ち、信徒
　の秘跡（洗礼、堅信、結婚、死亡）の確認が出来るようになりました。
　また、北見地区にも沢山の外国籍の方々が居られ、全体の掌握は未だですが、その中には共に教会を
　築いて行こうとする方々が居られ、積極的に教会の役職を担っている方も居られます。この方々を中
　心に、より多くの外国籍の方々と各小教区の教会が「キリストに繋がる兄弟姉妹」としての教会作り
　を模索しています。

【函館地区】
　・地区小教区の共同体の強化を図る　( カトリック大会、墓参、黙想会等 )
　・教育・育成、中高生の活動を援助する
　・地域との交流　（バザー、コンサート、等）
　・諸事情によって教会を離れている信者家族の消息を探る

【苫小牧地区】
　Ａ 信徒が宣教の中心的役割を担う共同体
　　１．普段は教会に来られない信徒への関わり
　　　従来から通信と訪問がなされているが一層必要になってきている。
　　　実を結んでいる実践例を記すると、日高地方唯一の教会である静内教会の取り組み
　　　―「出向いていく教会」への挑戦－
　　　３年前浦河の分教会が閉鎖され静内もいつ閉鎖になるか分からない不安があったため、３年前の
　　　信徒総会で５年見直しを提唱し閉鎖・統合を視野に入れていた。しかし役員３人が長崎五島の教
　　　会の TV 番組を見て考えを変える。
　　　集まって祈る場所＝教会を護ることが最大の宣教、共に祈る事が信仰の原点と考えた。現在月１
　　　回のミサと２回の集会祭儀での聖体拝領・分かち合いが生活の力になる。日高に唯一の教会をで
　　　きる限り存続させ共同体を維持する事が最大の信仰表現であり宣教。実際に教会活動の行える静
　　　内在住者はわずか５名だが、80 歳代の方でも洗濯や花の手入れ等、できる手伝いを教会のため
　　　にして頂いている。
　　　また閉じた浦河教会所属の信者宅を借りての集会を年に１～２回開催。役員が年に数回出向いて
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　　　ご聖体拝領（山奥の日高町）や病者の訪問、当初の親睦を深める目的から数年かけて「共に祈る
　　　時間を共有できる喜び」を知るようになる。役員ばかりではなく同行する信者さんにとっても大
　　　きな恵みとなった。
　　　信徒の希望により、分布が広範で交通の便が悪く、教会に来るのが難しくても維持費を納めたい
　　　信徒の便宜のため、今年５月から教会維持費の銀行振込も可とした。
　　２．若手が引き継ぎやすい教会運営へ
　　　教会は忙しいので来なくならないようにするため教会および行事運営の工夫
　　　・みんなで手分けして役割の分担にいっそう意識して努める。
　　　・行事の集約と選択。
　　　※　意識化して挑戦中。
　　３．子ども・青少年の育成と参加の働きかけ：合同合宿や子供や青年の奉仕主体のミサを続ける　
　　　※　頑張って継続中
　　４．育児中のママさん信徒への思いやり：集会や会議において託児を考えよう
　　　※　地区協議会で提案されたばかり、これから実行。

　Ｂ　建物にこだわらない教会共同体
　　１．Ａ 1 の静内教会の取り組み－教会建物がなくなっても信者の集りは残す
　　２．ブロック内交流－小教区教会の枠を超えて地域へ働きかける共同体へ。
　　　・苫小牧ブロック（苫小牧と静内教会の相互交流、支援）
　　　・室蘭ブロック（伊達、室蘭、東室蘭、登別）の４教会合同ミサ、合同夏季学校、壮年大会、合
　　　　同墓参）、定期ブロック集会
　　　・苫小牧地区女性大会
　　　・「ざっくばらんの会」信徒誰でも自由参加で、議題に縛られない話し合い、分かち合い実施　
　　　　…宣教意識の熟成に寄与。
　　　※　地区家庭集会の実施は難しいが、会議ではない話し合いや交流を大切にしてきている。

　Ｃ　常に宣教している共同体
　　１．外的宣教・内的宣教の意識化－　前から行われていることが多いが皆で意識して
　　　★毎月の信徒例会、役員会で宣教について分かち合いや具体的な情報交換を始めた。
　　　・実際の「人」や「事」への気づきを分かち合い、出来ることから実行。
　　　★カトリック施設との連携、卒園生への働きかけ。また地域住民に教会へ来る機会を作る
　　　・苫小牧地区には、３幼稚園・保育所、１高校があり、児童生徒が祈ることを体験している。ク
　　　　リスマス、七夕、お話会、バザー、サマースクール、英語塾、ボランティアなど教会へ来るきっ
　　　　かけとなる機会を作り呼びかけた。
　　　・コンサート、講演会（憲法問題、アイヌ民族のキリスト教宣教の歴史、マザーテレサ）、地域
　　　　住民への喫茶開店、チャリティーバザー、ママさんコーラスやパソコン教室への市民参加、掲
　　　　示の活用などに積極的になった。
　　　★初来訪者、または日が浅い信徒への思いやり
　　　・初めての来訪者、ミサ参列者、入門クラス、聖書クラスへの参加者には声掛け、案内、同伴、
　　　　紹介など寄り添おうとすることで、安心して教会に来られるように気を配って来た。　　
　　　※ 遠慮があったがミサで紹介したり、司祭や係につないでニーズに応える努力
　　　★地域情報メディアの利用：NHK、新聞（地方版、地方紙）などにプレスリリースすると意外
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　　　　に取材してくれる（チャリティー関係）。
　　　※ 昨年から新しいことを始めるより、すでに行っていることに意識的に取り組んだ
　　２．室蘭ブロックの各教会ホームページによる情報発信
　　　伊達教会のホームページ開始により、室蘭ブロック４教会のホームページが出揃った。早速これ
　　　を調べて来訪した洗礼志願者があり、また、移住希望者や観光客にも活用されている。ホームペー
　　　ジは外的宣教ツールでもあり、一定期間教会から足が遠のくと典礼や行事予定が分からなくなり、
　　　ますます足が遠のく悪循環に陥りがちな信徒にも有用な内的宣教のツールでもある。
　　３．組織改編－外的宣教の強化に向けて
　　　・「広報部」を「宣教広報部」に組織改編
　　　・アクチオマリエを再結成して結束して外的宣教を進めている。
　　　※ 内向きの活動を、宣教へと転換しようとする動きは教会刷新へ繋がっている

