
カトリック勝谷　太治　司教
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１０月１４日（月）勝谷太治司教の叙階式が藤学園講堂で行われました。地主司教の退位から４年、私たちが
待ち望んだ教区司教の誕生です。北海道中から約２千人が来場者し、広い講堂もいっぱいになり、感謝祈り
と喜びの歌声に包まれました。
叙階式は岡田大司教の主司式で駐日教皇庁大使のジョセフ・チェノットゥ大司教、前教区長地主司教ほか
全国の現役司教と司祭６２名の共同司式で行われました。叙階の儀では、使徒座から届いた任命書が朗読され、
岡田大司教がはじめに按手して祈り、全司教がこれに続きました。続いて聖香油の塗油、福音書、指輪、ミ
トラ（司教冠）、バクルス（司教杖）が授与されました。叙階の儀の後は新司教が感謝の典礼を司式し、閉
祭にあたり「今の自分には司教としての見識はなく、これから皆さんと歩みながら本当の司教になっていき
ます。紋章にあらわしたように、自分の限界を知り神様に託せば力を得ることができます。教区の中のいろ
いろな力を結集して、教区の未来を創っていきましょう」と呼びかけられました。
祝賀会場の体育館も多くの参加者で立錐の余地もないほどの賑わいになりました。神学生が掲げる「新司
教」のプラカードの先導で勝谷司教が登場すると、大きな歓声が上がり次々と人が寄ってきて握手や記念撮
影を始めるのでなかなか前へ進めません。やっと所定の席について祝賀会が始まり、チェノットゥ大司教、
菊地司教の勝谷司教が挨拶し、出身教会の室蘭教会池田さんが乾杯の音頭をとり、余興では子供たちのハン
ドベルや勝谷司教も歌を披露するなどして大いに盛り上がり、喜びに満ちたひとときとなりました。

紋章は伝統を重んじるデザインで、上方の帽子はカトリック教会における責任者である

ことを示し、帽子から出ている３段の房は司教（一つの教区の教区長）を表します。

紋章の下に記載されている言葉は「力は弱さの中でこそ充分に発揮される」（Ⅱコリ）

日本の社会にあって、取るに足りない、無力に見える存在である私たちキリスト者の共同

体を意識したものです。

紋章のデザインに用いたイメージも、小さな共同体である北海道６地区を、壊れやすい

繊細な雪の結晶で表しました。白い雪の大地に、復活のキリストを象徴する十字架がしっ

かりと立ち、繊細で壊れやすい雪を際立たせ、聖母の象徴である星がそれを導いています。
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教皇庁大使による任命書の読み上げ

叙階式が終了しミサを司式する勝
谷新司教

仲良し四人組の四部合唱

列席した司教団と聖公会植松主教

司教団全員から按手を受ける

菊地司教様４年間ありがとうござ
いました

自作の歌を披露
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参列者で埋め尽くされた会場

司教、司祭で「主の召しあれば、
いざ友よ」

祝福のトンネルを通ります

福音書を授かる



２２００１１３３年年度度札札幌幌地地区区使使徒徒職職大大会会のの開開催催

１３年度札幌地区使徒職大会は９月１日午前９時半から藤学園講堂で開かれました。「なぜ教会は社会問題にか
かわるのか」をテーマに大阪教区松浦悟郎補佐司教の講演会、司祭団１３名によるミサ、午後からは社会司教委員
会との共催による松浦司教様のフリートークも行われました。雨模様の中約８５０人が参加し、講堂のロビーでは
東日本大震災、正義と平和、イースタービレッジなどのブースもおかれ展示、販売が行われました。
開会にあたり勝谷太治被選司教が「何年も前から早く司教様が欲しいとこの場で挨拶していましたが、まさか
私がなるとは思いませんでした。多くの課題を新しい司教様が決まったらと先送りしてきましたが、自分がやる
ことになりました。“私について来い”の司教ではなく、今の司祭団にないものを皆さんの力を生かして、失敗
を恐れずに進めていきたい」と挨拶しました。

