
カトリック

菊地司教ミサ説教（信仰年について）
教皇様は今年の１０月１１日から来年の１０月２４日まで

を「信仰年」とすることを発表しました。私たちの
信仰の根本をもう一度見直して、主が私たちにどう
いう生き方を求めているのかということを振り返っ
てみようと呼びかけています。
ヨーロッパやアメリカの教会におけるスキャンダ
ルや多くの人が教会から離れている現実に、教皇様
は信仰の危機を感じておられます。その難しい現代
社会にあって信仰を生きることについてもう一度

しっかり見つめ直してみようという呼びかけです。
私たちが住んでいる日本では、昔も今もキリスト
者は少数派です。そのため、福音の価値観、福音の
示す生き方は、必ずしも喜んで受け入られるもので
はありません。この社会でキリスト者として生きる
ことは簡単ではありません。そのような難しい状況
の中で、信仰を生きていくということをもう一度見
直すという意味で、「信仰年」が開催されることは
日本の教会にとって大きな意義があると思います。

２０１２年度

カトリック札幌地区使徒職大会
テーマ「新しい福音宣教」

２０１２年９月３０日（日） 藤女子大学講堂

今年度の使徒職大会のテーマは「新しい福音宣教」です。司教様は、ミサの説教の中で、「信仰年」を迎え
るにあたり、一人ひとりが自分の信仰と生き方を見つめ直すことを勧めました。大会の講師にはケセン語訳聖
書で著名な山浦玄嗣さんを招きました。聖書を地元の方言に翻訳するという山浦さんの業績は日本中に驚きと
賞賛をもたらしました。その後も、本業の医業のかたわら、日本人にイエスの心をわかりやすく伝える執筆活
動や講演活動を続けています。講演では、自分の生い立ちからはじめて、どうして聖書を地元の方言に訳する
ことにしたのか、難しい聖書を日本人にどう伝えるかなど、お国言葉とユーモアを交えて話してくださり、７５０
名超の参加者は時に爆笑しながら聞き入りました。
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なぜ今「信仰年」なのか。一番大きなきっかけは
第２バチカン公会議が開催されてから５０年になるこ
とです。第２バチカン公会議は、社会の現実に目を
背けずにその中で福音を生きていくという、これま
での教会の姿勢を転換することを定めた公会議で
す。そして、その精神を受け継いで２０年前に「カト
リック教会のカテキズム」が発行されました。５０年、
２０年という節目の時にもう一度第２バチカン公会議
の精神を見直してみようということです。
「信仰年」にあたって教区としてどのような行事
を行うのかという問い合わせがありますが、行事を
行う予定はありません。「信仰年」の本意は行事を
行うことではなく、一人ひとりが信仰の根本を見つ
め直すという回心の呼びかけです。一人ひとりが、
「私は何を信じているのか」「信じたことに対して
どう生きていくのか」という根本をもう一度見直す
機会を持とうということです。
教皇様はいくつかのことを勧めています。ひとつ
は典礼を大切にしようということです。共同体とし
て典礼を大切に育てていこう、深めていこうと呼び
かけています。次に、第２バチカン公会議の公文書
と「カトリック教会のカテキズム」を読み返すこと
です。今の公文書の翻訳には誤訳もありますので、
改訂版が来年の３月に出ます。ぜひ読んでいただき
たいと思います。個人では難しいかもしれませんの
で教会で取り組むなどしてください。
また、教皇様は教会の本質的なつとめは次の３つ
であると述べています。それは「神の言葉を告げ知
らせることと証しをすること」「秘跡を祝うこと（典
礼）」「愛の奉仕を行うこと」。このつとめを教会の

中でバランスよく充満するよう、共同体で取り組ん
で欲しいと望んでいます。
中でも先の大震災が起きてから、全国の教会が被
災地の方々と連帯し歩みを共にしようという業が行
われています。実際に被災地へ出かけて、現地でい
ろいろな出会いにより新たな学びを発見し、多くの
ものを受けてきたと聞いています。復興のことを考
えると、まだまだ長い時間をかけて関わっていかな
ければなりません。私たちは被災地の人たちとの出
会いを通して信仰の見直しをさせていただく機会を
与えられています。これは、教会の本質的なつとめ
である「証し」と「奉仕」に深くつながっています。
私たち一人ひとりが証しする宣教者であるという自
覚を深めていければと思います。
「信仰年」にあたって一人ひとりが、「自分に何
ができるのか」「何を求められているのか」「自分は
どう生きていくのか」ということを改めて振り返り
ましょう。「信仰年」の開始にあたり、司教団がメッ
セージを出します。私も教区へ向けて文章を出しま
す。札幌教区では１０月１４日の日曜日のミサで「信仰
年」の告知をしていただきます。
教会共同体を信徒・修道者・司祭で共に作り上げ
て、みんなで支え合う教会、みんなで祈り合う教会、
みんなで学び合う教会、みんなで分かち合う教会、
みんなで福音を宣べ伝える教会を目指して歩んでい
きましょう。

※信仰年の始まりにあたっての司教団及び教区管理
者のメッセージは１０月１１日付けで各小教区に通知
されました。

講演「新しい酒は新しい皮袋に」
－今こそ、活き活きとした喜びの福音を－

山 浦 玄 嗣

信仰年が始まります。我々が信仰していることを
しっかり確認して、新しい時代を切り開いていくと
いうことだと思います。私たちの信仰の根幹は二つ
あります。一つは聖書で、もう一つは聖なる教会に
伝わってきた聖なる伝統です。この聖書を読むと、
様々な問題が我々の前に提示されます。実は聖書は
わかりにくいのです。何でこんな訳なのか。聖書を
もっとわかりやすくすることが私の野望なのです。
私は昭和１５年に岩手県の気仙郡に生まれました。