　Ｄ　外国籍信徒と一緒の多国籍教会としての共同体
　　　★港湾都市の地理的特性を活かした取り組み
　　　・苫小牧キリスト教会船員奉仕会の活動。苫小牧教会の信徒ボランティアが、エキュメニカル
　　　　( キリスト教諸派と ) に活動中。９月に全国大会が苫小牧で開催される。教区のセンター
　　　　『うえるかむはうす』も支援協力。
　　　★バザーで出身国のコーナー開設
　　　★外国からの巡礼旅行団を受け入れる
　　　　年数回ほどフィリピン・韓国などのカトリック巡礼団が登別に。観光協会とも連携。
　　　※地区に特徴的な活動である船員奉仕会（ステラマリス）の活動を支える動き。

　Ｅ　司祭の召命を願う信仰共同体
　　　・神学生をお呼びし、召命のために祈り、応援する機会を設けている。
　　　・地区出身 ( 伊達 ) の佐久間力神学生の助祭叙階式を、伊達で行おうという計画がある。

【札幌地区】
　「共同体」「宣教」「召命」に関し、司教メッセージ 4 項目について小教区等での話し合いが行われている。
　小教区等個別には、100 周年を特別な年として意識付けが行われ、標語タペストリーの掲示、定例
　的な祈り、共同祈願、記念講演会等の取り組みがなされている。しかし、話し合いで明らかとなった
　課題等に対する共通認識は深められたものの、課題等の解決や改善につながる具体的取り組みを札幌
　地区の提言として集約するには至っていない。
　2016 年 1 月 16 日、札幌地区合同ブロック会議開催
　テーマは「札幌地区の現状と将来への展望」　小教区における財政問題の現況
　以下の内容の課題について話し合い、共通理解を深め問題点を共有することができた。
　課題 1 適正配置　小教区の再編の必要性、合同ミサ等による交流、教会の役割など
　課題 2 財政問題　教会間格差の存在、財政の一本化の検討、若い世代の献金負担など
　　　　　　　　　建物や組織の維持より信仰や人のつながりを大切にした運営
　課題 3 福音宣教　信徒中心の福音宣教、教会の役割 = 宣教、生活を通してキリストの心を伝える
　課題 4 青少年　家庭の信仰教育の欠如、若者に魅力のない教会、若者の入りにくい組織
　課題 5 外国人　コミュニケーションの工夫、外国人が来やすい教会
　その他　年 1 回の総会だけでなく小教区の意見を聞く機会を増やすこと
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　これらの課題については、引き続き討議を継続していくこととしている。
【札幌地区・北一条教会】
　一年間を振り返って「今後の取組みと課題」＝抜粋＝
　現状を修正しながら２０１５年に着手したものを、引き続き試行錯誤の対応が続くと思いますが、現
　時点での仮の課題を整理します。
 　① 北一条教会共同体の中期ビジョン
　　現在検討中です。教区の大きな流れ（北一条東６丁目の再開発、カトリックセンター建設、小教　
　　区統廃合、財政一本化 etc.）を考えながらの策定になりますが、基本的には「司牧の目標・目的」
　　「共同体の一致・充実」を切り口にする予定です。
　　また、週１回１時間だけ教会に来られる信徒、様々な事情で主日ミサに与れない信徒、への宗教　
　　的サービスの充実も大切な要素と考えています。
 　② 重層的な基礎共同体と交差的な独立共同体の有機的結合
　　基礎共同体の充実（運営委員会執行部によるサポートなど）、自立自走が緒に就いたところですが、
　　独立共同体（現在 8 つの団体）との関係においては殆ど無関係に活動しているばかりか、時には
　　双方がハレーションを生じさせていることもあります。ハレーションの解消はもとより、基礎共同
　　体と独立共同体の相互依存、融合がより充実した北一条教会共同体の構築に結びつくものと思慮し
　　ています。
　 ③ かてどらる祭バザーの財産を活かす
　　今年で１１回目となる「かてどらる祭バザー」は、様々な外的要因により当初予定の突然の変更や、
　　予期せぬ不具合が発生するが、変更や不具合が発生するたびに当事者および周囲の参加者が臨機応
　　変に事に当たり問題を解決しています。「かてどらる祭バザー」には明確な規則や方法書はなく、
　　全体が緩やかで自由な雰囲気の中で、自ら考えて判断し行動する、まさに現場では有機的結合が行
　　われています。それはバザー終了の翌月から毎月開催される開放的な準備会合が成したものであり、
　　主催者、リーダーの思いを多くのメンバーと共有できているからです。「かてどらる祭バザー」で
　　出来た有機的結合という財産を、基礎共同体と独立共同体の融合に如何にして活かすかが大切な課
　　題です。
 　④ 教区課題は、英語ミサの安定化ではなく、外国籍信徒との融合、多国籍教会実現にあること、札
　　幌エリアには数千人の外国籍信徒がいること、彼らの大半は宗教的サービスを受けられていないこ
　　と、英語ミサグループもそうですが彼らの俗人的把握も出来ていないこと、を忘れてはならないと
　　常に振返っています。

◆　提　言　◆
【旭川地区】
　司教の司牧書簡に示されているように、私たちはこれまでの教会から新しい教会への転換期の中にあ
　ります。戸惑いや不安も決して少なくはありません。しかし、困難を数えあげず、互いの信仰の喜び
　を共有し励まし合いながら、司教をはじめ司祭、修道者、信徒がひとつとなり、希望を持って様々な
　形での福音宣教を展開していきましょう。

