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日時 ２０１６年９月４日（日）９：３０～
会場 藤学園講堂

札幌市の藤女子大学講堂で教区１００周年を祝う式典が開催され、全道各地から約１２００人が参加しました。１９１５
年に知牧区として歩み始めた札幌教区は、２０１５年４月１３日から式典までの１年余りを「教区１００周年の年」と
して今後の歩みを考えてきました。
同日にマザーテレサがバチカンで列聖されることに合わせて、神の愛の宣教者会のSr．ジャヤ・マリア東京

修道院長にお話をいただきました。また、前日には、マザーのお考えや宣教会の活動について講演をいただき
ました。

勝谷司教の開式の挨拶と祈りで
式典は始まりました
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神の愛の宣教者会 Sr．ジャヤ・マリア
東京修道院長

発行日：２０１６年１２月●日
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○第一部 １００周年の年総括と未来への提言

第一部では、勝谷司教の提言「教区一体となって次の１００年に向かってを歩んでいくように、共同体、宣教、
召命について一人ひとりが現状を打破するよう具体的に考え分かち合う」を踏まえ各地区が１年余にわたって
取り組んできたことについて報告がありました。
根室教会は、技能研修生としてベトナムの若い男女が百名ほど根室に住んでいて、その中の十数名がカトリッ
ク信者で、信者でない若者も誘って教会に来て、主日のミサを一緒に祝い日本人信者との交わりを持っていま
す。その出会いから喜びや励ましを与えられ、信仰共同体として日々新たに成長させられているという報告が
ありました。
静内教会では、司祭不在と信徒の減少で閉鎖・統合を視野に入れていましたが、役員３人が長崎五島の教会
のTV番組を観て考えを変えました。集まって祈る場所＝教会を護ることが最大の宣教であり、共に祈ること
が信仰の原点と考え、日高地方唯一の教会をできるだけ存続すること、遠方の信者宅へは出向いて聖体奉仕や
病者訪問を行っています。
旭川市内の教会は、�教会の主任司祭から、小教区の統合か存続かを各教会で決定すること。存続の場合は
教会ごとに福音宣教プランを作成し実行することを要請され、全教会が存続を選び、それぞれ新しい福音宣教
プランを作成し、新たな道を歩み始めました。
北見地区では、集会の祭儀を充実させるため養成講座を行い、多くの信徒が「集会祭儀司会者」の任命を受
けました。また、外国籍信徒が教会の役員や奉仕を担っています。
他にも函館地区の青少年活動の活性化、苫小牧の船員奉仕会の活動状況などの報告がありました。
未来へ向けては、困難があっても共同体として信仰の喜びを共有し、司教・司祭・修道者・信徒がひとつと
なって、希望を持って福音宣教を展開すること。信徒一人ひとりが自覚を持って新しい時代・状況に取り組む
こと。他国籍の信徒との関わりが教会の未来にとって重要であり積極的に取り組む必要がある。信仰の継承の
ために「家庭の祈り運動」を展開する。などの提言がありました。

○第二部 感謝ミサ

ミサに先立ち聖ヨハネ・パウロ二世と聖ファウスティナの聖遺物が顕示され、教区１００周年感謝ミサが東京
管区司教団共同司式（勝谷司教主司式）で行われました。

報告と提言を発表する上杉神父
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報告・提言に関する訓話を述べる勝谷司教



第三部 演奏と交流

東日本大震災の支援で震災当初から宮古ベースを訪れて演奏活動を行っている札響アンサンブルの「奏楽
（SORA）」の演奏がありました。また、フィリピンのイースタービレッジの青年たちがこの式典のために北
海道を訪れて、支援への感謝と１００周年のお祝いに心をこめて演奏してくれました。エクスポージャーに参加
した青年たちもステージに上がり一緒に歌いました。

教皇メッセージを代読する岡田大司教

奏楽の演奏

勝谷司教も登場
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教区の青年たちと一緒に

派遣の祝福

イースタービレッジの青年たち



「「「２２２０００１１１６６６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。また“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」を制定し、毎年各教区で平和へ
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

例年、日中戦争の発端となった１９３７年７／７「盧溝
橋事件」から「敗戦・１９４５年」の８／１５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、平和の集いを企画してきた。これを今
年度からは全国の日程に合せ、８月６日～８月１５日
までの１０日間とし諸行事を実施した。
今回、実行委員メンバーの提案により手話通訳に
加え、資料の点訳版も準備することができた。これ
を第一歩とし、今後も、多様な方々の参加による「平
和旬間」になることを願い行っていきたい。