○講演「なぜ教会は社会問題にかかわるのか」
大阪大司教区 松浦悟郎補佐司教

社会の具体的な問題に対して司教団なり正義と平和
協議会がメッセージを出すと教会内から必ず反応があ
ります。「政治的な問題に教会がかかわってはいけな
いのでは」という声です。政治的な問題を教会が扱う
ことに抵抗を感じている人は多くいます。それには、
これまでの教会の歩みの姿があらわれています。しか
し、もし教会が、だれであっても人間の上に起こるこ
とに無関心なら、一体なんのために教会は存在してい
るのでしょうか。人の喜びや悲しみ、苦しみに無関心
ならばイエス様の弟子と言えるのでしょうか。
今年は信仰年です。公会議から５０年を経て信仰の原
点に帰ろうということです。公会議では、４つの憲章
と９つの教令、３つの宣言が発表されましたが、最も
大切なものは教会憲章と現代世界憲章です。教会憲章
は教会とは何かをはっきりと打ち出しています。教会
はしるしであり、道具であり、世界の和解と一致のた

めに働くものです。教会を私たちキリスト者と読み替
えてもいいです。私たちは何のために神に呼ばれてこ
こにいるのか。この社会で何をするために派遣されて
いるのか。一人ひとりが教会であり、それが組織とし
ての教会とそれぞれの役割を確保しながら全人類の一
致と和解のために派遣されています。
金持ちの青年のたとえ話があります。この青年は掟
を全て守っていました。しかし、イエス様は「あなた
には足りないもの一つある」と言って全財産を貧しい
人たちに施して私についてきなさいと諭します。この
言葉をどう受け止めます
か。信者としての務めを十
分に果たしていても、欠け
ているものがあるのです。
イエス様は「わたしがあな
たを呼んだのは、この世界
の人々に神様の思いを伝え
てほしいからだ」と言うで
しょう。主の祈りを唱える
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とき、神様のみ旨が実現しますように心から祈ってい
るでしょうか。み旨は実現しているでしょうか。この
世界に争いと暴力と抑圧が溢れています。そこに神様
のみ旨を実現するためにイエス様は来たのではないで
すか。
わたしたちはどんなに困難があっても「あなたを救
う」という言葉を信じて一緒に食卓を囲む体験を持っ
ています。この体験は、いつか世界はこうなるという
しるしなのです。一緒に食卓を囲むことは最高の交わ
りです。その交わりにより力を得て派遣されます。ミ
サとはそういうものです。イエス様は「行きなさい」
と言うだけでなく、御体と御血によってわたしたちと
一緒にいてくれます。わたしたちの力はとても小さな
ものです。しかし、聖書にあるように辛子種が大きな
木に成長するのもパン種がふくらむのも神様の業なの
です。つまりイエス様が感謝して増えていくのです。
そこに小さな辛子種があったのなら、神様の目からは
新しい命が増えていることなのです。
金持ちの青年の話に戻りますが、持ち物を全部売る
ということは、私が持っている成功、健康、能力、財
産、人間関係それら全ての物は神様から与えられたも
ので、それを神様のみ旨の実現のために手放すという
ことです。自分で持っているのではなく、世界の和解
と一致のためにそれを向かわせるということです。
教会憲章が教会とは何かを打ち出したことには理由
がありました。教会の歴史には常に社会との難しい関
係がありました。迫害時代が終わりローマ帝国の国教
となってからは、教会と社会の一体化が進みました。
近代になると社会は発展の阻害になると教会を排除し
始めます。第一バチカン公会議では、社会の流れから
離れ、聖と俗を分離し教会を社会から閉じました。
公会議は教会内の問題を解決するために開催される
ものですが、第二バチカン公会議は特別な問題がない
のに開かれました。なぜかというと世界の現実と閉じ
た教会があまりにもかけ離れていて、世で苦しむ民が
悲鳴を上げているのに教会は内部の信徒の救いのこと
しか考えていなかったからです。第二バチカン公会議
は、教会を開きました。教会が社会に対してこれまで
と全く違う立場（社会の一員）で再出発するスタート
ラインに立ったということです。
教会の使命は、世界の現実に対し、命の尊厳を踏み
にじる者、誤った道を進もうとする者に向かって、福
音とキリストの心を携えて発言し、行動することで
す。戦争はいけないとは誰でもいいます。戦争に向か
う方向に完全に踏み出した時にはＮＯと言わなければ