【釧路地区】
　釧路地区宣司評の役割とリーダーシップのあり方を再確認し、各小教区・各信者が共通認識を持てる
　ようにする必要があります。また、そのためにも、より良い地区宣司評の運営方法を模索していきま
　しょう。
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　十勝では 4 教会を一人の司祭が担当する状況になっていますが、近い将来、釧路地区の司祭は大幅
　に減少することが予想されます。司祭の召命と派遣を願うことはもちろんですが、司祭不在に備えて、
　信徒一人ひとりが自覚を持って準備をする必要があります。
　一方、地区内の小教区はいずれも、信徒の高齢化と減少に伴って、人的・経済的・施設的にも、現在
　の小教区をそのまま維持する事は困難な状況にあります。小教区の統合は避けて通れないところでは
　ありますが、広い範囲にしかも公共交通に恵まれない信徒が典礼や行事等に少しでも参加しやすくな
　る方法を考えることが必要です。
　信徒一人ひとりが、自分の状況を考えつつ、教会の中の活動だけでなく、教会の外での活動にも気持
　ちを向け、できることに関わるよう努める必要があるでしょう。信徒が関わる仕事やサークル活動な
　どに関する情報を教会内で共有し、必要な時には支援に参加することも考えられます。

【釧路地区・根室教会】
　－他国からの寄留者と共に－
　今、世界は難民・移民の問題で大きく揺れ動いているが、彼らとの関わりは決して遠い所での話しで
　はない。実は身近な所で起こっている事で、しかもそれは日本にある教会の未来を左右する試金石に
　もなる事実に目を向けさせる。つまりベトナムの人たちとの関わりは日本の教会における新しい福音
　宣教への草の根の貴重な一歩を踏み出している救いの時、恵みの時であると言っても過言ではない。
　神さまのなさることは不思議なもので、私たち人間には考えもつかない、ずっと大きく、深いものな
　のだと実感させられている。これからも共に生きる神の子、兄弟 ･ 姉妹として、多くのことを学びつ
　つ、今の交わりを大切にして行きたいと心から願っている。

【北見地区】
　・先を見ながら現時点に立ち戻り、過去を振り返りながら現時点を見る。
　・キリストから派遣され、またキリストに戻って行く。
　・キリストに促がされキリストに戻る。
　・みんなで支え合い、みんなで伝え合う教区。

【苫小牧地区】
　人も金も建物も与えられた、外国からの尊い御恩のもとに始まった第 1 世紀が終わり、日本社会と
　同じように人口減と若年層の減少により教会も勢いを失ったかに見える。教会堂も改築期を迎えて統
　廃合が話題になる。司祭も信徒も大幅な減少と高齢化。これらを衰退と表現するより、自立へ向かっ
　ての当然の流れであり生みの苦しみと考えたい。「維持」に汲々とするなら希望が見えないが、次に
　踏み出すための勇気ある撤退であり、新規撒き直しの構想を主キリストにまず尋ね求めたい。新世紀
　へのチャンスと芽生えに着目してこれを育て、生かす前向きの営みが大切であると気づかされた一年
　となった。司教様から促され、この教区 100 年の年の苫小牧地区の小さな取り組みを振り返ると、
　次のことが提言できるかもしれない。

　１．司教、司祭からの希望があるメッセージとその配信
　　確かに司教様の示唆と呼びかけに各教会は動いた。小さな一歩が始まったといえそうだ。
　　また WYD への参加を応援したことは青年たちへの無言の励ましとなった。
　２．教区宣司評－地区宣司評－小教区教会の有機的な連携と、神の国建設の戦略的な協議を行う
　　・建築資金の教区一元化が提案されたが、資産運用のためだけでなく、宣教拠点となる教会や新規
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　　　集会所などの構想を練って全道的視野で教会を保つ。
　　・宣司評が、良い試みや活動を単なる情報交換する場である以上に、共有していくための工夫。例
　　　えば人的交流や学びあいの場となる工夫。
　　“100 周年の年 ” を機に、各地区や小教区が単立しているのではなく同じ課題に向かう共同体であ
　　ることを少し感じられた。今後さらに課題を共有し助け合っていければと感じる。
　３．新教区ビジョンと工程表の策定　および教区民全体の合意
　　卓上の策定よりも、動きながら上記２から自ずと導き出されるのかもしれない。
　　司祭修道者だけではなく、私たちが宣教の担い手であるいう意欲更新と試みは始まったばかり。　
　　かつてしていて止めてしまったものの振り起しや再開の兆しがある。宣教に焦点を当てながら建物
　　や組織よりも人を大切にすることを続けていきたい。
　４．人を生かす人を見出し、生かす工夫
　　研修会や信徒養成は、どうしても知的養成に傾きがちであり企画のしやすい面がある。そして研修
　　会に集まれる人にという限界があるのも確か。社会の中ですでに温かく人を励まし支え人を生かし
　　ている信者が、教会共同体にもっと関われるような工夫はないだろうか。たとえば助祭や小教区管
　　理者などへの推薦や登用は可能か。教区機関の「家庭支援センター」や「うえるかむはうす」など
　　の協力を得て、若い人材の恒常的な育成も考えられたら良い。
　５．DVD や教区インターネットを通じて、証しする人や活動の紹介を身近にする
　　静内教会の数人の信徒は、五島の信者数人で教会を守る姿をテレビ番組で見て鼓舞された。そして
　　閉鎖ではなく教会存続に心を一つにした活動は、地区の皆さんを力づけた。百の説教よりも、こう
　　した一つの生きた証が私たちを奮い立たせることをこの一年で学べた。
　６．地域にすでに行われている特色のある活動を知り支える。会議、大会、広報を通して。
　　苫小牧、登別など外国人労働者や旅人と関わる人のことを知るだけでも支えたり励ますことに繋が
　　る。この一年、苫小牧地区から東北の被災地にボランティアに行く人も増加したのは行ってきた人
　　の体験を広く聞いたからと思える。
　７．若い世代に声をかけ、その考えに耳を傾けて、責任と役割を分かち合う中で、任せるべきは任せ、
　　その労に感謝する。
　　来てもすることはないのではなく任せる試みが、幾つかの教会で実を結びつつある。
　８．カトリック施設、学校、幼稚園との教会の関りや協力の再生
　　修道会や宣教会が、宣教のための創設した諸施設は、かつてよりカトリック色が薄れ、あるいは無
　　くなっていることが多い。これを見直し、積極的に信者が関わろうとした教会の取り組みが報告さ
　　れている。宣教には受洗者を増やすと同時に社会の福音化があり、カトリック諸施設のこうした貢
　　献を受け止め継承したい。