村で唯一のカトリッ
クの家庭でした。だ
から村のみんなはイ
エス様のこともマリ
ア様のことも知りま
せん。私は小学校５
年までサンタクロー
スを信じていました。母親から「あれは私がやった」
と打ち明けられた時の驚きは忘れられません。村に
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は教会がなかったので、年に一回気仙沼の教会に行
きます。私の住んでいた気仙郡と宮城県の気仙沼は
全く場所が違います。熊よけの空き缶を鳴らしなが
ら山道を何時間も歩いて、それから汽車を乗り継い
で三日がかりの旅でした。それは家族にとって、と
ても大事なことであるとともに楽しみでもありまし
た。
小学校１年の時に父が亡くなりました。戦争に負
けたこともあり、村の人たちは大のヤソ嫌いでした
から、父の墓の十字架もすぐ抜かれて焼かれてしま
いました。そばに山羊をつながれて、父の墓は糞だ
らけにされました。日曜日のたびに悔しい思いをし
ながら掃除していました。
そういう子供時代を過ごしましたが、私にとって
イエス様は村にいました。ある時、馬に乗った大人
が私の側を通りながらにっこり笑ってくれました。
とても嬉しかった。私は「イエス様が私を慰めるた
めに、ここに来てくれた」と本当に幸せな気持ちに
なりました。また、釘抜きの遊びのために釘を探し
ていたら、ある大人が五寸釘を２本くれました。イ
エス様は大工でしたから、私は「イエス様がくれた」
と本当に喜びました。マリア様もヨセフ様もいまし
た。地引き網を手伝うと魚をもらえるのですが、優
しい漁師はペトロです。アンデレもヤコブもゼベタ
イも、みんな村にいました。
私にはわかりましたが、友達に話しても誰もわ
かってくれません。何とかしてイエス様のことをみ
んなに伝えたいと話しますが、みんな何のことかわ
かりません。自分の話し方が悪いと思って、新約聖
書を取り出して、尊い書物の力でみんな回心するだ
ろうと読み聞かせても全然わかりません。聖書の言
葉は難しすぎて、田舎の鼻たれの子供にはわかるわ
けがありません。それで、公教要理の絵本を見せた
ら、裸の男が十字架につけられて死んでいる恐ろし
い絵に驚いてみんな逃げてしまいました。
私は子供の頃から、聖書に書かれているのは東京
の人の言葉で、気仙の人間が話している言葉と全然
違う。友達にイエス様のことを伝えるにはふるさと
の言葉で聖書を語らなければ伝わらないと思ってい
ました。また、国語の時間に先生から「作文はふだ
ん使っている言葉で書くのがいい」と言われて書い
てみると、「し」と「す」の中間の音など気仙の方
言には日本語で書けない言葉が多いことに気づきま
した。我々の言葉には文字がないことが悔しくて、
「今にみてろ、俺が字をつくってイエス様の言葉を

書いてやる」と決意しました。小学校３年の時でし
た。
その後に医者を志しましたが、それはそれで大変
でしたから、子供の頃の夢は棚上げでした。東京で
暮らしていた３５才の時、ふるさとの叔父さんが訪ね
てきてくれて久しぶりに気仙の言葉で話したとこ
ろ、長い間離れていたので私の気仙語はすっかりな
まっていました。これはショックでした。苦しいと
きには「俺は気仙衆だ。負けるものか」と自分に言
い聞かせて頑張ってきたのに。気仙衆の自分が気仙
の言葉を話せなくなったらどうするのか。その時、
子供の頃の夢を思い出しました。「そうだ、俺は気
仙の言葉でイエス様のことを書いてみんなに知らせ
る夢があったんだ」。それから、忘れかけていたふ
るさとの言葉を舌の上によみがえらせることに一所
懸命に取り組みました。そして、気仙の言葉を「ケ
セン語」と名付けました。これは、日本語でも英語
でもアラビア語でもない立派な言語であるという心
意気です。
ケセン語の文字や文法を考えて１０年くらいかけて
「ケセン語入門」という本を出しました。「そんな
本誰が買うんだ」とバカにされましたが、これが売
れに売れました。気仙の人たちが喜んで買ってくれ
ました。本屋ばかりでなく、床屋や八百屋や魚屋で
も売ってくれました。初版の二千冊はあっという間
に売れて、増刷した二千冊もすぐ売れました。
私のケセン語は子供の頃に覚えたもので、大人の
言葉はよくわかりませんでしたので、年寄りから教
えを受けて、また一所懸命勉強して「ケセン語大辞
典」を出版しました。６０才の時です。これでやっと
聖書の翻訳に取りかかれます。聖書は膨大なので、
イエス様の言葉がある四福音書を訳そうと決めてい
ました。まあ日本語だからすぐ訳せるだろうとマタ
イ福音書から取りかかりましたが、一行も訳せませ
ん。マタイ福音書の一行目に「アブラハムの子、ダ
ビデの子、イエス・キリストの系図」とあります。
日本語で「子」とは「第一親等の直系卑属」のこと
です。イエス様が千年以上前のダビデの子であるわ
けがないでしょう。今まで聖書を疑うことを知らな
かった私が疑いだらけになってしまいました。ま
た、別の箇所に「人々はイエスにつまづいた」とあ
ります。ケセン語で「つまづく」とは「けつまづく」
ということで、イエス様が立っていて、そこへ皆さ
んが引っかかってステンステン転ぶことですよ。そ
んなバカな話はないと本当に悩んでしまいました。
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友人の先生に悩みを聞いてもらった時、この人は
医者で聖書学者で天文学者という大秀才ですが、私
の話を聞いてケラケラ笑いながら「日本語の聖書を
読むからダメなんだ。原典から読まなきゃ」と言い
ます。この年でギリシャ語を勉強するのもしんどい
ことで無理だと思いました。二ヶ月ほど経ってか
ら、この先生から大きな荷物が届きました。開くと
ギリシャ語の聖書、辞典、参考書が入っていました。
これを見てがぜんやる気が出てきました。「気仙衆
がこんなことでひるんでなるものか」と一所懸命勉
強しました。やってみると案外わかるものです。大
体ギリシャに行けばみんな話しているのですから。
わかるととても楽しくなりました。
アブラハムの子の「子」とはギリシャ語で「子供」
のほか「子孫」という意味があります。それならわ
かります。聖書学者は何をやっているのかと頭に来
て、日本聖書協会に電話して「何でこんな訳をした。
誰が訳した」と問い詰めたところ、「それは秘密で
す」と言われました。後に聖書学者に訊くと「たし
かに日本語の子には子孫という意味はないが、ギリ
シャ語にはある。こう訳することで我々は日本語を
豊かにしている」と言われました。辞典に無いもの
を使って、自分勝手に豊かにされても困りますよ。
それから「イエスにつまづいた」は、「イエスの
非常識な言動に腹を立てた」が正しい。イエス様は
非常識なところがあります。食事に招かれた時、当
時は必ず手を洗ってから食事をしましたが、汚い手
でムシャムシャ食べ始めた。そこの主人はなんて不
作法な奴だと怒った。その時イエス様が言ったこと
は「人の口から入るもので人を汚すものはない。人
の口から（オェーと）出るものが人を汚す」。こん
なことを平気で言う人です。聖書を格式ばった言い
方ではなく、普通の日本語に直すと実に活き活きと
してくる。イエス様は底抜けに面白い人だったこと
がよくわかる。とても楽しくケセン語の翻訳をやっ
ていましたが、ふと考えると、気仙地方にはカトリッ
クは名目１００名で実態は３０名程度。プロテスタント
も同じようなもの。ケセン語訳聖書を出版しても採
算が合いません。頑張ってきたけど日の目を見ない
のかと悩んでしまいました。
その時の教会の信徒会長が熊谷雅也という男で印
刷屋でした。パソコンの普及で印刷業も大変でし
た。２１世紀を目前にして彼は、「俺はこのまましが
ない印刷屋で人生を終えるのは不本意だ。後世に残
る仕事をしたい。俺は２１世紀のグーテンベルグにな