なりません。イラク戦争の時、教会は必死に攻撃しな
いように言い続けました。しかし、一度動き出した歯
車は止めることができません。戦争を止めようとする
なら一歩踏み出した瞬間に止めなければなりません。
最初の一歩がちょっとだけずれていても、歩みを進め
るうちにどんどん外れていきます。我々が一番注意し
なければならないのは、この社会がどちらの方向に向
かって進んでいるかを見抜くことです。
私はいつも憲法のことについて発言しています。政
府は「集団的自衛権」の行使を可能にするかもしれま
せん。戦後６０年以上も一度も戦争をしなかった日本が
アメリカの同盟国として戦争に巻き込まれる可能性が
高まります。外国に行って戦うことにより日本が国際
テロの標的になってしまいます。平和憲法を持つ日本
がなぜそのようなことに乗り出していくのか。私は、
国民として、キリスト者として、司教として未来の子
供たちと神様に対して申し訳ないと思うから必死に
なってやっています。
「司教団が発言すると意見の違う人は教会に来られ
なくなる」という話を聞いたことがあります。司教団
のメッセージは全員一致でなければ出せません。何度
も議論し勉強して、日本の教会を代表する者の責任と
して出しているので重たいものがあります。しかし、
教義とは違い、具体的な問題に対する言及ですので信
徒の方が受け入れられない場合があってもかまいませ
ん。最後は自分の良心と信仰に基づいて判断してくだ
さい。
しかし、司教団が発言した背景をよく学び、その心
を知り、視点を理解してください。そのうえで反対す
るならば、条件をつけます。それは、目指すものがひ
とつであること。神の国の実現、神のみ旨とキリスト
の平和を目指すものであること。そのために、キリス
トの歩んだ道をできるだけ辿っていくことに一致して
いるかどうか。この問題をぜひ教会で話し合ってくだ
さい。
わたしたちは神様の心に基づいて、この問題に光を
あてて判断しなければいけません。それが信仰を生き
るということです。信仰を生きるということは、自分
の生きている社会を神の国にどう近づけていくかとい
うことです。そのために祈りとミサが必要です。

（文責：地区広報）
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松松浦浦悟悟郎郎司司教教ののフフリリーートトーークク

松浦悟郎司教様のフリートークは、使徒職大会の
後、藤女子大学クサベラホールで開かれました。
講演、ミサの後約１４０名が参加、活発な意見、質疑
応答がありました。
最初に松浦司教様は「領土問題は、軍事力ではなく、
人間の知恵を尽くすことが大事。かって南極大陸で各
国の対立が起きた時、日本の文部省の官僚が日本の憲
法９条、前文を英訳してみんなに見せた。それで南極
条約が出来た。①軍事基地を作らない②科学観測はお
互い競い合って研究していく③南極はみんなのもの。
世界の公園だ④核実験はしない、持ち込まない。
日本人は素晴らしいことをした。
このあと戦争体験者２人をはじめ、若手女性などが
質問。意見開陳が行われました。
日米同盟の中、他国の戦争へのスタンスはどうか。
「コスタリカは軍隊を捨てた。その軍費を教育、環境
保全に使った。そのことを他国に伝えている。オスロ
条約が出来たときもノルウエーは中立の立場で援助し

ていた。日本は平和憲法を持っている立場から、他国
へ向かっていかなければならない。今国家機密保持法
の設立に向かっている。憲法を崩していく方向にあ
る。」
憲法２０条信教の自由について。「靖国神社を国の為

に戦って死んだ。哀悼の意を奉げるべきだ。など「美
しい死」に変えようとしている。宗教でない。社会的
儀礼、習俗的行為の範囲を超えないものについては、
この限りでない。だから憲法違反にならない。と言い
出している。これは靖国参拝の強制につながる危険性
がある。個人の宗教観が集団、国家になると自動的に
動く怖さがある。
戦争は人間が人間でなくなる。「ピースナインの会」
は３人ぐらいの集まりで活動している。まず声を上げ
る。その１歩を踏み出して欲しい。教会の中で対立で
はなく対話をしていく。政治家を育てる話も大事。信
仰の中で政治を見ていく必要がある」などと話してい
ました。