【札幌地区】
　総括で述べたとおり、具体的な提言として集約していない。
　課題となっている事項について、討議を継続するスタートの年とする。

【100 周年記念ＤＶＤ編集委員会】
　「家庭の祈り運動」の提案
　編集委員会では宣教の歴史をたどっていく中で、キリスト教とは無縁だった蝦夷が島に、福音の種　
　がいつ、どのように蒔かれ、芽吹き、成長していったかを観ることができました。その歩みには常に
　御父の導きと恵みがあり、小さな種から全道に亘る広大な札幌教区にまで成長させてくださいました。
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　しかし、往時の隆盛と現在の状況を比べると一抹の寂しさを禁じえません。時代や社会情勢がどう　
　変わろうとも、先人が築いた信仰の遺産を未来へしっかり繋げていくことが、今を生きるわたしたち
　の務めです。
　このため、わたしたちは原点に立ち返ることが必要であると感じています。以前は、家庭で家族揃っ
　て祈ることで信仰を育ててきました。信仰における家庭の役割は昔も今も変わりません。教区が新た
　な世紀へ踏み出すことを契機に、「家庭の祈り運動」を提案します。
　以前は祈祷書を使うことが多かったと思いますが、時代に合わせて簡便で親しみやすい朝晩の祈り　
　などの小さな冊子をつくって全信徒に配布し、大人も子供も高齢者も一緒に祈ることを勧めます。と
　もに祈ることで信仰の恵みがより豊かになることでしょう。
　家庭に祈りを取り戻しましょう。それによって、家庭の中に居られるイエスに気づき、赦しと平安　
　のうちに信仰の喜びを取り戻しましょう。

◆　祈　り　◆
【旭川地区】
　変わりゆく時代の中で、私たち共同体の信仰が絶えることなく受け継がれ、生き続けていきますよ　
　うに。

【釧路地区】
　神様、あなたは、無償・無条件でわたしたち一人ひとりを愛して下さいます。
　その愛を、わたしが直に心で感じ取ることができるよう、わたしに聖霊を送り、助けて下さい。そ　
　うすれば、わたしは、教会の中でも、教会の外でも、あなたの愛を伝え、行うことができます。
　また、いま教会、特に釧路地区の教会は様々な面でとても厳しい状況に直面していますが、そうし　
　た現象に振り回されることなく、あなたの愛を伝え、行うことができるよう、わたしを力づけて下　
　さい。そうすれば、わたしの努力が無になることはないと信じます。
　札幌教区 100 周年を迎えることができたことを感謝します。今日、ここに集うことができたこと　
　を感謝するとともに、各地区で行われる式典に参加できた人たち、様々な事情で参加できなかった　
　人たちにも、あなたの愛と恵みを注いで下さい。
　わたしがいつも、あなたに感謝し、あなたを讃えながら生きることができますように。

【北見地区】
　　個人としても共同体としても、いつも心の中に、キリストに戻る勇気を与えて下さい。

【函館地区】
　私たちは札幌教区の百周年の為に祈ります、教区共間体の信者、一人ひとりが心ひとつにし、日々　
　祈りのなか教皇、司教、司祭と共に教区をささえ、又、召命の祈りを通して若者が主のまねきの　　
声を聞き入れることができますように、社会のなかでもっとも弱い立場にある、人々のため、聖母　　
マリアの取り次ぎを願い、御父の栄光のため、人々の救いのため、教区の輝かしい未来のためにみ　　
言葉を宣べ伝えることができるよう私たちを力づけ、勇気をさずけ導いてください。

【札幌地区】
　主よ、聖霊を送り私たちを導いてください。
　次の 100 年を目指し、私たち信徒が福音宣教の中心的役割を担うために、本当に大切なことを見　
　極める目を持ち、実行する勇気と力をお与えください。
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第二部　「札幌教区 100 年の年」感謝ミサ（祭日・白）

    司式：ベルナルド 勝谷 太治 司教

    共同司式：東京教会管区司教団、札幌教区司祭団

 ■　聖ヨハネ・パウロ二世と聖ファウスティナの聖遺物安置　（ミサ前に入堂）

 ■　入祭の歌　典 388「ガリラヤの風かおる丘で」 

■　あわれみの賛歌　典 203
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  ■　栄光の賛歌　典 204
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  ■　集会祈願　

　　いつくしみ深い神よ、あなたは、北の大地に多くの宣教師を送り、信仰のいしずえを築いてくださ

　　いました。先人たちの信仰の土台の上に、新たな 100 年に向かってあなたのことばをのべ伝える

　　ことができるよう導いてください。すべての人が一つの家族としてあなたのもとに集まり、ともに

　　栄光をたたえることができますように。

　　聖霊の交わりの中で、あなたとともに世々に生き、支配しておられる御子、

　　わたしたちの主イエス・キリストによって。アーメン。

  ■　第一朗読　　知恵の書　（知恵 9.13-18）

　　「神の計画を知りうる者がいるでしょうか。主の御旨を悟りうる者がいるでしょうか。死すべき人

　　間の考えは浅はかで、わたしたちの思いは不確かです。朽ちるべき体は魂の重荷となり、地上の幕

　　屋が、悩む心を圧迫します。地上のことでさえかろうじて推し量り、手中にあることさえ見いだす

　　のに苦労するなら、まして天上のことをだれが探り出せましょう。あなたが知恵をお与えにならな

　　かったなら、天の高みから聖なる霊を遣わされなかったなら、だれが御旨を知ることができたでしょ

　　うか。こうして地に住む人間の道はまっすぐにされ、人はあなたの望まれることを学ぶようになり、

　　知恵によって救われたのです。」

　Wisdom (Wis 9:13-18 NAB)
　　For who knows God's counsel, or who can conceive what the Lord intends?