る」と言って名刺に「２１世紀のグーテンベルグにな
りたい」と印刷していろんな所へ配っていました。
私が「グーテンベルグって何をしたか知ってるの
か」と訊くと「知ってます。彼は初めて聖書を印刷
した人です」。それまで聖書は修道院などで書き写
しでしたから一般の人には手に入りませんでした。
印刷することで広く普及することができました。「実
は俺、ケセン語訳聖書を書いているんだ」「それこ
そ私がやる仕事です」
彼は出版業がどれほど恐ろしい商売か知らないの
です。売れなかったら山のように在庫が積み上が
り、借金しか残りません。しかもケセン語訳聖書が
売れるわけがありません。でも彼はすっかりやる気
になって、「俺がやらなきゃ誰がやる」と舞い上がっ
ていました。私も少し気の毒だったけど、「がんば
れ」と原稿を渡しました。しばらくして彼が青い顔
をして言うには「先生、グーテンベルグの伝記を読
み直しましたが、彼は最後には破産したんですね」。
ここからがいいところで、気仙の男は一度口にした
ことは死にものぐるいでやります。彼は、どうせ倒
れるなら華々しく散ってやれと岩手県屈指のデザイ
ナーに頼んで豪華な製本にして、私の朗読CDを付
けてマタイ福音書を出版しました。これが売れたの
です。気仙地方では売れなかったけど他で売れに売
れました。これはいいと、残りの三福音書も半年に
一冊のペースで出版し、四冊揃ったときはうれしく
なって教皇ヨハネ・パウロ２世に手紙を書きまし
た。
「私は東北地方の名もない言葉にケセン語という
名前をつけて、その文字や文法を確立し、ふるさと
の仲間にイエス様の心を伝えるため四つの福音書を
訳しました。嬉しくて嬉しくてなりません。パパ様
に是非差し上げたいので、特別謁見をおゆるしくだ
さい。来年の５月の連休にローマに参り１０日ほど滞
在しますので、パパ様のお暇な時間を待ちたいと思
います。どうぞよろしくお願いします」。手紙を出
しましたがウンともスンとも返事がきません。当時
はパパ様の体調がすぐれませんでした。その頃、濱
尾大司教が枢機卿になったので、「パパ様の代わり
に受け取ってほしい」と手紙を出したら「いいよ」
と返事がきました。みんな喜んで、３０人ほどでケセ
ン遣欧使節団としてローマに向かいました。ローマ
に着くとパパ様が会ってくれることになり、バチカ
ンのサン・ピエトロ大聖堂で全世界から来た１万５
千人の巡礼者の前でケセン語訳聖書を献上してきま
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した。その日のローマは日本晴れでしたよ。
「標準語の聖書よりもズーズー弁の聖書の方がわ
かりやすいけど、ケセン語がもう少しわかりやすく
ならないか」という声があったので、５年くらいか
けて「ガリラヤのイェシュー」という本を書きまし
た。イェシューというのはイエス様の本名です。聖
書を小説のように面白く読めるようにしようと思い
ました。当時のパレスチナは岩手県くらいの大きさ
で、あらゆる国の人々が入り乱れていました。地方
ごとに訛りがあって、ガリラヤ地方もひどく訛って
いました。そこで、登場人物には我が国のいろいろ
な方言を話させました。
福音書の舞台は２千年前ですから今とは社会常識
が違います。当時の常識はみんな知っていますので
聖書には書かれていません。彼らの常識は文書に
なっていないので私たちにはわかりません。このこ
とが聖書の理解を妨げています。注釈がきちんと書
かれていなければいけません。注釈のある聖書もあ
りますが、後ろの方にまとめているので行ったり来
たりしてわからなくなります。私は本文に注釈を入
れました。そうすると聖書をねつ造したことになる
ので、字体を変えて私が勝手に入れたことがわかる
ようにしました。読みたくない人は飛ばせばいいの
です。たとえばヨハネ書にイエス様がナタナエルを
「正真正銘のイスラエル人だ」とほめる箇所があり
ます。その理由は「いちじくの木の下に座っていた
から」と言いました。これではどうして立派なのか
さっぱりわかりません。「いちじくの木の下に座っ
ている」とは聖書をとてもよく勉強しているという
ことなのです。それを知っているかどうかで聖書の
理解が全く違います。
日本人は本来、「やさしさ」や「助け合い」など
キリスト教精神を持っているのにキリスト教徒にな