「「「２２２０００１１１３３３年年年 平平平和和和旬旬旬間間間－－－愛愛愛・・・平平平和和和・・・いいいのののちちち－－－４４４０００日日日間間間」」」報報報告告告
○平和旬間とは

教皇ヨハネ・パウロ二世は、３２年前の広島で“過去
を振り返ることは将来に対する責任を担うこと”と『平
和アピール』を出された。戦争を振り返り平和を思う
とき、平和は単なる願望ではなく具体的な行動でなけ
ればならない。この呼びかけに応え、日本カトリック
司教協議会は「平和旬間」を制定。以来、各教区では
平和のための祈りと様々な企画を行っている。

○札幌地区での取り組み

札幌地区平和旬間実行委員会は、さきの大戦に繋が
る「盧溝橋事件・１９３７年」勃発の７月７日から「終戦・
１９４５年」の８月１５日までを「平和について学び・考え・
祈り・そして行動する４０日間」としている。

今年は「改憲」、とりわけ「憲法９条・不戦の誓い」、
「２０条・政教分離と信教の自由」などの改悪を巡る情
勢から「憲法」が起点となった。

第２８回７．７平和集会 ７月７日 １８：３０～

－今・東アジアのサイズで憲法を考えるとき－

「東アジアの平和と日本国憲法の今日的役割」

浅井 基文さん（前広島平和研究所所長）

参加者 １３０名

私たちが憲法を判断する場合、国内事情だけの「内
向き」ではなく、東アジアの情勢を見据え、さらに国
際社会を睨んだ「外向き」で見通す必要がある。それは
「ボッダム宣言」受諾によって誕生した日本国憲法の要
素に、“東アジアへの侵略や植民地支配を再び繰り返
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現憲法
２０条③

国及びその機関は、宗教教育 その他の
いかなる宗教的活動もしてはならない。

改憲草案
２０条３

国及び地方自治体その他の公共団体は、
特定の宗教のための教育その他の宗教
的活動をしてはならない。ただし、社会
的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えない
ものについては、この限りでない

大日本
帝国憲法
２８条

日本臣民は安寧秩序を妨げず及び臣民た
るの義務に背かざる限りに於いて信教の
自由を有す

してはならない”という歴史的所産を含有するためで
ある。だから決して日本の勝手な改憲は許されない。
だが、改憲手続を踏まずに日米安保条約の締結、解
釈改憲でなし崩し改憲プロセス導入、歴史認識を曖昧
にさせ、侵略の自覚と反省なくアジア解放と自衛のた
めの正義の戦争と美化‥憲法を邪魔者扱いとすること
が度々。
そして「再び強い国」にと、改憲による再軍備が進
められようとしている現在、“中国の尖閣や朝鮮の核
ミサイル対策に必要である”という「常識」の誤り、
その「常識」を生み出す幾つか私たちの思想的問題に
ついての検証と対応が主要となる。
未来に向けて正に強調すべきは、日本国憲法が東ア
ジアを含む国際社会の先駆性で到達点である人権・デ
モクラシーと、力によらない平和観を両輪とし歩むべ
き方向性を示していることである。

日本カトリック正義と平和協議会

改憲反対キャンペーン共同企画

７月１６日 １８：３０～

信仰の問題から考える

「改憲でわたしたちはどうなるの？」

谷 大二司教（さいたま教区） 参加者 ９０名

国家がどのような国を造っていくか。その方針を国
是というが、徳川・秀吉時代の国是は神仏儒教を基本
とした。「朝廷から権威を授かった」との事で実権を
振るっていた武家は、最高権威を持つ至上の「神」の
存在や、宣教師たちを利用し植民地化されることに危
機感を抱き、バテレン追放、２０人に１人の殉教、キリ
スト教禁止令に至った。
戦前の国是は、神格化された天皇が陸海軍の元首と
して統治権を有していた。
戦後の国是は、国民主権、基本的人権、平和主義で
あり、第二次世界大戦後、世界の全ての国が平和であ
るために人権尊重が大切であるとして、「世界人権宣
言・１９４８」が国連で採択された。キリスト者にとって
人権とは、「人が神の尊厳に似せて造られた」ことに
よる。
改憲が企てられようとしている今、基本的人権であ
る「信教の自由」について、「奄美のカトリック排斥
運動」と「上智大生神社参拝拒否事件」を通して考え
てみよう。