　　For the deliberations of mortals are timid, and uncertain our plans.

　　For the corruptible body burdens the soul and the earthly tent weighs down the mind with its 　

　　many concerns.

　　Scarcely can we guess the things on earth, and only with difficulty grasp what is at hand; but 
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　　things in heaven, who can search them out?

　　Or who can know your counsel, unless you give Wisdom and send your holy spirit from on high?

　　Thus were the paths of those on earth made straight, and people learned what pleases you, and 

　　were saved by Wisdom.

　　[ The word of the Lord. Thanks be to God. ]

  ■　答唱詩編　典 52 ②③④（詩編 90.3+5ab、4+5c+6、11+12）

  ■　第二朗読　使徒パウロのフィレモンへの手紙　（フィレモン 9b-10、12-17）

　　〔愛する者よ、〕年老いて、今はまた、キリスト・イエスの囚人となっている、このパウロ〔は、〕

　　監禁中にもうけたわたしの子オネシモのことで、頼みがあるのです。わたしの心であるオネシモを、

　　あなたのもとに送り帰します。本当は、わたしのもとに引き止めて、福音のゆえに監禁されている

　　間、あなたの代わりに仕えてもらってもよいと思ったのですが、あなたの承諾なしには何もしたく

　　ありません。それは、あなたのせっかくの善い行いが、強いられたかたちでなく、自発的になされ

　　るようにと思うからです。恐らく彼がしばらくあなたのもとから引き離されていたのは、あなたが

　　彼をいつまでも自分のもとに置くためであったかもしれません。その場合、もはや奴隷としてでは

　　なく、奴隷以上の者、つまり愛する兄弟としてです。オネシモは特にわたしにとってそうですが、

　　あなたにとってはなおさらのこと、一人の人間としても、主を信じる者としても、愛する兄弟であ

　　るはずです。

　　だから、わたしを仲間と見なしてくれるのでしたら、オネシモをわたしと思って迎え入れて下さい。

　A reading from the Letter of Saint Paul to the Philemon (Phm 1:9-17 NAB)

　　Paul, an old man, and now also a prisoner for Christ Jesus, I urge you on behalf of my child 

　　Onesimus, whose father I have become in my imprisonment, who was once useless to you but is 



― 14 ―

　　now useful to [both] you and me. I am sending him, that is, my own heart, back to you. I should 

　　have liked to retain him for myself, so that he might serve me on your behalf in my imprisonment 

　　for the gospel, but I did not want to do anything without your consent, so that the good you do 

　　might not be forced but voluntary. Perhaps this is why he was away from you for a while, that you 

　　might have him back forever, no longer as a slave but more than a slave, a brother, beloved 

　　especially to me, but even more so to you, as a man and in the Lord.

 　　So if you regard me as a partner, welcome him as you would me.

　　[ The word of the Lord. Thanks be to God. ]

  ■　アレルヤ唱　典 270（23C）（詩編 119.135）

  ■　福音朗読　ルカによる福音　（ルカ 14.25-33）

　　〔そのとき、〕大勢の群衆が一緒について来たが、イエスは振り向いて言われた。「もし、だれかが

　　わたしのもとに来るとしても、父、母、妻、子供、兄弟、姉妹を、更に自分の命であろうとも、こ

　　れを憎まないなら、わたしの弟子ではありえない。自分の十字架を背負ってついて来る者でなけれ

　　ば、だれであれ、わたしの弟子ではありえない。あなたがたのうち、塔を建てようとするとき、造

　　り上げるのに十分な費用があるかどうか、まず腰をすえて計算しない者がいるだろうか。そうしな

　　いと、土台を築いただけで完成できず、見ていた人々は皆あざけって、『あの人は建て始めたが、　

　　完成することはできなかった』と言うだろう。また、どんな王でも、ほかの王と戦いに行こうとす

　　るときは、二万の兵を率いて進軍して来る敵を、自分の一万の兵で迎え撃つことができるかどうか、

　　まず腰をすえて考えてみないだろうか。もしできないと分かれば、敵がまだ遠方にいる間に使節を

　　送って、和を求めるだろう。だから、同じように、自分の持ち物を一切捨てないならば、あなたが

　　たのだれ一人としてわたしの弟子ではありえない。」

　A reading from the holy Gospel according to Luke (Luk 14:25-33 NAB)

　　Great crowds were traveling with him, and he turned and addressed them, "If any one comes to 

　　me without hating his father and mother, wife and children, brothers and sisters, and even his own 

　　life, he cannot be my disciple. Whoever does not carry his own cross and come after me cannot be 

　　my disciple. Which of you wishing to construct a tower does not first sit down and calculate the 
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　　cost to see if there is enough for its completion? Otherwise, after laying the foundation and finding 

　　himself unable to finish the work the onlookers should laugh at him and say, 'This one began to 　

　　build but did not have the resources to finish.' Or what king marching into battle would not first sit

 　　down and decide whether with ten thousand troops he can successfully oppose another king 

　　advancing upon him with twenty thousand troops? But if not, while he is still far away, he will 

　　send a delegation to ask for peace terms. In the same way, everyone of you who does not renounce 

　　all his possessions cannot be my disciple.