らないのは聖書の言葉に問題があるのだと思いま
す。「敵を愛せ」なんて書いているから「これは無
理だ」とあきらめてしまいます。これは「アガパ
オー」という言葉で、明治になって聖書を訳するこ
とができるようになった時に、中国語の聖書で「愛」
と訳していたので、漢字だから同じだろうとみんな
一律に「愛」と訳しました。ところが、今から４５０
年前のキリシタン時代は「愛」とは訳していません
でした。「どちりな・きりしたん」では「大切」と
訳しています。これは名訳です。日本語で「愛する」
というのは自己本位の感情ですが、「大切にする」
といことは相手本位の行動です。敵といえども大切
にするということは、「敵に塩を送る」ということ
かと日本人なら理解できます。
また、「あなた方も完全になりなさい」と言われ
ても不可能です。「完全」の原語は「テレイオス」
で、これは「成長して完全になる→大人になる」と
いう意味です。また「あるがままの自分を受け入れ
る」という意味もあります。人間は自分の弱さや欠
点を認めたくありません。みんな仮面を被って生き
ています。いつの間にか仮面が自分の本質だと勘違
いして人を裁いたりします。そういうことをきちん
と伝えられない翻訳は悲しいものがあります。
私の本は祭壇で朗読するものではなく、あくまで
副読本です。私は聖書の言葉を普段使っている言葉
で、誰もがわかるようにして、もともと「やさしさ」
や「助け合い」というキリスト教精神を持っている
日本人にキリストの心を伝えたいのです。この信仰
年を契機に日本のキリスト教が活き活きと羽ばたい
て、そして日本人に「本当にいいおしえだ」とわかっ
てもらえるように、そういう世の中をみんなでつ
くっていきたいと思います。
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２０１２年 平和を祈る４０日間 「愛・平和・いのち」

札幌地区・平和旬間実行委員会

札幌地区・平和旬間実行委員会は、例年中国侵略の始まりとなる「盧溝橋事件」勃発の日７月７日（１９３７年）

から、終戦の８月１５日（１９４５年）までを、「平和について学び・考え・祈り・そして行動する４０日間」として、

取り組んできました。今年も上記のテーマで平和講演会、平和祈願ミサ、平和行進を行いました。

平和講演会
８月４日（土）１４時～１６時
カトリック北２６条教会
「塹壕の聖母～平和への願い」
講師 場崎 洋 神父

カトリック北２６条教会主任司祭
参加者 １３０名

はじめに
場崎神父は、ご自身が療養中、大分で出会ったク
ルト・ロイバーが描いた「塹壕の聖母」についての
著書を２０１１年に出版されました。また、特に中高生
に伝えたいとの思いから、塹壕の聖母からの平和の
メッセージを小冊子にまとめられました。平和講演
はこの「塹壕の聖母」を中心にお話が進められまし
た。以下要約して報告いたします。
場崎神父は「戦争は過去のことではなく、今も私
たちは、戦争の中で生きている。その中で平和を築
くのが私たちです」「『塹壕の聖母』の中に平和の
メッセージが凝縮されている。耳を傾けていきた
い」と講演を始められました。
神父は「まずこれをお聴きください。これを心に
留めて話していきたい」と沖縄出身の盲目のテノー
ル歌手で、牧師 新垣勉さんが歌う「死んだ男の残
したものは」の歌が。
続いて、神父は「塹壕の聖母」の作者クルト・ロ
イバーの紹介をされました。
１９３３年１月ヒトラーが政権奪取、１９４３年ドイツ軍
がポーランドへ侵攻し、小さな村の牧師であったロ
イバーは、軍医として戦地に赴く。１９４２年、１６年ぶ
りの大寒波、氷点下４０℃の中、ソ連軍に包囲された
塹壕の中で、ロイバーは地図のうらに木炭で聖母子
像の絵を描いた。
乳飲み子を大きな布に包むようにしっかりと包む
聖母像、描かれた文字は、ドイツ語で「光・いのち・
愛」（ヨハネ福音書１章より）。クリスマスを迎えた
兵士たちは、この絵を見て敬虔な感動に襲われた。
絵の前でひれ伏し、涙を流し、故郷を思い起こし、