平和講演会 ７月２３日（土）１４：００～

「平和を考える…正義といつくしみ」

講師 勝谷 太治 司教

（日本カトリック正義と平和協議会会長・札幌教区長）

参加者１００名

沖縄の高江、今この豊かな森で暮らす住民たち
が、オスプレイの着陸帯であるヘリパッド建設工事
再開に対し、平和で安全な普通の暮らしを求め、抗
議や説得のため非暴力での座り込みを行っている。
行動を共にするシスターたちの様子からも、胸が痛
む思いである。この心からの共感のセンスこそが、
正義と平和を求める者としては大切な基本的態度で
あり、政策的スタンスからではなく、まさに教皇フ
ランシスコの言われる「いつくしみ」の精神である。
このため、「高江ヘリパッド工事再開についての抗
議声明」を政府の関係大臣に送る準備をしている。
今迄も「７０年司教団メッセージ」、「安保関連法」、
「秘密保護法」などの具体的発言は行ったが、その
内容が、抗議先の国に対してはもちろん、特に教会
信徒には如何ほどの福音的視点で受け入れられてい
るか…言いっ放しではなく、教会の「予言者として
の役割」である、人々に伝える義務を果たすために

も、今これらの把握や対応に関する様々な方法を考
えている。
一方、「電車内での席を譲らなった若者が実は
―」、「イラッとされた、もみじマーク運転者が故石
上神父だった―」、「シングルマザーへの理解―」、
「ホームレス者への先入観―」、「落ちこぼれの若者
が居場所を得るまで―」などの実体験の事例をとお
して、個々人同士が正義を主張する場合、相手に求
めている正義が、実は自分の利己心による「あって
ほしい」の強要であり、また相手との関係性によっ
て流動もする。それ故、自己判断の正義に留まらず
に「イエスとザアカイの出会い」のよう、先ず相手
を知って、それを踏まえての相手への歩み寄りが肝
要である。これについては、集団や国レベルにおい
ても同じ自戒が必要と感じている。
イエスが教えられた神の正義は、「裁き」ではな
く「やさしさと赦し」から「非暴力による、和解」
であり、「疎外された者の人権回復」であって、こ
の意味では、「正しい戦争」はありえない。また抵
抗運動を暴力的手段で行った成功率は、非暴力手段
の半分以下であり、たとえ成功しても持続していな
い。このため教会に存在している「正戦論」は特に、
核兵器使用の現代においては否定されなければなら
ない。
「中立である」という無関心者や傍観者、反対者
に関心と問題意識を呼び起こすには、彼らの言い分
によく耳を傾け、彼らの現実を理解し、違和感のな
いソフトな語りで情報提供と対話に努め、世論を高
める工夫が必要である。

平和祈願ミサ ８月１５日（月）１８：００～

司式 後藤 義信 神父・司祭団

参加者２００名

○説教

８月の新聞には、多くの戦時体験が記されてい
る。８４才の女性が、多感な年ごろである１３才時に被
爆し、同級生のほとんどが死亡した。戦時中はアジ
アの平和のための「聖戦」と信じていたが、それが
間違いだと分かった。
亡き友人たちへの贈り物は「戦争しない国であり
続けること」。そのため、「安保関連法」を違憲とし、
国を提訴した気持が述べられていた。友人への想い
や行動は、イエスの「私が来たのは地上に火を投ず
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るためである」と重なるだろう。
信仰の目からは、「地にはみ心にかなう人々に平
和あれ」であるが、大変難しい。問われていること
は私たちが神からの言葉である、「人を愛し、ゆる
しを行う」ことであろう。
平和に無関心になりやすい私たちだが、平和旬間
の最終日に当たり、神に近づき、平和への決心を新
たにし祈りましょう。
○共同祈願