○奄美のカトリック排斥運動

奄美大島は１８９１年の宣教開始以後、一時は信徒数

４０００人を越えた。戦争の突き進む１９３０～１９４０年にか
け、軍部がワシントン軍縮会議（１９２１年）の決定に反
し要塞を設立。軍事機密上から外国人宣教師を邪魔と
みてスパイ容疑で国外追放、カトリックの大島高等女
学校の廃校、司祭の追立、陸軍主導によって刷り込ま
れた地域住民も迫害に加担させて、信徒を強制棄教に
追い込んだ。
その後、陸軍は「奄美のカトリック教徒は日本の国
体に相容れず、国家を危うくし宣教師はスパイであ
る」とし、同じカトリック経営の上智大学に、「※学校
教練配属将校は無駄なので引き上げる」と、陸軍上層
部から新聞記者に流した情報で知る。
※ワシントン軍縮会議でリストラとなった軍人の救済制度

○上智大生神社参拝拒否事件

１９３２年、上智大学に学校教練で配属されていた陸軍
将校が、学生を引率し靖国神社参拝の際に信者学生２
名が欠席した。軍部は参拝拒否と解し将校を召還し、
それに伴う※特典を収奪し大学経営はピンチとなった。
学長は、文部大臣からの回答「参拝は愛国・忠君のた
めのもの」によって宗教行為ではないとし参拝を確
約。更に大司教の嘆願によって１年後に収束し得た。
しかし、この事件を発端とし、当時の教皇使節や司
教団は、迫害が全国に波及するのを恐れ、神社参拝を
容認せざるを得なくなり、ローマの布教聖省に指針「国
家に対する信者の務め」を出すように要請した。これ
によって教会は神社参拝を奨励し戦争協力に走ること
となった。
※卒業後は将校に、兵役の短縮や免除

○憲法で異なる、信教の自由と政教分離

現政権改憲草案２０条は大日本帝国憲法２８条と同内容
である。特定の宗教でない宗教とは？社会的儀礼又は
習俗的行為の範囲を超えないものとは？靖国神社への
公式参拝が社会的儀礼として合憲となる？改憲草案は

�



まさしく戦前のファシズム（強制的画一化）に逆戻り
である。

○講演から信教の自由を考える

教会の戦争協力の可否は、戦前・戦中の弾圧の真相
からして止むを得ない選択と決断だったのか？…と考
えさせられる。しかし内心の自由は偽りたくない。棄
教も拷問もごめんである。再びあの時代は嫌だ！
９条賛否の世論は盛んだが、２０条改正は議論されて
いない。キリスト者としては、再びあの残酷な国是を
ゆるしてはならない。
キリストが貫いた「非暴力」の根拠は、「人の尊厳」
であり、この密接な関係をしっかり受け継ぐためにも
一層、「日本国憲法」存続が大切と確信する。

