
カトリック後藤　義信　
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日時：２０１６年５月２２日（日）１４：３０～１６：００
場所：北１１条教会

２０１６年度札幌地区評議会が開催され、２０１５年度活動総括、事業報告、決算報告案は承認され、２０１６年度活動
方針案、事業計画案、予算案は可決されました。

◎２０１６年度活動方針
勝谷司教は２０１６年年頭司牧書簡を「神のいつくしみとゆるしを証しする共同体」と題して発表しました。昨

年は①信徒によって宣教司牧がされる教会②建物でない教会共同体③常に宣教する共同体を考えるよう示され
ました。今年の書簡は、さらに司祭の高齢化と不足、教会の適正配置、特に地方の小さい教会に見られる人材
不足や財政難等について、自立している大きな教会こそが現実的な課題として検討するように促されました。
また、外国籍信徒、青少年は教会の宝であり、教会全体としてどう取り組むのかを模索し、特に青少年につい
て重点的支援をしていくことを強調されました。
今年度の活動方針として、ブロック体制の見直し、国際デーの在り方見直し、結婚講座開講、被災地宮古支
援、イースタービレッジ支援交流、札幌カリタス家庭支援センター活動の支援等前年度からの継続方針の他に、
①教区１００周年記念大会に全面的に協力する。②青少年がワールドユースデーに参加出来るように積極的に協
力・支援する。③雨宮慧師による聖書講座「聖書の中の慈しみ」の開催。④聖体奉仕者の研修会⑤札幌地区交
流会の一層の推進（地区共同体を目指す）が挙げられました。

○２０１６年度活動計画（主なものを抜粋～一覧表は１０Ｐ）

６月２５日（土）地区交流会「女性の集い」 （北２６条 講師佐藤神父）
７月１０日（日）円山墓地合同墓参
７月１７日（日）～１８日（月）地区交流会「おやじの会」（北１条 勝谷司教講話）
７月２６日（火）～３１日（日）ワールドユースデー （ポーランド）
９月４日（日）教区１００周年記念大会（藤学園）
１０月１５日（土）聖書講座「聖書の中の慈しみ」 （北１１条 雨宮慧師）
１０月２３日（日）合同墓参（白石墓地、里塚墓地）
ほかに時期・場所は未定ですが集会祭儀の司式者・聖体奉仕者養成講座を開催予定。

○札幌地区正義と平和協議会活動計画
６月１１日（土）三浦まりさん講演会（北１１条）
７月２３日（土）平和講演会（勝谷司教）
８月１５日（月）平和祈願ミサ、平和行進

○青少年委員会活動計画
・高校生活動
夏のキャンプ（２０１５年８月）
高校生エクスポージャー（教区主催）

（２０１７年１月２日出発）
春の練成会（２０１７年３月末）

・青年活動
ネットワークミーティング
青年エクスポージャー（教区主催）
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発行日：２０１６年６月１６日
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日時：２０１６年１月１６日（土）１０：００～１５：００
場所：北１１条教会
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勝谷司教挨拶

今後の司牧についてですが、数年後に大幅に司祭
が不足することが予想されています。小教区の統廃
合は待ったなしで、具体的な検討を進めなければな
りません。しかし、この問題は司祭だけで決められ
ません。また、全信徒のコンセンサスを得るのも膨
大な時間と手間がかかります。そこで、司祭・修道
者・信徒が集う宣司評の中で意見を詰めていただき
たい。将来ではなく、今から準備して３年後に備え
なければならない状況です。
言うまでもなく、大切なのは宣教です。宣教とい
う観点からあるべき共同体とはどういうものか。そ
れぞれの小教区で考えていただきたい。個人的なも
のではなく共同体としてどうするかということで
す。
次に青少年問題についてです。担当司祭の兼務が
多く十分に働けていませんが、青少年活動が活性化
している面もあります。教会ではなく天使修道院で
集まっています。全国の青年ネットワークミーティ
ングのリーダーの集まりにも、札幌教区から１０人以
上が参加しています。こういう動きはどんどん応援
していきます。フィリピンエクスポージャーは年１
回実施してきましたが、更に夏にも行う予定で年２
回を計画しています。ワールドユースディにも教区
から多額の補助をして多くの若者を連れていきたい
と思っています。小教区という枠の中でみれば青年
はほとんど見当たりませんが、違う場所で青年活動
が活性化しています。これも新しい動きとして捉え
なければいけません。
もうひとつ、外国籍信徒の問題ですが、これも青
少年と同じように小教区という枠の中に収めて考え
てはうまくいかないことがわかってきました。どう
したら良いのか、担当者の方々と議論を重ね対処し
ていきたいと思います。
さまざまな問題がありますが、問題があるという
ことは、逆にそこに向かっていく目標がはっきりし