「虹の会」「英語ミサグループ」「正義と平和協議
会」が各々現場からの声を祈願された。
○ミサ献金

６８，１００円は、辺野古の新基地建設反対と高江のオ
スプレイ離着陸の建設反対に取り組んでいる「カト
リック那覇教区平和委員会」に送った。
○平和の折鶴の奉納先

広島平和公園←北１１条教会 円山 〃 小野幌 〃
大麻 〃 オリーブの会

長崎原爆慰霊碑←北２６条教会 山鼻 〃 手稲 〃
月寒 〃 岩見沢 〃 新田 〃
花川マリア院 札幌マリア院
江別 〃

沖縄・平和の碑←北一条教会 真駒内 〃
花川 〃 小樽 〃 北見 〃

○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」からの届いた以下の交換メッ
セージが読み上げられた。
“昨年の「安保法制」強行に続き、７月参院選結
果では改憲勢力を確保し、政権によるメデア・行
政・教育への介入、沖縄基地再工事、原発再稼働に
加え、「信教の自由」の干渉にも備えが必要となっ
てきている。この度、１９７０年の「※１牧会権裁判」を
事例に、牧師の「※２牧会」が違法ではなく、「信教
の自由」から無罪判決を得たことを学んだ。今この
時代においても国家と信仰について考え、祈り合わ
せる大切さを感じている。共に手を携えて平和の時
に至るまで主の道を歩むことを願い主の豊かな祝福
を祈り連帯のご挨拶をいたします”

※１ 学生運動に関わった高校生を牧師が保護し説得し
出頭させたが、牧師は犯人蔵匿罪に問われた。

※２ カトリックでは司牧のこと

平和行進 ８月１５日 １９：２０～

あいにくの雨により、大通公園までメッセージ
ボードと、ペンライトを掲げての平和行進は中止と
なった。道行く人々へ準備されたアピールは、「自
衛隊を戦場に送るな！」「平和憲法を守ろう！」「地
上から核兵器をなくそう！」「沖縄・辺野古に基地
をつくるな！」「原発をなくそう！」「外国人の権利
を守ろう！」「働く人の権利を守ろう！」などで、
これらは参加者各人の生活の場で祈り、叫ばれるだ
ろう。

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１０日
間、会場など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。
今も世界は、内戦やテロ、それによる報復の連鎖
や多くの難民の苦難など戦禍の止むことがありませ
ん。そして国内では、憲法違反の集団的自衛権行使
のため１１月には、自衛隊が「駆けつけ警護」として南
スーダンに派兵されます。武器使用が認められた自
衛官の命の危険が懸念されます。さらに７月の参議院
選結果で改憲勢力が３分の２を超し、現憲法が保障す
る私たちの平和や人権が脅かされる危機が現実味を
帯びてきています。そして、私たちにとっては空気の
ような２０条「信教の自由」も推して知るべし、です。
このような不穏な状況の中で、キリストに倣うも
のとして、神から与えられた全てのいのちと環境と
暮らしを大切に守る使命から、無関心や傍観者では
いられません。今後も皆様とともに、「主の平和」
の実現に向かって叫び、祈り、行動を続けなければ
と心から感じます。ともに成し遂げましょう。

（平和旬間実行委員会メンバー 鈴木澄江）
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報告 三浦まりさん 平和講演会

わわわたたたしししたたたちちちののの声声声ををを議議議会会会へへへ ～～～市市市民民民ととと議議議会会会ののの回回回路路路をををつつつくくくるるる～～～
２０１６．６．１１ カトリック北一条教会 参加者 １１０名

初めに

皆さんもきっと、「私たちの声って、本当に議会に
届いているのかな」と不信に感じているでしょう。
「安保法制」や原発規制も、世論調査では現政権
の方向性への支持者は少ないが、次々と強硬な手段
で法案を確立させている。「どうして、どうしたら」
私たちの声を届けることが可能か。この疑問を考え
てみましょう。

届かないわたしたちの声

以前から静かに、私たちと議会の距離が広がり、
政治への無関心も強くなっている。大学で政治学を
教えているが、学生から「選挙に行かない」や「何
で声を挙げなきゃならないか」との声。投票率も低
く、政治は遠くに生活と切り離されたものとの意識
が浸透し、民主主義を脆弱なものにしている。
私たちは「代表制（議会制）民主主義」を行うた
め、選挙で「代表者」を選んでいる。代表とは特別
能力を持つリーダー的イメージだが、私たちの代弁
者であり、英語ではここに無いものを再現する「リ
プレゼント」である。代表者たちは国会議事堂や地
方議会で「私たちの声を再現する」。自分たちが決
定し「これに聞け」ではなく、私たち全員が議場に
入れない代わりに、主権者の私たちがその人たちを
雇って、価値観や利害の違う意見の人たちとしっか
り議論してもらい合意を作る。それの専門家を「代
表者」という。「上から目線」ではなく、「代表制民
主主義」の本旨に沿った、私たちと代表者の「双方
性コミュニケーション」を豊かにする時期に来てい
る。憲法には、「国会議員は国民の代表であり、そ
の付託を受け、国民全体の利益を考えて最善と思う
決断を自由に行う裁量がある」と書かれている。こ
の裁量性が広すぎ、「自分は選挙で選ばれたのだか
ら何か文句があるなら次の選挙で落とせばいい」と
の白紙委任は困るが、２００９年の民主党がマニフェス
ト全てを為せず負けたのも極端で、時には途中の大
震災や経済情勢による柔軟な解決が必要である。重
要なのは、私たちと代表者が密なコミュニケーショ