平和講演会 ８月３日 １４：００～

「シャローム（平和）～フィリピンと日本」

祐川 郁生神父（月寒教会主任司祭）参加者 ９０名

○フィリピンと日本

DVD『復活と希望の村から―家族とは、何だろう
か？』上映で児童養護施設「イースタービレッジ」の
日常のありのままを紹介。ここは、 貧困や紛争で家
族と暮らせない子供達の「敗者復活＝権利回復」とし
て希望を取り戻す再生の場であり、子供だけではな
く、大人も高齢者も障がい者もあらゆる人々が共生し
再生する、施設ではなく社会に開かれた家づくりが本
音である。
キダパワン教区はイスラム教徒、移民キリスト教
徒、先住民が共存し平和に暮らそうとしているが、
MILF（モロ解放戦線）‥と政府軍の戦闘が５年おき
に４０年以上続いている。実は宗教間の争いではなく、
誘拐や身代金も伴って武器商人の金儲けが明白な動機
のようであるが、安全については、尊敬する教区司教
の平和に向けた対話と連帯への奔走があるため、内々
確信できている。
未だ半封建制度がのさばり、人々は極悪な地主に泣
き寝入り、警察も役人も公正な裁判も期待できず、神
父も民衆を扇動した理由で拷問を受けてきた歴史があ
る。NPA（新人民軍）によって射殺された極悪地主に、
皆は胸中喜んでいるという悲しい現実もまだある。
日本の企業・公害への不信や不安と共に、レイテ島
付近では今も高齢者の軍歌や「コラコラバカヤロウ」、
子供を脅す時に「ハポンがくるぞ」‥と日本軍の記憶
が残る。
こうした状況から、「友人となれば戦争は起きない」

の信念で、互いが交流し知り合う「高校生の見学」を
企画し平和の使者を育てている。ヨーロッパに比べ教
会も貧しいが、フィリピン人の「おもてなし心」と「恥
の意識」は素晴らしい。高校生だけではなく幅広い世
代の方々に交流してほしい。

○シャローム（平和）

キリストの平和とは、戦争がないに限らず、個人の
平和（自己の平和・良好な対人関係）や私と神の関係
から、究極は神と人と全ての結びつきが良好な状態に
ある。その実現には、祈り・典礼に伴って社会と人々
との関りが大事である。ミサが台風の目で周りの暴風
域が現場である「この世」となる。
祈りは私たちの生活体験である不条理な「この世」
から出る。キリストが不条理なこの世に送られ殺され
たことは、善が悪に勝つことを伝えたかったからであ
り、「この世」との関りを大事にしたためである。
国是は政治的興味からではなく、『福音』から結論
を生み出すことであり、神は、神の似姿である人の尊
厳を傷つけられることに、人が黙っているのを望まれ
ない。最近の司教団の勇気ある『言葉』には敬服する。
多文化・多国籍化の中で植民地主義的な「日本では
日本に従え」や、アパルトヘイトの「日本人と外国人を
別々」にではない。※統合された教会を目指し、皆で
イエスが教えられた『み国が来ますように』を大切に、
『時のしるし』を読み、福音化を歩んで行きましょう。
※同化ではなく協同の意味

平和祈願ミサ ８月１５日 １８：００～

司式 勝谷 太治被選司教・司祭団 参加者 ２００名

本年６月、ローマ教皇から札幌教区新司教に任命さ
れた勝谷太治被選司教は、ミサ前に“今日は、カトリッ
ク信者も含めて国民は平和のための祈りを捧げ、また
不戦の誓いを様々な場で新たにしています。私たちも
今、日本の国政が左右される重要な時期のそれぞれの
考え方が飛び交っている中にあって、対立を乗り越
え、ふさわしく神の御旨にかなった未来を築いていく
ことが出来る恵みとその働き手として私たちを用いて
くださるよう願いながらこのミサを捧げます”と挨拶
された。

○説教 新海神父

開戦と終戦の日がマリア様の祝日と重なっているの
は不思議なことで、神が日本に特別な使命を与えられ
ているのではないか。今、エジプトではデモ隊と治安
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部隊の衝突が激化し死者数が増えている。いつでも何
所でも、軍人が権力を握ると人々に銃口を向ける。生
命や自由を奪い抑圧するのはサタンの行為としか考え
られない。
１月の非暴力平和旬間で「戸田帯刀元札幌教区長」
について、戦争批判から逮捕・収監～暗殺に至る講演
会を行った。あの時代にあって、戸田教区長が国際的
人権感覚を有したのは、ローマの神学校において南米
やアフリカなど、被抑圧国の神学生との交流で身に着
けたためと思われる。３か月の拘置所内では壁に向
かって座禅を組み、自分の内面と対峙し、十字架のキ
リストに重ね合わせ宗教家として深まっていった。釈
放後、横浜教区長に着任し、“私は生命にかけて、日
本のため、また世界平和のために働きます”と苦行を
成し遂げた者としての決意が述べられた。現代に生き
る私たちも戸田教区長の平和への熱い想いをしっかり
受け継ぎ、この後の行進でもしっかり平和を叫んでゆ
こう。