祈りを捧げた。
ロイバーは愛する子ども
たちに手紙を書いた。「愛
する子どもたちよ！わたし
の描いた聖母の絵は、お前
たち みんなのよりどころ
にしてほしいと願っていま
す。人間は苦しいとき、心
がぐらつかないように心の
中に何らかの『よりどこ
ろ』をもつことが必要なのだから」
翌年ドイツ軍は降伏し、ロイバーは捕虜としてロ
シアへ連行される。そこで、ロイバーはもう一枚の
絵、「収容所の聖母」を描いた（１９４３年）。塹壕の中
で描いたものとは違い、聖母の顔は険しく、まるで
自分自身が聖母の代わりとなって、乳飲み子を守っ
ている姿であった。これはロイバーが自分の顔を描
いたものと思われる。彼は栄養失調と中耳炎の悪化
の中、息をひきとった。「この『塹壕の聖母像』か
らわたしたちは何を学ぶのか」
講演は、「原発問題」へと続きます。
「１８９５年から放射性物質の研究は始まっていた。

レントゲン、キュウリー、ベクレル、シーベル、ラ
ザフォード、オットー・ハーンらにより、放射性物
質の発見と研究が行われた。ナチスの脅威が原子爆
弾を生む一因となった。
ユダヤ人レオ・シラードはアメリカへ亡命し、ア
インシュタインの署名を借りて、ルーズベルト大統
領へ働きかけを行い、そのことが、アメリカ政府の
核開発へのきっかけとなった。そしてマンハッタン
計画として、全世界の亡命科学者をロスアラモスに
集め、原爆の開発を行なう。１９４５年８月６日広島に
原爆投下。８月９日長崎に原爆投下。 その後２０５８
回の核実験が行われる一方、核実験反対運動の高ま
りから、原子力（核）の平和利用という名の、原子
力発電にすりかえられてしまう。原子爆弾が原子力
発電にすりかえられた」
「１９９９年９月３０日に、日本において、広島、長崎、
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第五福竜丸についで、４回目の被曝を経験すること
になった。ＪＯＣ東海村原子力加工施設で６００人以
上が被曝する臨界事故である。１７シーベルトを浴び
た、大内 久さんは８３日間の闘病生活の末、亡くなっ
た。過去の被曝から、教訓を学んでいなかった。医
療はなにもできなかった。」「今、北海道の泊原発を
はじめ、全国の原発は交付金と補助金によって、地
方の経済、産業を破壊し、原発に頼らざるを得ない
状況になっている」
ついで、「沖縄」へと講演は続きます。
「ベトナム戦争当時、沖縄の米軍基地からベトナ
ムへの空爆がおこなわれた。その構造は今も変わら
ない」「フクシマ原発の犠牲は、オキナワの犠牲に
通じる。フクシマやオキナワなど地域の犠牲の上に
日本の平和がある。日本の土地の０．６％である沖縄
に、在日米軍基地の７４％が存在する。この現実は、戦
後の私たちの繁栄・平安への問いかけとなっている」
「オスプレイが配属となる市街地にある普天間基
地。また、沖縄で１９５２年から２００７年まで、米軍の起
こした事件は２０万件。そのうち１，０７６人の人が死亡」
「日本は、そして私達は、オキナワに全てを押し
付けている」「皆さん、フクシマとオキナワについ
て考えていただきたい」「私たちは日米安保の当事
者であるという自覚が無い」「自分がこのオキナワ
の犠牲の張本人であることを知るべきだ」「無意識
のうちに利益を搾取している」
そして、「原発を止めなければなりません。止め
たとしても、これから生まれる子ども達に平和を提
供できるのかどうか。それを『塹壕の聖母像』が問
いかけている。」と訴えられました。続けて、幾枚
かの写真を紹介しながら、それぞれの平和への祈り
についてお話されました。
「写真の一枚は、『幼子をだいている人』この幼
子は信頼する人がいるから泣く。母親がそばにく
る。絶対の信頼がある。これは信仰と同じ。一番の
信仰。幼子が一番神に近い」
また、次の写真は「『棺に眠っている佐々木禎子
さん（広島原爆被害者）の遺体』で、平和を祈りな
がら１万羽の鶴を折り続けた」。
さらに次の写真は「JOC被爆者（大内さん）の
家族が待合室で回復を待ちながら折った１万羽の
鶴」。最後の写真は「『札幌地区の平和祈願ミサで奉
納される折り鶴』です。どんな思いで一つ一つが折
られ、奉納されていくのでしょうか」と問われまし
た。続けて「改めて塹壕の聖母の意味を考えます」
「聖母は『恐れるな、信じなさい。大丈夫だよ』

と何度も言われている」「信頼の現われ。自分が頼
られる立場に。抱き、安心させる立場」「塹壕の聖
母の前で、わたしたち一人ひとりが何をしなければ
ならないのか」「『ひかり・いのち・愛』そして、生き
ている私、生きているあなたが、どのように平和を
構築していくのか。問われている」と話されました。
さらに、「塹壕の聖母は幼子を守っています。し
かし、やがて幼子を世の中に差し出して、平和を求
める。幼子は十字架につく。十字架を経なければ平
和はこない」
「『幼子を差し出している聖母』、平和は狼の群れ
の中に幼子を差し出した」
「本当の平和を創り出す勇気と責任。聖母は本当
の平和をもとめるように私たちに問いかけてい
る。」「混沌としている中で、厭世主義的になるので
はなく、今から平和を作り出す。」「聖母からの呼び
かけに応えて、復活したイエスからの呼びかけに応
えて、フクシマとオキナワを考えて、平和のために
力を尽くしましょう」と強く訴えて、お話を締めく
くられました。
講演を通して、場崎神父様に大きな励ましと示唆
をいただきました。
「平和のために、学び、考え、祈り、行動する４０日
間にふさわしい講演会でした。
私達は、この力強い訴えをしっかりと受け止め、
祈りと行動をともにしていきたいと思います。
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平和祈願ミサ
８月１５日（水）１８時～１９時
カトリック北一条教会
司式 勝谷 太治 神父（札幌地区長）・司祭団