ンで個々人の利害や価値観に折り合う仕事を為すか
で、このための回路が今足りていない。選挙区の国
会議員や地方議員との少ないコミュニケーションの
中で、声を届ける仕組みを実際に作っていければ、
主権者である私たちが決めた争点について、主張す
る議員と触れ合いは、多くなるだろう。

進まない女性の政治参加

本日は女性の参加者が多いが、女性にとって、「政
治がすごく遠い」と感じる理由の一つは、「議員が
殆ど男性」ということだろう。「保育園少ない」「出
産、子育て、介護」など、政治での解決を望む時に
誰に話をし易いか。男性議員だと保育経験のない場
合が多くうまく通じ合わないだろう。男性と女性、
高齢者、障がい者と様々なタイプの議員による多様
な議会では、自分の抱えている多様な問題を受け止
めてもらえる。今はあまりに足りていない。
２００６年から「ジェンダーギャップ指数（男女の格
差）」の順番が少しずつ落ちている。去年は１４５カ国
中１０１位と低く、健康面はほぼ一緒で女性が長生な
ためギャップによる差はなく、途上国のギャップが
少しずつ増えている。教育も大きなギャップはな
い。ただ日本の特色は、高等教育（大学・大学院）
の進学率が女性は低い。先進国は女性の方が高い。
たぶん高額な教育費のためだろう。日本は※OECD
中でも個人負担が著しく高く、子どもが男の子と女
の子の時にどちらかしか大学にやれない場合、親は
男の子を選択する家庭が多いと推測される。目立つ
のは経済力で「男女の賃金格差」が非常に大きい。
女性の半分以上は非正規雇用で正規との賃金格差が
大きい。女性議員比率が低い政治が影響しているの
だろう。衆議院で９．５％と１０人に１人いない。参議
院でも約１６％、世界平均の２２％に比べ、半分ほど。
順位は１９１ヵ国中１５７位で下から３７、３８番目で、偏差
値４１ほどで著しく低い。経済発展と女性議員比率は
無関係で、途上国で９０年代以後に民主化した国は、
男女平等のため憲法に議席の何割は女性に割り当る
と明記してある。先進国の中で日本は最下位であ
り、１月にミャンマーのアウンサンスーチーさんが
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事実上の大統領となり女性が倍増し、抜かれ一つラ
ンクが下がった。その後４月にサモアに抜かれたの
で、いずれ行われる衆議院議員選挙では必死になっ
て増やさないとどんどん落ちていく状況である。
※ヨーロッパ諸国を中心に日・米を含め３４ヶ国の先進国
が加盟する国際機関諸国

進む「女性活躍」

２１年前の１９９５年、北京で世界女性会議が開催。そ
の時に国際社会の共通認識として、意志決定に女性
が入り男女平等にならなければ、経済発展や女性へ
の暴力や賃金格差などの問題は解決しないと確認さ
れた。今日本でも「２〇３〇」という言葉で、「２０２０
年までに意志決定にいる女性割合を３割にしよう」
と。安倍さんが音頭を取っているため、安倍政権の
目標だと思われるかもしれないが、小泉さんの頃か
らの目標である。日本のみならず、９０年代の世界目
標として、最低３割は意志決定に女性がいないとバ
ランスのよい発展が出来ないが共通認識である。日
本は遅ればせながら国家目標として「２〇３〇」と
決めた。しかし全く本気ではなく、２０２０年には無理
であるため、政府としてはトーンダウンしている。
世界では、２０年前に平均１０％だったが、少なくとも
３割にはと必死に努力し、今は２倍増にまで成功。
イギリスは２０年前に９．２％、オーストラリア８％。
フランスは６％と今の日本より低かったが、２０年前
に自ら世界人権宣言を出し、民主主義のリーダーだ
との自負から何とかしなくてはと、「パリテ」とい
うことで女性議員増加に努めた。
２０年遅れた日本は、女性の人権や地位だけではな
く、民主主義の点から変だと気付いた。今こそ何ら
かの変化を求める動きが出てくるだろう。これは民
主主義の制度なので人為的な政治的制度改革で変え
られると、日本は２０年遅れてスタートラインに立った。
ちなみにアジアで一番は東チモールで３８．５％、大
きな紛争を経て新しく民主化した国で、ゼロから民
主主義を始められたので、最初から男女平等の意志
決定がし易い。台湾も蔡英文さんが総督で女性議員
が多く３８％。韓国は１１４位だが、４月の選挙で少し
増え１７％。隣国を見回すと、韓国は朴槿恵さん、台
湾は蔡英文さん、アメリカはヒラリー・クリントン
さんと女性リーダーに囲まれている。そうでないの
は北朝鮮、ロシア、カナダだが、カナダのトルドー
さんは、自分はフェミニスト故に、男女半々の内閣
を作ると公言している。安倍さんは、以前に使って