ていることでもあり、そこに力を尽くしていく所存
です。

議 事

会議のテーマである札幌地区の現状と将来展望に
関して、事務局より①札幌地区宣教司牧評議会の動
き、②教勢の推移、③地区市町村の人口動態、④小
教区の財政について資料をもとに説明がありまし
た。財政については、地区内のいくつかの教会の収
支の状況、維持費の年齢別負担割合から財政上の課
題を検討しました。教会財政の現状を支える信徒の
高齢化は顕著であり、現在の小教区体制の存続は難
しいことが数字の上からも明らかです。この財政面
の現状を切り口に将来の教会のあるべき姿などにつ
いて小グループで分かち合いました。

［分かち合いでの主な意見］

�各教会の支出をみると一番大切な福音宣教に遣わ
れている予算が少ない。福音宣教をすすめるため
にはチャリティコンサート、講演会、外国語の表
記、教会の開放時間の延長、外国人のための日本
語教室、バザー、HPの活用、カリタス家庭支援
センターへの様々な支援を強化してはどうか。
�中期的な考え方としてコアとサテライトという関
係をつくる。札幌市内の大きな教会と地方の小さ
な教会とを連携させながら共同体をつくる。
�将来を考えると統廃合は必須である。
�教会維持費は６０～７０代が主な担い手。生産年齢の
方々にアピールしていく必要がある。
�適正配置の「適正」とは何か。合理的な配置とは
どのようなものか。それによる期待効果を信徒に
知らしめることが大切である。
�建物の問題よりも個人の繋がり、絆を強くするこ
とが大切ではないか。結果、統廃合となっても人
と人とのつながりがあるとやっていける。
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�教会施錠をやめて２４時間開放にした小教区があっ
た。主任司祭は「種々の問題は神様が守ってくれ
る」と話した。
�建物や組織を維持するためにエネルギーを使いす
ぎている。信仰や人との繋がりを大切にしたほう
がいい。
�小教区が地区の将来プランを考えるのは難しい。
司教様のイニシァティブで将来像を示してくれれ
ば小教区として計画が立てやすい。
�今日のような集まりがあると色々なアイディアが
出るので、年にない回かあると良い。

勝谷司教からのコメント

１．教会の財政格差について教区としても色々考え
ている。「教区がイニシァティブとってもらっ
て・・」と発言があったが、初めから教区で決定
するのではなく、こういう方向でいきたいと提示
して皆さんでもんでもらってから進んでいくこと
が、時間はかかるが必要であると思っている。
２．教会の統廃合は不可避であり、現実に考えてい
かなければいけない問題であることが、皆さんに
合意されつつあるのではないかと思っている。
３．財政の問題にしても財政委員会を設け、今後の
問題として考えていく予定である。
４．献金も含めて分担金制度があるが、北見が１つ
の地区でありながら全てのお金を地区で集約して
いる。事実上、１つの小教区のようになっている。
財政格差をなくすために全ての献金・教会維持
費・月定献金も含めて地区で集約し、必要に応じ
て手当をしていく方法もある。
５．財政の一本化を行うためには、共同体意識が育
成されていないとならない。共同体が大前提にあ
り、これについても皆様のコンセンサスが先だと
思っている。その良い例が苫小牧と小樽だったの
ではないかと考えている。小樽については司教館