参加者 １８０名
勝谷神父は説教で、先日イースタービレッジを訪
れ、開設１０周年の記念の式典に参加されたことに続
けて、「構造的に貧しい社会状況のなかで、もがき
苦しむ子どもたちに対し、どうしたら彼らを支援で



きるのか。自立してもらうための援助をする一方
で、非常に困難な現状というものがある」
「あるいは世界中に目を向けるとそういう子ども
たちがまだまだたくさんいる。私たちが経済的繁栄
を享受する一方で、圧倒的に不利な状況の中で、人
生を切り開いていかなければならない子どもたちが
いる。この世界の現実を私達はよく見ていかなけれ
ばならない」
「一方、日本の豊かな生活水準を保ち、経済を成
長させること、あるいは維持すること。これが国の
優先順位であること。そのためには、電力を確保す
るために原発が必要だ。と主張する人がいる」
「多くの意見のある中で、日本の教会がはっきり
と、脱原発依存ではなく、脱原発、すなわち原発の
全廃を訴えたことは、勇気ある正しい選択だと思い
ます。そしてこの脱原発を訴えることは何を意味す
るか、単なる、経済の維持だという論点の文脈から、
私たちの課題に目を向けていきたい」
「ベネディクト１６世の回勅「希望による福音」の

中に、こういう一節があります。…「人間は単なる
経済条件の生産物ではありません。有利な経済条件
を作り出すことによって害意から人間を救うことは
できません」「人と共に、人のために苦しむこと。
真理と正義のために苦しむこと」「愛ゆえに真の意
味で、愛する人のために苦しむこと。これこそが人
間であることの根本的な構成要素である。このこと
を放棄するなら、人は自分自身を愚弄する」「人間
が人間たるゆえんは、愛することである」「愛する
ことを突き詰めていけば、愛するために苦しむこと
である」「これが人間の根本的構成要素である」…
ということを教皇様は述べておられます。
「私は十代の後半から、幾度となく、東南アジア
の貧しい人達の現状を見て廻るエクスポージャーに
参加する機会を得てきました。その中で、日本の開
発援助や大企業の横暴さの影で、苦しんでいる人達
の実態を直接目にしてきました。過去の戦争の被害
でなく、今、受けている被害を告発し、反日感情を
募らせている人達を見て、十代の私には大きな
ショックでした。
しかし、そのような貧しさの中にあっても、心豊
かに希望を持つ多くの人たちに接し、日本人が、物
質的豊かさの陰に忘れてきた、大切なものがあるこ
とをずいぶんと感じさせられました。
同じことを感じてもらうために、札幌教区の青年
たちを毎年フィリピンに連れて行く企画も立てまし
た」「青年達はいつもそこで魂が洗われるような体

験を、することができるのです」「このような経験
は、自分の眼で見、手で触れ、耳で聞く、直接的な
魂をつき動かされる体験です。彼らと直接知り合う
ことで、楽しく時を共有する体験、すなわち、同じ
世界に生きるかけがいのない仲間として、彼らの苦
しみに共感する心を、自分の中に発見するのです。
それまでの自分を中心とした狭い世界で、観念的に
求めていた構図から、一気に世界にすえられた視点
を自分の中に持つ。いわば、コペルニクス的転換の
体験です」
「そしてそれは、自分という狭い枠を超えた、神を
中心とした世界観の中で、神の御心を自らの望みと
して、発見していく営みであるとも言えるでしょう。
私達はイデオロギーによってではなく、他者の苦
しみを自分の苦しみとして、共感する心につき動か
されて、正義のために行動するのです。私たちの使
命は、世界中のそのような困難に直面する人達に共
感し、寄り添って生きることです」
さらに、「脱原発は、その技術の危うさや核廃棄
物という、未来に対する大きな負の遺産を残すとい
う観点だけではなく、私たちが無反省に追い求めて
きた社会への痛烈な反省無くして、唱えることはで
きないのです」「そういった意味では、昨年の震災
以来、日本の教会が取り組んできている復興支援活
動は、大きな意味を持っていると思います」
「日本の全教会が、総力を挙げて困難のうちにあ
る日本の人々と、祈りあおうとしているのです。被
災した人々の痛みを自らの痛みとし、再生の時まで
共にあろうと、本気でかかわり始めた、日本の教会
史上、初めての取り組みです」
「この復興支援のとりくみは、脱原発の訴えとと
もに、私たちのメンタリティを大きく変える、神が
与えて下さったチャレンジの機会ではないかと思い
ます」と締めくくり、説教を終えられました。
共同祈願では、虹の会、札幌働く人の家、うえる
かむ・はうす、正義と平和委員会から祈りが捧げら
れました。
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ミサ献金７２，５２９円は、札幌教区サポートセンター
を通して、「東日本大震災支援」のために贈りました。
平和の折鶴の奉納先は次の通りです。
○広島平和公園
北一条、北二十六条、江別、北十一条、月寒、
真駒内教会
○長崎原爆慰霊碑
花川マリア院、富岡、山鼻、北見教会
○沖縄・平和の碑
小野幌、円山、花川、手稲
最後に、プロテスタント、「札幌キリスト教連合
会・信教の自由を守る委員会」からの平和の連帯
メッセージが読み上げられました。