いた「女性活用」と言う言葉に「アベノミクス」を
コーティングし、女性を使って経済成長をなすとい
う「女性活躍」とかに熱心である。

家族統制の強化

日本の人口が２０１０年をピークに急激に減ってい
る。少子化対策をしてこなかったツケだが、江戸時
代に同じ。明治維新から、「産めよ、増やせよ」と
の計画で戦後もかなり増えた。ところが、９０年代初
頭に「１．５７ショック」に驚く。人口維持には、「※合
計出生率」が２．０７ぐらい必要である。１．５７に効果的
な政策が打たれないまま２０年以上経て２００５年に１．２６
となり少しずつ上昇。だが、最初の１．５７時の人たち
が母親になり、そこも少子化なので、二世代少子化
になっている。出生率が上がったとしても、元々の
女性が少ないので人口自体は減ってしまう。
※一人の女性が一生に産む子供の平均数の指標

一方、日本は国土が狭いので、適正な人口なら減っ
てもよいではないかとの意見もある。他方、社会保
障関係から、「これだけ急激な減少は若い世代に大
きな負担を押し付ける」ことになり、緩やかなほう
がいい」との意見もある。人口減は経済の縮小とな
りGDPが減る。またお隣の人口の多い国が仮想敵
国らしいが、戦争の出来る国としては兵力減とな
り、現政権にとっては危機的な話である。それで女
性に産んでもらい、経済力を下げないために働いて
もらう。労働力を埋めるため女性と高齢者に長く働
いてもらう。年金支給が遅くなったので働いてくだ
さいと。不足分は外国人労働者を入れる。他の先進
諸国に比べ日本女性の就業率は低く、特に大卒の就
業率はかなり低いため、OECDとか※IMFでは日本
政府に対し、「もっと女性が働きやすい環境を創れ
ば、女性が働き、それが経済成長に繋がり、その女
性たちが納税者となり、今の財政赤字にもプラスに
なる」との推計をしている。
※国際通貨基金→国際金融、為替相場の安定化のため設立
された国連の専門機関

それ故に実際に女性就業率は上がっているが、こ
れは放っておいても、マーケットのロジックで、労
働人口減のため、企業は女性を雇わざるを得ない。
だが、ほとんどが「非正規」で、正規との賃金格差
は１０：４ほどで、正規社員の男性対女性は１０：７。
均等法が出来た３０年前で他の先進国では大体８割で
９割を目指している。賃金格差の理由は、女性の管
理職が１割ほどと少ないためである。ヨーロッパで
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３割位、アメリカが４割位、フィリピンは５割を越
えている。管理職が少ないのは、過酷な長時間労働
を受容できない故である。子育てや親の介護を行っ
ている場合は長時間労働を受け入れられず管理職は
諦めざるを得ない。子どもを持つ女性の３／２は一度
辞め、再雇用後に管理職になれるチャンスは極めて
限られている。さらにショッキングなのは、シカゴ
大学の統計学者の推計では、「高卒男性と大卒女性
で管理職の可能性があるのは高卒男性」とここまで
性別が起因していて、封建社会である。近代社会は
教育の機会が保障され、各自の努力でチャンスが開
かれているのが前提だが、企業はまず男性を就か
せ、年功序列の処遇をし、残った所に大卒の女性を
割り当てる。「男尊女卑」が社会構造での格差の要
素となっている。
「保育園落ちた！ 日本死ね」のブログはショッ
キングな内容だが、真に女性の活躍やエンパワーメ
ントを求めるなら、長時間労働の是正と一緒に子ど
もを産み、育て、働くことを可能にする政策を実行
しなければならない。選挙前のごまかしが、解決ど
ころか保育の質を下げ「いのち」の保証すら危ぶま
れ、さらに「何故そんな保育園に預けたのか」「家
でみないで預けた母親がおかしい」と母親へのバッ
シングに向けられている。安全な保育園が無けれ
ば、「活躍出来ねえじゃねえか」となる。
４月から女性活躍推進法」ができホームページが
ある。各企業の「女性活躍」データが公表されてい
るが、任意なので公表していない企業は「出来てい
ないのだろう」と考えられ、就職活動にも生かせる。
他方、第１次安倍政権は、「少子化対策」を熱心に
やっていた。２００７年の「少子化社会対策基本法」に
「産みたい人もいれば、産むことができない人もい
る中で、産み育てるのが国民の責務というのはおか
しい」との批判があった。しかし賛成多数で「産め
よ、増やせよ」の揺り戻しが１０数年の流れで、「卵
子が老化する」を過大に伝え、「女性手帳」を配布
し「産まないとダメ」な雰囲気を作った。一年半前
には妊娠好期のグラフを改ざんした副教材を配布
し、ばれて撤回に追い込まれた。大学にも「妊娠講
座を行いませんか」と避妊の話は全く無く、文科省
から来ている。懸念すべきは「自民党改憲草案」に
も、戦前の家父長的な「家族」を強調していて、２４
条の「個人の尊厳」と「両性の本質的平等」に対し、
「親が反対する結婚なら、親を尊重して、憲法が保
障するのはどうか」と言っている。また「家族は互