から強制的な指示は出してはおらず、何度も協議
を重ねた結果である。苫小牧も最初から信徒の側
からの提案。どちらの教会がなくなってしまうの
はセンセーショナルなことですので、どちらの教
会も残しながら小教区を１つにした経緯がある。
苫小牧の場合、結局、２つの教会という意識が「苫
小牧教会」という意識に変わっていった。１つの
共同体になっていった良い事例だと思っている。
大きな教会の中の小さな教会。コアとサテライト
という考え方。他では帯広や釧路もそのような方
向でやっていかざるを得ない状況。合理的な宣教
司牧について考えるならそのように考えていくべ
きだと思っている。これは１つの提案であり、最
終的には皆様でもんでいってもらいながら、方向
性を探っていってもらいたいと思う。
６．以前から要望のあった「カトリックセンター」
については進めていきたい。司教館の土地を貸す
地代から赤字を補てんしたい。また皆さんからの
献金で実現させたいので、ご協力を仰ぎたいと思
う。少しでも利益を上げるためには納骨堂を作る
計画もある。教区としても積極的に打って出て、
財政的にゆとりを得て宣教への力、青少年への育
成につなげていきたいと思っている。
７．「夢を追う」。自分の司牧経験からもまずはビ
ジョンが必要。そして神様が必要とするなら、後
からお金がついてくるものだと思っている。今、
当面、人材投資としては青少年問題。色々な活動
支援をするためにもできるだけ応援していきた
い。青少年に限らず、皆様の心が燃え立たせるも
のがあればプラスへと回っていくと思うので、未
来への展望に向かって歩んでいきたいと思う。
８．教会の１本化、統廃合には、頭を柔軟して、大
胆な発想をしてもらい、実現していく。そのため
にこのような集まりを年に１回と言わず、何度か
話し合ってもらうのが良いと思う。
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幸田和生司教 平和講演会 報告

今今今こここそそそ武武武力力力ににによよよらららななないいい平平平和和和ををを
～～～聖聖聖書書書ののの教教教えええ、、、司司司教教教団団団メメメッッッセセセーーージジジ、、、そそそしししててて今今今ののの現現現実実実～～～

２０１６年２月１４日（日）カトリック北１条教会 参加者 １３０名

冒頭で勝谷司教は「今の『安保法制』に関し、教会内からも賛成や反対の
声が聞こえてくる。しかし司教団は確信をもって反対し、さらに今参院選で
の憲法改正への動きにも危機感を抱いている。なぜか・・・」と問われ、「幸
田司教の話を真剣に聞いてほしい」と参加者に促された。

≪幸田和生司教 講演≫

初めに

「社会司教委員会」とは、社会系の様々な問題に関わっている司教委員会で、私が「戦後７０年司教団メッセー
ジ」を起筆した。昨今の政治状況から少しでも早く出したいと願い、２月の臨時司教総会に提出。「戦後６０年メッ
セージ」の時は決議に長くかかったが、全司教がこの法案に危機感を持っていたので直ちに採択が得られた。

聖書の教え

最初に「イエスの生き方と教え」を聖書の言葉から見つめ考えたい、一つは、「山上の説教」のイエスの言
葉で、「父は善人にも悪人にも太陽を昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださる」。昔から
人が頭で思い描く神は、良人には良い恵みを与え、悪人には罰を与えるという神だった。だが、「神は決して
そんな方ではなく、全ての人を大切にし、全ての人に必要なものを与えてくださる方」、これがイエスの神イ
メージで、その天の父の子となるためには、「敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい」と確かなメッ
セージを発した。
もう一つはイエスが逮捕される時、「剣をさやに納めなさい。剣を取る者は皆、剣で滅びる」、イエスは武力
によって戦う道ではなく、受難と死を受け入れる生き方を選んだ。徹底的に無抵抗の十字架によって愛と共感
を貫くことで人々に救いをもたらそうとした。明らかに、「イエスの教えと生き方」からは、武力による平和、
安全保障、戦争の肯定はありえない。私たちはその教えどおり生きられるかどうか・・・「現実はもっと厳し
いよ」とか「もっと違う面があるよ」なのだが、イエスの教えと生き方はそうであった。イエスがどこかで、
「この場合は戦争も仕方ないでしょう」とか「自分たちの安全のためには武力を蓄えてもいいでしょう」と
か・・・そう教えた事は無く、絶対的に戦いや殺し合いなどを否定している。私たちがその通りに生きられる
かどうかの問題ではなく、イエスが徹底的に戦争や暴力を否定していた事を認めなければならない。

戦争責任と日本のカトリック教会

憲法は戦争の歴史的反省から生まれ、崇高な理念を示し続けて７０年を経たが、カトリック教会における平和
活動の大契機は１９８１年のヨハネ・パウロ２世来日での「広島平和アピール」だった。
「戦争は人間の仕業。戦争は人間の生命の破壊。戦争は死。この広島の平和祈念堂ほど強烈にこの真理を世