　　[ The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. ]

  ■　説　教

  ■　信仰宣言

  ■　共同祈願（信者の祈り）

　　いつくしみ深い神をたたえて祈りましょう。

　　＜旭川地区＞　北の大地に生き続けるわたしたちの信仰を力強くお守りください。札幌教区の新た

　　　　　　　　　な 100 年を、あなたの愛と希望の中で歩むことができますように。

　　一同　神よ、わたしたちの祈りを聞き入れてください。

　　＜函館地区＞　御父のみことばを忠実に果たされ、今も働きかけておられる主イエス・キリストに

　　　　　　　　　ならい、わたしたち札幌教区の新たな 100 年に向かって日々、使命を果たし続け

　　　　　　　　　ることができますように。

　　＜苫小牧地区＞　この広い北の大地にあなたの教えが種をまかれ、多くの司祭や修道者、信徒たち

　　　　　　　　　によって受け継がれ広められてきたことを感謝いたします。一つひとつの共同体は

　　　　　　　　　小さなものであっても、賛美の声は大きく、あなたに従う思いは強くあふれていま

　　　　　　　　　す。抱える問題は多くありますが、主に何を求められているかを真剣に考え、でき

　　　　　　　　　ない理由よりもできる方法を見つけられますよう、私たちに知恵と勇気をお与えく

　　　　　　　　　ださい。

　　＜札幌地区＞　札幌教区 100 周年記念の年にあたり祈ります。札幌教区の先人たちの思いをわた

　　　　　　　　　したちが大切に受け継ぎ、つねに福音宣教する共同体を目指し成長していくことが

　　　　　　　　　できますように。

　　＜釧路地区＞　信徒一人ひとりが、自分の身近にいる立場の弱い人・困っている人に心を向け、そ

　　　　　　　　　の人の望みのために一歩を踏み出すことができますように。

　　＜北見地区＞　 神様に呼んで頂いた私達が、司祭と共に主の食卓に与れる事を感謝致します。司祭・

　　　　　　　　　修道者・信徒の減少、そして高齢化の中に在って、私達一人ひとりが、神様の望ま

　　　　　　　　　れる役割を果たし、次の世代に繋いで行く事が出来ますように。

　　＜修女連＞　この世を去ったすべての方々のために祈ります。教区百年の歩みの中で、労苦を厭わ

　　　　　　　　ず、神から与えられた力を惜しみなく発揮してくださった先人たちが、神様の下で安

　　　　　　　　らかに憩い、私たちを見守り、新たな百年に歩みだす力を与えてくださいますように。

　　＜英語ミサ G：マレーシア語＞ Bagi Gereja Tuhan: Semoga Umat Tuhan semakin menyedari 　　

　　　　　　　　　bahawa tugas perutusan sebagai putera-puteri-Nya yang terkasih adalah berbagi 

　　　　　　　　　hidup dengan sesame demi keselamatan seluruh umat manusia.　

　　恵み豊かな父よ、信じる民を力強く導いてください。あなたのことばに飢え渇く現代の人々のため
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　　に、この地に生きるわたしたちが新たな使命を担い現代社会のさまざまな問題に立ち向かう勇気と

　　すべが与えられますように。わたしたちの主イエス・キリストによって。アーメン。

  ■　奉納の歌　典 149「遠く地の果てまで」

  ■　奉納祈願　

　　すべての人の救いを望まれる父よ、教会の祈りとささげものを受け入れ、恵みを注いでください。

　　アイヌの人々、無名のキリシタン殉教者たち、開拓者をはじめ、この大地に生きる人々に救いをも

　　たらした御子の受難をふさわしく記念することができますように。

　　わたしたちの主イエス・キリストによって。アーメン。

  ■　感謝の賛歌　典 205
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  ■　平和の賛歌　典 206

 ■　拝領の歌①　典 321「いつくしみと愛」
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 ■　拝領の歌②
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  ■　拝領の歌③　英語ミサグループ
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  ■　拝領祈願

　　信じる者の力である神よ、いのちの糧で養われたわたしたちを恵みで満たしてください。御子イエ

　　スの十字架による救いが、愛の使命を担うわたしたちの福音宣教を通して、すべての人にもたらさ

　　れますように。わたしたちの主イエス・キリストによって。アーメン。

  ■　教皇様からのお祝いメッセージ
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  バチカンにて　2015 年 9 月 2 日

札幌教区長

ベルナルド　勝谷太治司教様

　教皇フランシスコは札幌司教区 100 周年記念のお祝いの知らせを喜ばれました。司

教様と教区のすべての司祭、男女修道者、信徒のみなさまに心からお祝いのご挨拶を

お送りいたします。

　あなた方の地方教会を全能の神がいろいろな方法で祝福してくださったことをとも

に思い起こすとき、キリストへの愛においてあなたがたが新たにされ、それによって

あなたがたの小教区が生き生きとなり、それぞれの小教区が「諸共同体のための共同

体であり、渇いている者が歩き続けるために水を飲みに来る聖域であり、たえず宣教

者を派遣する中心」（『福音の喜び』28）となるよう教皇は祈っておられます。

　このようにして、あなたがたは神の愛といつくしみをより幅広い共同体にあらわし

て、イエス・キリストへのわたしたちの信仰の豊かさを分かち合えるでしょう。

　そのようなお気持ちで、教皇は札幌教区を教会の母である聖母マリアの愛情深いご

保護にゆだね、主における平和と喜びのしるしとして進んで使徒的祝福を与えます。

　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教皇庁国務長官

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ピエトロ・パロリン枢機卿

  ■　教皇様からのお祝いメッセージ　和訳
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  ■　閉祭の歌　カトリック聖歌 12「われ神をほめ」