いに助け合わなければならない」を憲法に入れ社会
福祉を削減。子どもと老いた両親の面倒は全て家族
で行えと。介護保険や保育園を国が面倒を見ること
に期待してはならないと。「生活保護法」を改正し
扶養義務は強化される。２５条の「総ての国民は最低
限の文化的で健康的な生活が保障される」と、人が
生きるための最低限のところでの保障が、「国家の
世話になるな、自分たちで解決しろ」に見える。「世
界人権宣言」に準え、改憲草案を作ったそうだが、
元々の「家庭は社会の自然かつ基礎的な集団単位で
あって、社会及び国の保護を受ける権利を有する」
とは真逆である。「家族が大切で基礎的な単位」こ
れに異論のある人はいない。だが次どうなのという
と、全然違う。
今お試し改憲の焦点は「緊急事態条項」と「２４条」
であり、「緊急事態条項」は多くが反対しているが、
「２４条」は世論の声が小さく警戒が必要である。「産
めよ、増やせよ」は、女性の人権に配慮しながら、
産みたい人が産めない状況は改善する必要はある
が、産まない選択や産めない状況なのに「産めよ」
というプレッシャーを社会や国家が押し付けること
は変であると保守派女性でも言っている、ここも女
性議員の比率によって怒りの声を大きくできる。

女性たちの政治参画の新しい動き

「どうも政府は情報を隠しているようだ。自分で
情報を集め判断しないと自分も子ども護れないので
は」と思う女性たちによって「怒れる女子会」が能
動的に動いている。ネットの力もあり、相互にゆる
い繋がりながら、瞬く間に全国各地で４，０００近くが
出来ている。だが、「女性」が声を挙げると「何で
女性が」と厳しい声が返ってくる。「ママの会」や
「母親の会」だと、母親が子どもを護るには、疑問
や叩かれることはなく、活動の場も広がる。女性と
しては矛盾もあるが、「私たちの代表を押し出して
いく流れを作れるかどうか」で現状では各々の感性
で種々の会を作っていくことが大切である。
「女性議員を増やさなきゃ」と言っても「女性議
員なら誰でも」ではなく、「女性の声を受け止めて
くれる女性」である。これがなぜ盛り上がらないか
は、２０００年以後の女性議員の増え方に問題がある。
切っ掛けは１９８９年、土井さんの「マドンナ旋風」。１０
人以上の女性議員誕生で同じく自民党の野田聖子さ
んが当選、これまで１３年間は衆議院の自民党女性議
員はゼロで、後に保守も女性議員増となった。だが、
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「マドンナブーム」は、落ち目の社会党を立て直す
ため、女性が火中の栗を拾わされ利用され、御用済
みで捨てられ続かなかった。その後は２００５年「小泉
チルドレン」が「刺客戦略」で増え、次が２００９年の
「小沢チルドレン」で、党の執行部が男性目線で女
性を引っ張り出すので、党に好かれるために向く方
向が女性有権者ではない。これらは選ばれ方の問題
で、今までの様に男性が選んでくるのではなく、女
性たちが「こういう女性議員になって欲しいのだ」
と下から押し出していくことである。