界に訴えている場所は他にありません」。これにより教会が平和のために祈り行動しようと、「日本カトリック
平和旬間」が始まった。奇しくも「戦後７０年メッセージ」採択と「広島平和アピール」は同２月２５日であり、
広島教区では特別な「平和アピールの日」とし、平和のために祈っている。
一方世界では１９８５年ドイツのワイツゼッカー大統領が、戦後４０年が経ち、戦争の記憶が遠くなっていく中で、

過去のナチス時代の犯罪行為をなかった事にせず、きちんと過去を見つめようと「荒れ野の４０年���過去に目
を閉ざす者は結局のところ現在にも盲目となります」を演説した。
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そのため日本でも１９８６年、東京で「FAPC」（アジア司教協議会連合）の総会の時、日本司教団がアジアの
司教たちにどのように語るかが問題になった。当時の司教協議会会長の白柳枢機卿が説教で、「わたしたち日
本の司教は、日本人としても日本の教会の一員としても、日本が第二次世界大戦中にもたらした悲劇について、

神とアジア・太平洋地域の兄弟たちにゆるしを願うものであります。この戦争に関った者として、アジア・太

平洋地域の二千万を超える人々の死に責任をもっています。さらに、この地域の人々の生活や文化などの上に

今も痛々しい傷を残していることについて深く反省します」と述べた。これに対し、「反日的で日本を陥れて
いる」と白柳枢機卿への批難があった。実は、「この機会にきちんとアジアの司教たちに、日本と日本の教会
の戦争責任について認めなければならない」と日本の全司教で相談し決めたのだった。
また戦争の加害責任をきちんとすべきという動きは１９８８年、本島等・長崎市長が過去の天皇制から感じてい
たところの「天皇の戦争責任」発言にもあった。
１９９５年「戦後５０年のメッセージ」を出すときは、渋々イヤイヤ戦争に協力させられたと云う年長の司教たち
も多く、日本と日本の教会の戦争責任を言うことへの難しさもあった。だが、「戦後５０年のメッセージ」には
しっかり戦争責任のことが出ている。
２００５年「戦後６０年のメッセージ」の時にも、年輩の司教は「戦友や当時の教会指導者の事を悪く言って欲し
くない」と。若い司教たちは「今自分たちが、きちっと過去に向き合い反省しなければ」と歩み寄れないよう
な状況ながら、「思いや意見の違いがあっても、最終的にはそれを乗り越え、皆一致して平和について発言し
よう」となった。
「戦後７０周年メッセージ」では、日本の過去の戦争責任を無きことにしようとの動きが、あまりにも露骨で
あるために、「キチンと戦争責任を表明すべき」と皆が納得した。

平和憲法とカトリック教会

カトリック教会には、正しい戦争「正戦論」という考え方があったが、戦争肯定ではなく戦争を始めるため
の幾つかの条件と、たとえ正しい戦争でもこれを行ってはダメとの歯止めのためであった。だが一方で「ギリ
ギリのところで正しい戦争もあり得る」との考えもずっとあった。
しかし、今の教会は変わってきている。米ソ冷戦時代の１９６２年、核戦争寸前だった「キューバ危機」回避に、

ヨハネ２３世教皇が特別な役割を果たしたといわれている。その直後にヨハネ２３世は、回勅「パーチェム・イン・
テリス―地上の平和」を出され、「原子力時代において、戦争が侵害された権利回復の手段になるとは全く考
えらない。戦争は人類の破滅につながってしまうので絶対に回避すべきだ」と明言した。第二バチカン公会議
の最後に出された「現代世界憲章」には、「核兵器や戦争によらない問題解決をしていかなければならない」
と強く戦争反対を述べられている。
さらに決定的なのはヨハネ・パウロ２世教皇で、彼は第二次世界大戦中にポーランドで青年時代を過ごし、
戦争の悲惨さを嫌というほど見たために徹底的に戦争反対であり、あの時代の「湾岸戦争」やどの戦争に対し
ても反対の姿勢を貫いた。
それは日本の司教団にも非常に大きな影響が与えられ、戦後５０年、６０年と「司教団メッセージ」を出してき
た。このメッセージは強制力を持つものではない。司教団がキリストから、人々の司牧を委ねられている責任
から、神の前で誠実に判断し、「ノー」と言わざるをえないことを語っているのである。
「戦後５０年平和への決意」では戦争は否定しているが、憲法については何も述べていない。当時は憲法がそ
れほど危機的ではなく、憲法を大切にするのは日本人の総意で否定する動きがそれほどではないと司教団は考
えていたのだろう。
「戦後６０年メッセージ」ではアフガン戦争、イラクの戦争、同時多発テロなどによって日本もアメリカに同
調する関係から、平和憲法の改憲が心配になり始めた。元々、信仰の視点から教会は「武力ではなく非暴力で
の平和実現」を強調し、それは日本国憲法にもいわれているため、日本国憲法は大切なのだということをしつ
かり表明した。
「戦後７０年メッセージ」では、日本のカトリック教会の歴史的反省と世界のカトリック教会の軍拡や武力に
反対する姿勢を踏まえ、命を尊重するキリスト者にとっては、日本国憲法の不戦の理念を支持し尊重し賛同す
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るのは当然で戦争放棄はキリストの福音そのものであることを伝えた。