第三部   演奏と交流
　　①奏楽（ＳＯＲＡ）の演奏

　　　…奏楽は、東日本大震災発生時から被災地で演奏活動を行っています。2011 年から毎年宮古

　　　　ベースを訪れ、被災地の皆様を励ましてくださっています。

　　②イースタービレッジ青年による演奏

　　　…教区司祭の祐川郁生神父がフィリピンに設けた福祉施設を巣立った青年たちが、100 周年

　　　　に当たり札幌を訪問してくださり演奏を披露してくださいます。エクスポージャー参加者と

　　　　の交流も行われます。
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藤女子大学の案内図

　■一般受付

　■弁当受け取り場所

トイレ

トイレ

　■来賓受付

　■昼食会場：　１階食堂

　函館地区、旭川地区、北見地区

　苫小牧地区
　※お弁当引取り後はご自由にお召し

　　上がりください。
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　■救護室

　　355 教室

　■司祭控室

　　354 教室

　■本部事務局

　　351 教室

　■係控室

　　352 教室　円山・山鼻

　　353 教室　月寒・北 11 条

トイレ

トイレ
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　■係控室

　　455 教室　イースタービレッジ

　　456 教室　奏楽（ＳＯＲＡ）

　　457 教室　侍者、スカウト
　　

トイレ

トイレ
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　■昼食会場：

　　651 教室　小樽、北一条、新田、千歳

　　　　　　　手稲、花川、真駒内

　　655 教室　大麻、北広島、小野幌

　　　　　　　月寒、円山、山鼻

　　656 教室　岩見沢、江別、北 26 条

　　予備教室　654 教室と 657 教室

　※お弁当引取り後はご自由にお召し上がり

　　ください。

トイレ
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■式場平面図

　来賓席
障がい者席

視覚障がい者席視覚障がい者席奉納者席

共同祈願者席

　祭壇

事務局

会場係席

会場係席

スカウト席

イースタービレッ

ジ販売コーナー
ピエタ販売

コーナー

光明社販売

コーナー

■ 2 階右手

　　　聖歌隊席

■留意事項
　１．２階席の最前列は、手すりが浅いため使用できません。２列目からご利用ください。
　２．感謝ミサは、主日のミサのように行いますので、案内に従い「起立」「着席」の際は座席の上げ
　　　下げを静かにお願いします。
　３. 聖体拝領は、誘導者の指示に従い、案内のあるまで着席でお待ちください。
　４．昼食の弁当の受取りは、届け出ている方が１階受付で、代金引き換えで引き取ってください。
　５．昼食会場は、案内図に記載していますのでご覧ください。講堂では飲食できません。
　６．トイレは各階にございますので案内図を参照ください。水飲み場は新館各階にございます。
　７．具合が悪くなられた方は、お近くの方にお声掛けください。お近くの方は係員へ申し出ください