「男女同数」に向けて

世界的に２０年間で２倍の女性議員が増えた最大の
理由はクオータを行ったためで、今１２０カ国でクオー
タをやっている。やり方は様々で政党が自主的に
やっても、法律で作ってもよし。先進国は政党が、
ラテンアメリカでは法律で作っている。その流れが
ヨーロッパで法的クオータに広がっている。韓国も
台湾も法的なクオータで女性議員が増えている。
じゃあ日本では、去年「政治分野における女性の活
躍と参画を推進する議員連盟」が立ち上がり、クオー
タ法を作ろうと、会長が民主党の中川正春さん、幹
事長は野田聖子さんで、私も有識者アドヴァイザー
として加わった。当然だが、「法案は絶対に合憲の
範囲でしか作らない」と何度も念を押された。衆議
院の法制局の狭い解釈のため、多くの施策をグレー
ゾーンと言って殆ど進まず、国会議員は反論ができ
ず実効性のある法案が実現せず、「理念法ならば男
女同数を目指すべき」と提言した。クオータは割り
当てなので何％でもいい。世界の潮流は「人口は男
女半々だから意志決定も半々で」と男女同数の「パ
リテ」が動いている。１００年前は婦人参政権なく、
その時は、「何故女性に選挙権」と思われていただ
ろう。「女性も男性と同じ価値があるから選挙権は
当然」と、今は女性参政権に反対する人はいない。
今は選挙権が１８歳、次は１６歳にと、時代で民主主義

の当然感覚は変わっていく。カナダ首相のジャス
ティン・トルドーは男女半々でマイノリティを多く
入れ「パリテ」にした。「何でパリテか」と聞かれ
て、「え、２０１５年だから当たり前じゃないか」と答
えた。方向性としては、あと１００年ぐらいかかるだ
ろうが、２２世紀になったら男女半々は当たり前で、
２１世紀の人々は変だったと感じるだろう。
去年８月、議連にどうせ理念法ならば、３割でな
く一気に「男女同数」にと提案し、自民党から「同
数」でなく「均衡」にと異論が出た。日本の労働運
動では、「均衡」は平等ではなく、「少し差別的な低
い扱いが当然」という言葉で使われている。民進党
ほか４党は同数を目指す法案を出した。自公明は
怒って、「秋の臨時国会に自分たちで法案を出す」
と。「同数」じゃなく何を出すのか是非注目してほ
しい。女性を増やすための国会審議は、あまり報道
されていないが、実はじわじわと永田町では動いて
いる。これをさらに広げていくため、永田町へクオー
タ法の陳情というロビー活動だけではなく、「言わ
れないと動かない地元議員」に対し地元で動くこと
が最大の力となる。地元選出の国会議員にFAX１
枚送るとか、逆に声を挙げる人が少ない社会なの
で、挙げた者勝ちのところがある。皆さんも次の選
挙まで、FAXにびっしりと書き込んで送る。そう
いったことを自身が行うことによって、回路が作ら
れ風通しの良い民主主義になるのである。
（カトリック札幌正平協 山口雄司 鈴木澄江）
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第第第８８８回回回女女女性性性ののの集集集いいいををを終終終えええててて

女性の集い作業部会 藤 原 笑 子

第８回女性の集いは６月２５日、北２６条教会を会場に、今年は「あなたならどう思いますか？パート
Ⅶ 支え合う共同体になるには・・・」をテーマに 生憎の雨でしたが、参加者は１６小教区から４７名
が集いました。
講師を今年４月２９日司祭叙階された佐藤謙一神父様を迎え、神父様はご自分の幼い頃からの現在に

至るエピソードを交えお話いただきました。
また、ＮＩＣＥ １の提言から喜びを「生きること、しかもともに喜びをもって生きること」を中
心としたとらえ方に転換したいと思います。信仰生活は私たちと共にいてくださる神のみ前で、人々
とともにキリストの福音を信じる「喜び」に生きることとお話しくださいました。
その後、交流は６つのグループに分かれ、各小教区からそれぞれのユニークな紹介や、小教区のこ
れからの活動状況などが報告され、和気あいあい楽しいひと時を過ごし各グループの分かち合いに、
佐藤神父様も入られ交流されました。