フランシスコ教皇の平和メッセージ

世界と日本の流れや平和メッセージにも関らず、安倍政権は強引に「安保法案」を成立させた。この現実に
対し、戦争や武力を徹底否定のキリストの教えから、日本国憲法の不戦の決意と平和主義を尊重していきたい。
でも「日本を巡る安全保障環境が厳しくなり、中国や北朝鮮に対する防衛を考えるべき」「自衛や国防は必要
だ」との声が教会内にもある。疑問に思うのは、「じゃあ、アメリカの戦争は本当に世界を安定と安全に導く
のに役立ったのか」に対し、どうもそうは思えずにむしろ一層戦争激化に手を下しているではないか。安保法
制はそこに日本が加わることでそれはどうなのだろうかと思う。また他国が日本の島を奪いに来るから武装が
必要との「島嶼防衛」にも、ただ追い返せば収束するはず。ありえない話で戦争に繋げていく。「自衛のため
の戦争ならよい」も戦争は全て「自衛のため」といって始まる。はっきり言って、武力でも武力なしでも解決
するとは思えないような問題が沢山ある。
そのときに一番いいと思ったのは、フランシスコ教皇の「福音の喜び」の中の「平和な社会とは、融和でも
社会を支配することによって暴力をなくすることではありません。平和が、貧しい人々を黙らせ鎮める社会組

織の正当性の口実にするならば、それは偽りの平和です」である。
彼はラテンアメリカのアルゼンチンの出身で、一時は軍事政権の支配で人権侵害が起っていた。強権力が民
衆を圧迫することによって社会の平穏を保とうとした事に対し、戦争とテロが繰り返されている現実に深く憂
慮し、戦争を避けながら、「ノー」と言うことを考え、フランシスコ教皇が云われたのは「時間は空間に勝る」
である。
『空間を優先させることは、現時点で全てを解決しようとする、又は権力と自己主張が及ぶ全ての空間を我

が物にしようとする愚かな行為へと人を導きます』。今の世界を空間的に見て、こんなに酷いテロを解決しな
ければと思い、「あそこを空爆しよう。あのテロリスト達の大元を空爆しなければ」との愚かな人間になって
しまう。『時を優先させるとは、力で問題を一気に解決するではなく、時をかけて一歩一歩、問題解決に向け
て歩きだす』という、フランシスコ教皇が示した違う生き方である。
私は、「戦後７０年メッセージ」草案に「時間は空間に勝る」と書いたが、司教さんたちは、「このフレーズは
誰からも理解されないだろう」と云われたため、次のように書いた。

平和の実現のためには、このような状況を変えること。世界の貧困や環境の問題、格差と排除の問題に
取り組むことが不可欠です。私たち一人ひとりにも地球規模の問題に対する無関心を乗り越え、自分の生
活を変えることが求められています。私たちにできることは、すべての問題を一気に解決しようとせずに、
忍耐を持って平和と相互理解のための、地道な努力を積み重ねることです

今年の１月１日世界平和の日の教皇メッセージは、「無関心に打ち克つ」と、「平和を獲得する」を結びつけ、
私たちの無関心が平和を脅かすものになっているということを指摘していた。
「さらに自然環境に対する無関心は、森林伐採、汚染、自然災害を助長し社会全体を生態系から引き離し安