■聖ヨハネ・パウロ二世

　クラクフとマウォポルスカ（小ポーランド）は、カロル・ヴォイティワ―教皇ヨハネ・パウロ二世―が生ま

れ青年期を過ごした場所です。彼はしばしばこの地を思い出し、また祖国への巡礼の途で次のように思い出を

語りました。「この地クラクフに私は生まれ、人生の多くの時間を過ごしました。そして、ここで、神の謙虚

なしもべとなるように神に招かれるという祝福を受けました。その後、ヴァヴェル大聖堂で司教に叙階された

のです｡」

　教皇ヨハネ・パウロ二世は、小ポーランドの出身です。この地で成長し、教育を受け、司祭としての奉仕に

尽力し、後に 1978 年 10 月１６日に教皇に選ばれるまで司教として務めました。ヴァドヴィツェ、ニエゴビチ、

クラクフ、カルヴァリア・ゼブジトフスカ、ザコパネで、成長し、大人になり、芸術家となり、最終的に非常

に優れた聖職者になりました。

　カロル・ヴォイティワは、1920 年 5 月 18 日、ヴァドヴィツェに生まれ、中学校まで過ごしました。1938

年に父親とともにクラクフに引っ越し、ヤギェウォ大学でポーランド哲学を学び始めました。1942 年にクラ

クフ大司教区の地下神学校（戦時下の非合法神学校）に入学し、1946 年 11 月 1 日に司祭に叙階されました。

その後、ローマに行き 1948 年まで勉学を続けました。同年、ポーランドに帰国し、クラクフ近くのニエゴビ

チの小さな教会に派遣されました。その間、クラクフの聖フロリアヌス教会の青年たちと一緒に山にハイキン

グに行ったり、カヌーを楽しんだりしました。カロル・ヴォイティワ神父の人柄、青年を引きつける話術、そ

して彼の説教は、多くの人を魅了しました。彼に従う何人かの人々がグループを作り、朝 6 時から始まる典礼

に参加するだけでなく、「霊名の祝日」を祝うために集まったり、一緒に旅をしたりしました。カロル・ヴォイティ

ワはこうした集いにつねに付き添い、皆はいつも彼を親しく「おじさん」と呼びました。始めのころは町を出

るくらいでしたが、そのうちにこれらの短い遠足がビエシュチャディ山地での探検やマズ―リ湖でのカヌーの

冒険になりました。それはそれまでに行われたことのないことでした。それに続く数年間、彼は神学の勉強を

続けました。1958 年には司教に叙階されました。その直後から第二バチカン公会議の準備と公会議そのもの

に積極的に参加しました。1963 年にエウジェニウス・バジアク大司教が帰天した後、彼はクラクフ教区の大

司教になり、4 年後に教皇パウロ六世より枢機卿に親任されました。

　カロル・ヴォイティワは、クラクフ教区の大司教として、フランチシェフ・ブランクニキ神父が 1969 年に

創立した「光と命」という青年の運動で重要な役割を果たしました。「オアシス」と呼ばれた夏のキャンプの

期間中に行われた青年養成は、共産主義政権に目をつけられ、この団体のメンバーは迫害され始めました。多

くの司教たちは、教会を守るためにこの団体への支持を表明しませんでした。しかし、ヴォイティワ枢機卿だ

けは、この団体のクラクフ教区での司牧的活動を公認したので、彼らは活発な活動をすることができました。

ヴォイティワ枢機卿は在位中に、クラクフの青年司牧活動も推し進め、学生たちと会ったり、青年のための黙

想会を開いたり、赦しの秘跡のために現れて皆を驚かせたりしました。彼はまた、司祭団を非公式に金銭的に

サポートしていました。彼からの寄付金は、夏のキャンプの費用として使われたり、困窮している学生に渡さ

れたりしました。

　1978 年 9 月にヨハネ・パウロ一世が帰天された後、彼は 1978 年 10 月 16 日にポーランド人として新しい

教皇に選ばれました。イタリア人でない人が教皇に選出されたのは 456 年ぶりでした。ヨハネ・パウロ二世

の教皇職はユニークなものでした。 

　教皇に就任したその日、お告げの祈りの直前に、彼は教皇公邸の窓から最初のスピーチを行い、青年に熱い

言葉で訴えかけました。「あなたたちはこの世界の未来です！あなたたちは教会の希望です！あなたたちは私

の希望です！」この教皇にとって、青年たちと会うことが最も大切なことでした。彼がワールドユースデーを

はじめたのです。



■聖ファウスティナ

　ヘレナ・コヴァルスカは、だれかに何かを証明しようとしたわけではありませんが、「普通」の人に隠され

た可能性がどれほどのものかを世界に示しました。可能性は、人々がそれを活かせるかどうかにかかっている

のです。ファウスティナという名前は、彼女が 20 歳で「あわれみの聖母会」という女子観想修道会に入会し

た時に付けられました。おそらく、彼女は、その名前が「幸い」（ラテン語　faustus）という意味であること

すら知らなかったでしょう。しかし、他のシスターたちは、彼女のことを、いつも喜びにあふれ、笑顔で、自

分の喜びと幸せをすべての人と分かち合おうとしている人であったと記憶していました。

　イエスは、極めて若くして担うことになる偉大な使命のために、苦しい霊的体験を通して、彼女に準備をさ

せていました。彼女はまず、神のいつくしみ深い愛を知り、どんなに難しい状況にあっても、イエスを信頼し、

いつくしみの精神のもとに人生を生きることを学ばなければなりませんでした。それらを身につけたとき、彼

女は説得力を持って「神のいつくしみ」を宣言することができました。シスター聖ファウスティナは、その使

命を果たすために他にもすばらしい賜物を受けました。イエスを見、イエスと話し、イエスの生涯の出来事に

立ち会い、現世を超えた世界を垣間見ることができました。天国の現実だけでなく地獄の現実も見ることがで

きたのです。

　これは、彼女の持つ特別な能力を記した長いリストのほんの始まりでした。この素晴らしい特別な使命を彼

女に託すにあたり、イエスはこう言われました。「今日、わがいつくしみと共にあなたを全人類に遣わしている」

（日記 1588〔ユリアン・ルジッキ、相原富士子共訳『聖ファウスティナの日記、わたしの霊魂における神のい

つくしみ』聖母の騎士社〕）。イエスは、彼女の人生、祈り、言葉、行動を通して、ご自分のいつくしみ深い愛

に関する真実を告げ知らせる責務を彼女に与えました。日記につづられたイエスのことばは、後の世代の多く

の人々にとって光と慰めとなるものでした。彼らは、神の顔をいつくしみ深い父として見い出すことができる

でしょう。「イエスよ、あなたを信頼します」という文字が記された絵画は、このメッセージを、目に見える

形で表現したものです。イエスは、神のいつくしみのメッセージを告げ知らせるというこの驚くべき使命を、

修道院で料理したり、庭仕事をしたり、祈ったり、門で働いていたひとりの修道女に託しました。彼女はこの

使命が自分の能力を遥かに超えていることを知っていました。しかし、幸いにも彼女は、この道をたどるよう

自分に求めたイエスがいつも近くにおられ、自分を決して一人にしておかず、深く愛してくださることを知っ

ていました。そして彼女は、イエスが導いてくださり、ご自分が最良と考える時と方法で、不可能を可能にし

てくださると信じていました。あるとき、彼女はイエスのことばを聞きました。「わたしはあなたのような霊

魂を探し望んでいるが、わずかしかいない。わたしに対するあなたの大きな信頼は、絶え間なくあなたに恵み

を与えるようにとわたしを強いる。あなたは、完全に信頼する娘であるので、わたしの心の上に偉大な、理解

できないほどの権利を有する」（日記 718〔同〕）。

　シスター聖ファウスティナは、33 歳の時、クラクフで幸せな死を迎えました。まさに祝福された魂でした。

　聖ファウスティナは、神のいつくしみの使徒として、また「日記」という短いタイトルのベストセラーの著

者として全世界に知られています。その本は、30 か国語以上に翻訳されています。彼女にとって、ポーラン

ドのもっとも著名な作家になるには、基本的な読み書きの知識を身に着けるだけで十分でした。もっとも困難

なことは、神を完全に信頼することだったのです。この若きポーランドの聖人の使命は、教皇聖ヨハネ・パウ

ロ二世に引き継がれました。彼は 2000 年 4 月 30 日に彼女を聖人の列に加えるだけでなく、教会全体のため

に「神のいつくしみの主日」を制定することによってイエスの望みを実現しました。当時、教皇は次のように

述べています。「シスター・ファウスティナ・コヴァルスカの人生とあかしが、現代社会への神の贈り物であ

ることを全教会に示すことができて、わたしは今日、真に深い喜びに包まれています。今日この列聖式を通して、

わたしは神のいつくしみのメッセージを、新世紀に向けて伝えたいと思います。すべての人が神の真のみ顔と

人間の真の顔を、より良く知るすべを身につけられるように、このメッセージをすべての人に伝えます。」