平和行進
８月１５日（水）１９時２０分～２０時２０分
カトリック北一条教会より、大通公園西４丁目

参加者 １００名
ミサ後、北一条教会から大通公園までキャンドル
（ペンライト）行進をしました。おのおのプラカー
ドをかかげ、「原発をなくそう！ 沖縄から基地を
なくそう！ 憲法９条は世界の宝だ！」などのシュ

プレヒコールで平和を訴えました。青年、年配の方、
家族連れ、シスター、司祭がひとつになり、元気に
行進しました。大通公園では、プロテスタントの皆
さんと合流し、祈りの交流をいたしました。お互い
の活動の報告の後、「勝利をのぞみ」をともに歌い、
「アッシジのフランシスコの祈り」をともに祈り、
来年の再会を期して集いを終えました。
今年も、８月６日、９日、１５日には多くの教会で
「平和の鐘」と祈りのひとときがもたれました。
この平和のための４０日間、会場でお世話いただい

た、北２６教会、北一条教会の皆様はじめ、多くの方
の協力をいただきました。ありがとうございまし
た。

（社会委員会 山口雄司）

札幌地区典礼研修会第２回「病者の聖体奉仕」の開催
作業部会スタッフ

７月１４日（土）北１１条教会において「病者の聖体奉仕」の研修会が開催されました。
参加者は札幌地区内の教会、修道会から１４０名の参加がありました。
講師の今田玄五神父様から病者の聖体奉仕を行うに当たっての留意事項と「病者の聖体奉仕」は教会共同体
と間接的にミサとつながる意識を持って、病者の信仰を励まし、慰めを与える使命を担っていることなど、よ
り具体的にお話いただきました。
角田久栄さんからは病者に寄り添うための傾聴の心構えなどを、また、介護付きマンション入所の男性を訪
問するという設定のもと今野ユリ子さんと作業部会スタッフによるシミュレーションにより臨時聖体奉仕の実
際を学びました。
全体からの質問も多く出され、パストラルケアによる傾聴の難しさや、具体的な質問が多く出され、現代に
おける司祭の不足とより効率的な病者訪問のあり方が札幌地区においての課題となっています。

参加屋からは多くの意見と感想が寄せられました。（抜粋）
☆ 神父様のお話分かりやすかった。
☆ 実演が良かった。
☆ 傾聴の難しさ感じた。
☆ 傾聴の講習会を開いていただきたい。
☆ 旅路の糧という言葉が心に残りました。病人にとってご聖体はとても大きな力になる。
☆ 各小教区の中で参加できなかった人達が、司祭から話を聞く機会があると良いのでは。
☆ 奉仕者として訪問したいが、難しさも感じた。
☆ シミュレーションの時、手元が見えなかったのは残念でした。
☆ 実際に経験することに不安がある。
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相談内容 

カリタス家庭支援センターの報告 代表 堤 邑江

２００４年５月、ベネディクトハウスの一角に開設させていただいた相談・支援機関「カリタス家庭支援セン
ター」は、札幌教区公認のカトリック施設として皆様のご支援をいただきながら活動を続け、９年目を迎える
ことができました。皆様のご支援に感謝しつつ、私たちが、何をめざし、どんなことをしているのかを、ご報
告させていただきます。
理念：キリストの愛の精神にもとづいて、障がいのある人もない人も、日々の生活の中の生きづらさや苦労

を受け止めあい、支えあい、学びあいつつ、活路を見出し、共に生きていくことを目指しています。
体制：職員は社会福祉士・精神保健福祉士の国家資格を持つ相談員２名と相談以外のコーディネートを行う

運営担当ソーシャルワーカー１名が常勤職員として日常業務に当たり、運営委員：７名、監事：２名、
ボランティアスタッフ：４名、会員：８５名、賛助会員：１５９名、寄付会員によって支えられています。

相談・支援状況（２０１１年度）

１．相談件数と実人員

相談は年度をまたがり、複数月にわたり、長期
的なかかわりを必要とする方が増加の傾向にあ
り、一人あたりの相談件数が増えています。

２．相談内容

日常生活の中で出会う、様々な出来事・困難・
苦労を広範囲に扱っております。長期的なかかわ
りが求められる方は、生活の多くの場面において
人間関係の困難さを伴うことが多く、相談内容も
人とのかかわり方が基盤にあります。

３．相談方法

電話：７８％、来所：１４％、訪問：５％、通信：２％
訪問は、自宅訪問・医療機関・行政機関・作業
所・施設等への同行。

４．相談者の紹介経路

教会：１５．１％、機関（役所・福祉機関・施設等）：８．２％、知人：８．９％、電話帳：１２％、パンフレット：１％、
再来：５４．１％。再来は１度相談された方が別件で複数回相談されることで、当センターの特徴を表しています。

５．相談から派生した活動（自由に参加することができますので、どうぞおいでください）

①「イエス様と出会う集い」（第２・第４火曜日 １０：００～１１：００）

１回あたり４～８人。シスター朝倉を囲んで日々の出来事を通して感じたこと受け止めたことを分かち
合います。
②「絵手紙の集い」（毎週木曜日 １３：００～１５：００）

１回あたり３～５人。お庭の草花など、身近な画材を、和気あいあいの雰囲気の中で、自由に描いてい
ます。
③「カリタス当事者研究会」（毎週水曜日 １３：００～１５：３０）

１回あたり１０～１５人。特定の病気・障がいの枠を超えて、自分を助けるための方法について、活発な交
流が行われています。
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相談件数・実人員年次推移