全を著しく脅かす。そして新しい形態の貧困や正義をもたらし社会の安全と平和に有害な結果をもたらす。資

源不足や天然資源の飽くなき追及のために、いかに多くの戦争がこれまで行われ、今後も行われるだろう」と。
昨年、教皇が出された新しい回勅「ラウダトシー」にも、同じことが指摘されていた。

安全保障関連法が成立した今の状況の中で

成立した「安保関連法」の今後に向けて、幾つかの考え方を話したい。まず、日本は立憲主義の国なので、
「この法律は憲法違反」と胸を張って言い続けなければならない。だが、学者や多くの国民が反対をしたのに
政府は何故強いのか。それは戦争で儲かる人がいて、現政権と強く結ばれているからだろう。３．１１大震災後の
「復興特別税」、今も私たちは払っているが、第二次安倍内閣成立で真っ先に企業分は廃止した。企業や金持
ち優先の目先の利害しか考えていない。
大きな眼を持つ事が必要で、キリスト者としては神との関係で物事を考える生き方が大切。この点で利潤追
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求と結びついている今の動きを越えて、一人ひとりが尊重され皆が生活できる良い社会を創っていく事が大切
だろう。
例えば非正規雇用の問題。賃金で今の生活はできても、将来的に自分の人生の安定はない。厳しい雇用形態
で若者たちを不安定にさせている大きな社会問題。日本ではかつての様な経済成長はもう有り得ず、「景気さ
えよくなれば問題は解決する」はない。皆が仕事を持ち安定生活ができるかと真剣に考えるべきなのに、何か
違うものに向かっている。「欲と情念が人を動かしている」と言う人がいて、言い換えると「あの国の人は嫌
いだ」とか、「あの人たちは信用できない」の好き嫌いで政治が動いている。欲と情念がこの世界を動かすな
らば、とんでもない世界になることを忘れてはいけない。
ナチス中枢にいたヘルマン・ゲーリングは、戦争に国民を参加させるには、国の指導者が「他国から攻撃さ
れ危険な状態であると言い、平和主義者に対し愛国心がない危険人物だと主張すればよい。国民はだんだん黙っ

ていく。この方法は全ての国に有効だ」には・・・慄然とする。北朝鮮のミサイルが、「日本への重大な脅威
だ」と殊さら強調しているのも同じように思う。
そして昨年末の安倍首相と朴大統領の「合意」に被害当事者の元「慰安婦」やその支援者、教会も批判をし
ている。問題は日本と韓国の国関係ではなく、戦争と植民地支配による大日本帝国の巨大な戦力と犯罪的な暴
力支配の中で人権を侵害され、ひどい目に合わされた人間の問題である。だから福音のイエスの眼差で見つめ
ることが大切である。
「７０年メッセージ」に載せた沖縄は、今の日本で平和を考えるとき真剣に見つめねばならない。沖縄戦では、
多くの日本や外国の兵士と一般市民の凄まじい犠牲が出た。あの地上戦は本土にアメリカ軍の上陸を一日でも
遅らせるため、沖縄の人たちを犠牲にしたためである。その犠牲を７０年経って、日本の沖縄以外に住む私たち
は再び沖縄に押し付けようとしている。日本を守るためとの理由で沖縄は平気で切り捨てられる。あってはな
らないことである。
福島では丸川環境大臣が、１㎜シーベルト以下の国際的な放射線被曝限度量に「何の学術的根拠も無く、時
の環境大臣が勝手に決めた」と原発事故から５年間、放射能のことをずっと心配し苦しんでいる福島の人たち
にとって酷いことを言った。政府も東電も責任逃れのためか・・・情けない話である。
高山右近の列福はもちろん大賛成だが、時代の限界から責めることはできないが、彼の行いが全て正しいわ
けではないと思う。例えば、領主の影響で領民の殆どがクリスチャンになった。寺社を破壊した。今の信仰セ
ンスからは、他の宗教を尊敬尊重し共に歩んでいくのが大切な心がけなので正しいとは思えない。また彼は戦
国武将のため、戦で何人かを殺しただろう。それを良しとすることはできない。だから、聖人になった高山右
近が戦争したのだから、私たちもそれでいいとはならない。その意味で高山右近が列福されることで、彼の１００％
全てをすばらしいみたいに言う必要はないだろう。しっかり信仰を守り命を捧げたことは見習うべきだが、平
和のメッセージはしつかり言い続けなければならない。
「いつくしみの特別聖年」カリタスジャパンの四旬節小冊子の中でフランシスコ教皇は、「預言的なみ言葉
を聞くことを特に大切にしよう」（イザヤ５８章）と「私の選ぶ断食とは形式的な自己満足の断食ではなく、本