参加者の声（抜粋）

＊ 初めてろうあ者が一人で参加し、通訳者が訳してくださるのですが、声を大きくゆっくり
話してくださるようお願いします。

＊ 交流の中でシックハウスのお話は驚きました。解決したと聞いていましたが当事者は後遺
症に苦しんでいます。良い解決があるよう祈っています。

＊ 佐藤神父様８年ぶりに叙階され、新しい感覚の講話いただき感謝しております。各小教区
からの活動PRも良かったです。

＊ 各グループの交流の部屋を分けた方が良かった。
＊ グループに話の流れを良くするためにリーダーを置いて進行した方が良い。
＊ 昼食からミサまでの時間を短くして欲しい。
＊ 今後の活動として、性同一障害の方について教会はどういう考えを持つと良いのかと悩ん
でいます。
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＊ 同じ信仰を持つ者どうし、まるで初対面とは思われない楽しいひと時でした。
＊ グループ交流会がとても良かったです。他の教会の交流で自分と意外なつながりに懐かし
く、テーマの支え合う共同体となるために、微力ながら手伝わせていただきます。
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派派派遣遣遣ののの祝祝祝福福福ををを受受受けけけててて 小野幌教会 横 田 美智子

予報通りの大雨に、足取りも重い朝でした。ずぶ濡れになりながら、ようや

く北２６条教会のステンドグラスが並ぶ白い壁にたどり着きました。不思議なも

のです。神さまの用意されたところに「つどう」ということが、私を懐かしい

思いにさせてくれるのです。教会に入ると、もう、外の悪天候とは別の時間が流れ出しました。

佐藤新司祭のお話を聞くのは初めてでした。司祭は自己紹介の後、信徒数の変遷を通して、日本の

教会にふさわしい宣教、共同体のありかたを講演してくださいました。日々の生活の中で、共同体の

みならず地域の人々と「ともに」、「喜び」のうちに生きることが福音を生きることであり宣教となる、

とやわらかな語り口で話してくださいました。

昼食をはさんでの交流会では、各教会の行事のお知らせや活動、「燃えている心」の話などがあり、

おしゃべりをしながら、笑いとたくさんの元気をいただきました。自分が所属する教会を、笑顔で語

れるのは素敵なことですね。

折しも「聖母の土曜日」でしたので、感謝のミサは女性の集いにふさわしいものとなりました。佐

藤司祭から、力強い派遣の祝福をいただきました。「私たちの働く場所で、イエス様のあかしをして

いきましょう」と。

勝谷司教の年頭司牧書簡にあるように、「ゆるすこと」と「ゆるされた実感に生きること」を胸に、

明日からも神さまに添って歩いていきたい、と思う一日となりました。
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私が、WYDで気付いた事。これは私の性格と神との出会いです。
まず初めに私の性格の話をします。私は、毎日のように職場で注意されて嫌な
日々を送っていました。人の話が抜けてしまう。仕事ができない。自分勝手。し

つこい。言われた事ができていない。心の中で「自分は悪くない」「なぜ俺は」と思いました。
しかし、WYDで知ったのです。私の性格が自己中心的で人の話を聞くのを苦手としていることです。
理由はクラクフでの一日によるものでした。
朝に演劇を見て、次に司教様の説教。そしてミサをして昼食を食べてからイベント会場へ移動して、イ
ベントが終わったらホームスティ先の近くのレストランやクラクフの街の
ファストフード店などで質素な食事をしてからホームスティ先に戻る一日で
した。このような一日の過ごし方に自分の性格を知る答えが出たのです。

① 司教様の説教を１時間きいていた時、私は話を聞くのが苦痛になっていたのです。聞くようには頑
張っていたのですがやはり苦痛には負けてしまいました。

② 他にもじれったいお話が多かった事とお土産を買えない事や団体行動が多かった事。不満がたまっ
てしまい色々とぐちをこぼしたり、叫んだりしました。この時、私は自己中心的な性格と気付いてし
まいました。

神との出会い。それは、教皇ミサの時に二つの出会いをしました。教皇ミサの最中、太陽の光が強く降
り注いだのです。その光は、かなりまぶしくてしかもきれいで温かい光でした。私は、その時思いました。
「イエス様の光だな」と感じました。その光は、ミサが終わると落ちついていました。

もうひとつは、帰った後写真を見ていると太陽の光が十字架に
写っているのに気付きました。私はWYDの会場の上空にイエス様
がいたんだなと思いました。WYDで撮った
２３０枚の写真の中で一番大事にしています。
WYDに行って実感した事は、「私は、日本
のカトリック信徒の中でも代表クラスに愛さ
れているな」と思いました。WYDに行けた
のは、２００万人中、１４０人しかしません。私は、

この１４０人の中に入った事は素晴らしく思えました。イエス様は、私をすごく愛さ
れている。そう思いました。
教会の皆様。教区の皆様。私をWYDに参加させて頂き、心から感謝申し上げます。
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