○共同祈願

「虹の会、札幌働く人の家、うえるかむ・はうす、
殉教者聖ゲオルギオのフランシスコ修道会（マリア
院）藤、正義と平和委員会」が各々現場からの声を祈
願された。

○ミサ献金

８４，９１０円は、フィリピン「イースタービレッジ」に
贈られます。

○平和の折鶴の奉納先

「広島平和公園」←札幌マリア院、花川マリア院、
北見、真駒内、江別、月寒、手稲、
円山、山鼻教会

「長崎原爆慰霊碑」←小野幌、北一条、花川、富岡、
大麻、北二十六条、新田教会

「沖縄・平和の碑」←北十一条教会

○平和の連帯メッセージ

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“あからさまに主張された改
憲によって、平和の主の御心から遠ざかる流れに傾き
つつある今、自分たちの歩む道をあらためて考えどう
向き合うか、強く促されています。共に手を携え、主
の豊かな祝福を祈りつつ連帯の挨拶とします”が読み
上げられた。

平和行進 ８月１５日 １９：２０～

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。被選司教とワンちゃんをはじめ司祭、
シスター、家族、年長者、そして多くの青年、皆がひ
とつになりプラカードをかかげ、「平和憲法を守ろう！
沖縄の基地をなくそう！ 原発をなくそう！外国人の
権利を守ろう！」などのシュプレヒコールで平和を訴
えた。
行進解散後、大通公園で先に平和祈祷会と平和行進
を終え、私たちを待っていたプロテスタントの方々と
祈りの交流会を行い、ともに「勝利をのぞみ」を歌い、
「フランシスコの平和の祈り」を祈り、それぞれの平和へ
の活動を誓い合い来年の再会を期して集いを終えた。

平和祈願ミサ
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谷大二司教講演

平和行進

平和講演会～祐川神父



感謝

今年も、８月６日、９日、１５日には多くの教会で「平
和の鐘」を打ち鳴らしていただきました。また４０日間、
会場でお世話いただいた北一条教会の皆様はじめ多く
の方の協力に感謝いたします。
今も内戦、改憲、原発、人権侵害など情勢は激化の

一途をたどっています。社会の問題と私たち個々の問
題は繋がり重なっています。私たちは『福音』から結
論を導き出し、この４０日間だけではなく、今後も皆様
と共に「主の平和を学び・考え・祈り・そして行動す
ること」を目指してゆきたいと思います。

鈴木 澄江（札幌正平メンバー）

宮宮宮古古古ボボボララランンンテテティィィアアア交交交流流流会会会「「「後後後方方方支支支援援援ののの集集集いいい」」」

２０１３．７．２０ 北２６条教会

宮古ベースでの活動は３年目に入っています。これ
まで多くの方がボランティアとして参加してください
ました。支援活動に携わった方々の報告や交流を通し
て、これまでの活動の振り返りとこれからの取り組み
を考えることを目的に交流会を開催しました。参加者
は勝谷司教、上杉神父、場崎神父をふくめ１３０名ほど
でした。
交流会では、ベース担当者として１年９ヵ月の長期
間にわたり現地に滞在して支援活動を支えてきた月寒
教会の和田さんからの報告や天使大学生によるリポー
ト、小野幌教会有志による紙芝居「津波なんかに負け
ねえぞ」の上演、ボランテイアの皆さん、震災後に仕
事を早期退職して宮古に移り住んで活動している未信
者の方などから盛りだくさんのお話がありました。
当初からボランティアに参加し、その後宮古市社協
の職員になった北１１条教会の武田さんからの次のよう
なメッセージが寄せられました。
被災者の方から「どの団体の方よりもカリタスさん