当に貧しい人に、飢えている人に、苦しんでいる人に手を差し伸べていくこと。それこそが私の選ぶ、私の喜

びとする断食なのだ」とのメッセージを大切にしたい。この世界は生きていくのが大変でこの先どの様になっ
ていくのか。戦争、テロなどもしかすると人類は憎しみと暴力の連鎖の中に陥って行くのか。でも何とか愛と
慈しみの連鎖に向かうように祈りとともに伝えていけたらと思う。

終わりに

イエスは徹底的に武装も戦争も否定した教えと生き方だったが、今の現実社会に当てはめることは難しく、
自衛隊をなくすとか、今直ぐ原発がゼロにはありえない。だが軍拡に向かうか軍縮に向かうか、原発を増やす
か無くす方に向かうか、この方向性が大切である。何十年かかるかも知れないが、私たちの理想である平和を
実現する方向へ力と知恵を使って働いていけたらと思う。

カトリック札幌地区正義と平和協議会 鈴木 澄江
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山山山鼻鼻鼻教教教会会会つつつぼぼぼみみみののの会会会

ベルナデッタ 加藤 知恵

つぼみの会は３年前の２０１３年５月、子ども、孫を教会で育てたい方、サポーターとして協力してくれる方な

らどなたでも参加できる会として発足しました。上杉神父様から宋神父様、韓神父様、加藤神父様に受け継が

れ、月に一度土曜日１０時から開かれています。現在サポーターは７名、子ども会のリーダーの経験のある方、

子ども好きの方などです。子どもの世話、食事の準備等協力してくださいます。

親達が神父様と聖書やお祈り、子ども家庭について勉強している間、サポーターさんは得意なことを活かし

て子どもと関わってくれます。お話し会を開いたり、クッキー作りを習ったこともありました。子ども達は自

由に遊んで過ごすことが多いですが、いっしょに過ごす時間を重ねるごとに、兄弟姉妹のように喧嘩し、面倒

を見合いとても仲良くなっていきます。

親の勉強会の後は神父様の得意料理を子ども達と一緒に作り、皆で食事を楽しみます。最近では、子ども達

と神父様の都合を合わせてプールやスキーや雪まつりに連れていってもらい、楽しく過ごす日もあります。親

はキムチ作りを神父様に習いバザーで販売したこともありました。

つぼみの会の名前は、私が３人の乳幼児を育てていた１２年前に参加した円山教会のつぼみの会の名前を頂き

ました。小さい子どもを育てている時は子どもを連れて教会に行くだけでも大変です。その上、ミサ中は静か

にというプレッシャーもあります。教会に行ってはみたものの子どもは騒ぐしミサにも与かれない、自分の気

持ちの持って行き場や居場所がないようでなんとなく足が遠のくと、そのまま教会に行かなくなってしまうこ

とにもなりかねません。大変な時期は短いです。その時期を乗り越えれば、子どもは子ども会につながって行

けますし、親は静かにミサに与れる日も来ます。

当時私はつぼみの会で、聖書を学んで神父様や他の親との分かち合いの時間を持てたこと、ミサには思うよ

うに与れなくても、その時間があったことがとても嬉しかったです。

山鼻教会のつぼみの会は、教会の皆で子どもを育てます。子育て中の親御さんにも居場所があり安心して教

会に来て欲しいとの願いがあります。これからつぼみの会は信者さんだけでなく地域の方、未信者の方にも広

がっていけるよう、さらに工夫をして進化させていきたいと思っています。
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ああありりりがががとととううう、、、夕夕夕張張張教教教会会会 ―――熱熱熱ききき想想想いいいははは永永永遠遠遠ににに―――

◇５／１４（土）１３：３０より夕張聖堂での最後のミサが、勝谷司教（祐川司祭共同）司式により執り行われまし
た。ミサ参加信徒数は約１１０人。

◇勝谷司教はミサ中の説教で、主任司祭として夕張に赴任し、教会の改修工事費用ために「花豆」を売り歩い
た。信徒をはじめ、夕張の多くの方々との様々な触れ合いが、司祭として成長させてくれたことに感謝して
いますと話されました。