札幌地区交流会 第４回女性の集いを終えて
「あなたはどう思いますか？」パートⅢ

～震災から１年あまりこれからも震災を忘れないで支えあっていけますように！～

６月３０日 北２６条教会にて 作業部会スタッフ 藤原（江別教会）

震災から１年あまりこれからも震災を忘れないで
支えあっていけますように！をテーマに、第４回女
性交流会を開催しました。札幌地区の小教区と修道
会へ呼びかけ、２０教会のうち１３教会と３修道会８７名
の方が参加されました。今回はボランティアに参加
された３名の方からパソコンの映像による報告と現
地に赴き何もない現地での被災者からの暖かなもて
なし、現在、仮設住宅に住まわれている方の引きこ
もりや孤独感など、また、バザーの様子などお聞き
しました。場崎洋神父様からは人に出会うことを神
父様も現地での経験について語られ、８０歳のお母さ

んは３０代に災害にあい、岩のり、昆布とりで子育て
をしてきたが、今回、また、被災し家も流されまし
たが、仮説住宅に住めることに感謝している。夫と
出会い子供を授かり、そして別れ（裂かれ）私たち
の無力さの中に神の働きがあること「主の食卓に招
かれたものは幸い」、私たちは共に苦しみ共に喜ぶ
キリストともに裂かれ生きていること、現地での体
験とみことばを通してお話いただきました。勝谷神
父様司式の感謝のミサで終了しました。参加人数は
年々増えていますが、若い方の参加が少なく今後の
課題だと思います。

６．地域社会・関係機関との連携

必要に応じて、相談毎に医療機関・行政機関・警察関係・司法機関・相談機関（児童相談所、配偶者暴力
相談センター）民間機関（共同作業所、自助グループ）宗教関係・その他（社会保険事務所、ハローワーク）
と連携して、具体的解決方法につなげています。

７．東日本大震災支援活動

仙台市内のカトリック老人施設の利用者と職員へ補食物資の支援を行いました。この支援のために、他団
体のご寄付、ご協力をいただきました。

８．教区の福祉活動の後方支援

札幌教区ビジョン「社会に開かれた教会」の福祉活動に呼応する形で、小教区で取り組んでおられる相談
支援活動に、ご協力しております。これからも必要に応じて、お手伝いさせていただくことができますので、
ご遠慮なくお声をかけてください。さしあたっては、２０１５年に行われる、カトリック障害者連絡協議会の全
国大会に向けて、協力体制を整えようとしております。これからも当センターによろしくご協力くださいま
すようお願いいたします。

＜ 参加者の意見・感想抜粋 ＞

☆場崎神父様のお話感動的でした。被災地の方のご苦労を忘れないよう小さな出来ることを行っていく。
☆他の教会の方との交わることができ良かったです。
☆場崎神父様のお話楽しくたくさんのことを学びました。ボランティアの方たちとグループの分かちあいも
意義深いものでした。ミサでしめくられ意義深いものでした。
☆被災地のボランティアのお話は来年も続けて行って欲しい。女性の集い初めてでしたが、有意義に過ごす
ことができました。
☆神父様の話に涙がでました。

次ページへ
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編

☆今日のテーマは大変良かった。来年も続けて同じテーマでお願いします。心を寄せることが大切ですね。
☆広範囲の交流で、目が開かれたことがたくさんあり、有意義な時間をありがとうございました。
☆ボランティアに対する意識が開かれた思いが大でした。
☆参加したグループにボランティアに行かれた方が３名いました貴重な意見を聞きました。大変なことだけ
ではなく参加することに意義があることも学びました。

「新しい出会いの場」 北１１条教会 吉村直子

去る６月、同じ教会の友人に誘われて「女性の集い」に初めて参加しました。４回目となるこの集いの存在
を私は全く知らずにいたことを恥ずかしく思いました。そして、教会関係でこのような“女性”に限定した集
まりに今まで参加したことがない私には、新鮮に感じられました。
札幌教区サポートセンターの後方支援グループの一員として東日本大震災被災地支援に関わらせていただい
ている私にとりまして、今回のテーマは、関心の高いものでした。岩手県宮古市での支援活動でボランティア
を体験された３人の方々の発表は、わかりやすく具体的であり、実情を少しは知っている私には、共感できる
内容ばかりでした。ボランティアという立場で一体何が自分にできるか不安を抱くのは、私も全く同じでした。
しかし、あれこれ考えているより、まず行かせていただこうと思った昨年の５月の体験を振り返ることができ
たように思います。自分の目と耳で感じた被災地の現状を伝えることも、被災地の方々のことを忘れない行動
の一つになることを再確認致しました。大震災から１年過ぎたころから、どの地域でもボランティアに参加す
る人数が減っている中、現地の方々は「私たちのことを忘れないで下さい」とおっしゃいます。復興には程遠
い地域もまだまだ沢山あるのが現実です。時間と共に被災地の方々のことを伝える報道が減り、私たちの日常
生活から、ややもすると被災された方々のことを考えなくなる危険を感じています。サポートセンターから発
行している「宮古ボランティアニューズレター」を通して、現地の様子を伝え続ける責任を感じています。
勝谷神父様が「人が何かをやろうと動機づけられるのは、直接人と出会うことが大きい、多くの情報を直接
聞くことが人を動かす」とおっしゃったことが強く私の胸に残っています。これからも、小教区を超えたこの
ような集まりを通して、多くの方々と出会って参りたいと思う「女性の集い」でした。参加することができま
して感謝しております。ありがとうございました。

信仰年が始まりました。わたしたち一人ひとりが、キリストの愛を日々再発見し、恵みと喜びを世に伝える
ことができますように

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 書 籍 案 内 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

「信仰の門」 「カトリック教会の
カテキズム」
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「カトリック教会の
教え」
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