が来てくれると心が落ち着きます。とくにシスターが

座っているだけでとても心がやすらぎます」と言われ

ています。仮設住宅の人たちは、今後の生活の再建や

人間関係に大きな不安を抱えています。精神的なケア

やサポートが必要です。カリタスはこれまでの活動を

通して皆さんから信頼されています。是非おいでくだ

さい

交流会のまとめとして上杉神父のお話を掲載します。

カトリック教会の支援拠点はすべてカリタスベース
といっています。「カリタスって何？」とよく訊かれ
ます。「カリタスは英語でチャリティという意味です」
と言ってもよくわかりません。それで「マザーテレサ
のように行うことだよ」と言うと理解してくれまし
た。キリスト教のことは知らなくてもマザーテレサの
ことは皆知っていました。
被災地にはいろいろな宗教団体が入ってきて、被災
者を取り込もうという気配があって被災者に不安を与
えます。カトリック教会はなるべく宗教色を出さない
ようにカリタスと名乗り、他のベースではシスターも
修道服を脱いで活動していましたが、宮古ではボラン

月寒教会和田さんの報告
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小野幌教会有志による紙芝居



ティア最高齢のシスター天野はベール姿のまま活動し
たところ、それが被災者の方の関心を呼んで会話の糸
口となり、交流の助けとなりました。
震災後、先遣隊を派遣して宮古教会に拠点を置き活
動を始めましたが、最初は手探りで泥出し作業ばかり
でした。その後、社協との連携が進み仮設住宅での活
動が中心になっていき、相手のニーズに合わせて様々
な活動をしてきました。はじめの頃は、宮古には１０団
体くらい入っていて１日１００人くらいのボランティア

がいましたが、今は大きな団体としてはカリタスだけ
が残っていると言われます。活動の終了を考え迷って
いた時、菊地司教が「必要とされる限り続けましょう」
と言ってくださり気持ちが吹っ切れました。やめては
いけないんだと知らされました。私たちが思っている
以上に、被災された方々からは求められています。も
ういいかと思わないで、もう一歩踏み込みましょう。
「支える、助ける」を超えて、かかわり続けること。
かかわることでみんな豊かになります。

＊ 観測史上最大の台風がフィリピンを襲い、各地に大きな爪痕を残しました。
亡くなられた方々のためにお祈りいたします。そして被災した方々が一刻も早く日常を取り戻し、安心し
て暮らすことができますように…。

＊ 昨年の１１月に始まった信仰年が、まもなく閉会します。
この信仰年に、神様はわたしたちに「教皇フランシスコ」そして「勝谷太治司教様」という大きな喜び、
大きな恵みを派遣してくださいました。
新しい始まりがわたしたちを希望のうちに歩ませてくださいます。 （Ｍ・Ｔ）

札札札幌幌幌地地地区区区 第第第５５５回回回女女女性性性交交交流流流会会会
２０１３．６．２９ 月寒教会 参加者８０名

講師：祐川 郁生神父

今年の女性交流会は、「あなたはどう思いますか？」パートⅣ「家族とは何か」をテーマに祐川郁生神父様
を講師に迎え月寒教会で開催されました。発足から１１年経過したイースタービレッジについて神父様からDVD
を観ながら、ご自身の歩みを交えてお話をいただき、愛情あふれる内容に参加者一同笑いと感動に包まれまし
た。午後からは小グループに分かれて交流し、祐川神父様司式のミサで終了しました。

女女性性のの集集いいにに参参加加ししてて

札幌地区第５回女性の集いに参加させていただき、祐川神父様のお話を聴く機会をいただきました。神父様
が設立し１１年目を迎えるフィリピンのミンダナオにあるキダパワン教区立の養護学校イースタービレッジの生
活をまとめたDVDを観ながら、お話を聴かせていただきました。
その中で一人の少女が施設を出たが、再び戻ってきた時に「ただいま」と言って戻ったと。そのことを聞か
された時、少女は「ここは自分の家だから」と答えたということでした。
厳しい現実に生きる子供たちに「安心して戻れるところがあるんだよ」と両手を広げて待っているイエス様
の姿を思い起こさせ、イースタービレッジの存在意義を感じました。「しっかり可愛がってほしい。人は愛さ
れたという記憶があれば、どんなに辛いことにも耐えて生きていける。可愛がるのは親だけでなく、兄弟でも
近所のおじさん、おばさん、職員、誰でもいいのだ」と以前、働かせていだだいた故施設長の言葉を思い出し、
現在の自分の生き方を考えさせられました。 （カトリック江別教会 戸松寿枝）

編
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