◇集合写真撮影の後、１５：００から茶話会が開催され、約８０人が参加しました。夕張地区の信徒からの心づくし
の料理に、参加者は大喜びでした。

◇夕張教会と深いつながりのあった、メリノール会のアダム神父（香港在住）からのメッセージや、永い間夕
張教会を守ってきた信徒達、修道会のシスター達からの想い出等、懐かしい話が山のように出ました。

◇最後に勝谷司教より、聖堂が取り壊された後のことの話があり、現在モンゴルの「ゲル」を注文しており、
跡地に建て、ミサを行いたいとのことでした。（夕張にまた名物ができそうです）

◇聖堂はなくなっても、夕張で再び会いましょうと誓い合い、参加者は帰路につきました。

（北広島教会 佐々木藤夫）
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２０１６年度 札幌地区活動計画

使徒職大会等当番教会順 ２０１６：（特別北１１条・山鼻・円山・月寒）２０１７：真駒内 ２０１８：小野幌・大麻 ２０１９：手稲・花川
２０２０：北１条２０２１：北１１条２０２２：山鼻２０２３：円山２０２４：北２６条２０２５：月寒２０２６：真駒内

合同墓参当番順（白石墓地）２０１６：山鼻 ２０１７：北２６条 ２０１８：月寒 ２０１９：北１条 ２０２０：北１１条 ２０２１：山鼻
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月 日 曜 時刻 予 定 主催 場 所

４ １４ 木 １８：００ 企画推進会議 北１１条

４ ２９ 金 １１：００ 佐藤助祭 司祭叙階式 教区 北１条

５ １２ 木 １８：００ 企画推進会議 北１１条

５ １７ 火 １８：００ 教区１００周年記念大会第２回実行委員会 教区 聖ベネディクトハウス

５ ２２ 日 １４：００ 札幌地区評議会（総会） 北１１条

５ ２８ 土 １１：３０ 教区宣教司牧評議会 教区 マリア院

６ ９ 木 １８：００ 企画推進会議 北１１条

６ １１ 土 １３：３０ 講演会「わたしたちの声を議会へ：市民と議会の回路を作る」
上智大学 三浦まり氏 正平 北１条

６ ２５ 土 １０：００ 札幌地区交流会「女性の集い」 北２６条

６ ２７－２９月－水 全道司祭大会 教区 北広島ホテル

７ １０ 日 １４：００ 円山墓地合同墓参 円山墓地

７ １４ 木 １８：００ 企画推進会議 北１１条

７ １７ 日 １８（月） 地区交流会「おやじの会」 北１条

７ ２６ 火 ３１（日） ワールドユースデー ポーランド クラクフ

８ ６ 土 １４：００ 平和講演会 実行 北１条

８ カト高夏のキャンプ 教区

８ １１ 木 １８：００ 企画推進会議 北１１条

８ １５ 月 １８：００ 平和祈願ミサ 平和行進 実行 北１条

９ ３ 土 １５：００ 侍者会１泊研修会 北１１条

９ ３ 土 会場準備 （当番 北１１条、山鼻、円山、月寒） 藤女子大学

９ ４ 日 ９：３０ 教区１００周年記念大会 （報告・ミサ・交流会） 教区 藤女子大学

９ ８ 木 １８：００ 企画推進会議 北１１条

講演会 正平

９ １９－２４月－土 教区司祭年の黙想会 教区 トラピスト

集会祭儀の司式者・聖体奉仕者養成講座

１０ ８－９ 土－日 北１条教会献堂１００周年記念ミサ・講演会等 北１条

１０ １３ 木 １８：００ 企画推進会議 北１１条

１０ １５ 土 １０：００ 聖書講座（聖書の中の慈しみ）雨宮慧師 北１１条

１０ ２３ 日 １４：００ 合同墓参（白石墓地、里塚墓地） 教区 白石墓地

１０ ２９ 土 １１：３０ 教区宣教司牧評議会 教区 マリア院

１１ １０ 木 １８：００ 企画推進会議 北１１条

１２ ８ 木 １８：００ 企画推進会議 北１１条

１ ２ 月 １２（木） フィリピンエクスポージャー 教区

１ １９ 木 １８：００ 企画推進会議 北１１条

２ ９ 木 １８：００ 企画推進会議 北１１条

３ ９ 木 １８：００ 企画推進会議 北１１条

３ カト高錬成会 教区


