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２０１７年９月３日（日） 藤女子大学

今年度の札幌地区使徒職大会が８００名の参加により開催されました。はじめに札幌地区長加藤鐵男神父の
開会挨拶と、昨年の降誕祭から今年の復活祭までに受洗された８２名が紹介され、司教様からお祝いの言葉を
いただきました。次に、今回のテーマである「福者ユスト高山右近の霊性に学ぶ」について、イエズス会日
本管区長デ・ルカ・レンゾ神父による講演がありました。レンゾ神父は、史料と史実から高山右近の霊性を
説き明かし、現代を生きる私たちにも通じるキリスト教徒としての在りかたを示してくださいました。
講演の後、勝谷司教司式のミサが行われ、今回は英語ミサグループに合わせて平和の賛歌と拝領の歌を英
語で唄いました。午後からは会場をクサベラホールに移し、札幌地区の活動報告として、青少年の活動報告
と札幌司教区ハラスメント対応デスクの報告がありました。午後の部は自由参加でしたが、２００人を超える
参加者でした。
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高高高山山山右右右近近近ののの霊霊霊性性性（（（要要要約約約）））
イエズス会日本管区長 デ・ルカ・レンゾ神父

世界中で政治不信が広まる現代、本来の指導者の姿を示す人物像が求められています。４００年前の人物と
はいえ、福者高山右近は本来の霊性を持った指導者の姿を示しました。その特徴について簡単に述べます。

○伝授を活かす霊性
日本人伝道師ロレンソ了斎から洗礼を受けた右近は、その教えを深める方法を探究し、いただいた信仰を
理解し、深める機会を見いだしました。多くの人を信仰に導いた彼は、その信仰に基づいて生きる大変さと
喜びを活かしました。右近は修道者のまねではなく、自分にしかできない信仰者の生き方を探し見つけ出し
ました。無防備な姿で信長の前に立った時、そこには右近にしかできない役割と証がありました。

○識別を伴う霊性
右近は宣教師の協力者でありながら、建設的な批判もしました。コエリョ神父が秀吉に謁見した時、軍事
的援助の交渉が始まった途端、右近は危険を顧みず批判しました。修道会同士の批判があった中、右近はフ
ランシスコ会員の要理を聴きに行って同じ教えだという結論に至りました。金沢で追放中、その身分にあっ
た宣教をし、長崎で霊操をしました。「識別さえすれば、どの状況でも宣教が可能」との教えを残しました。

○任せる能力を養う霊性
右近は、人々に任せる姿勢を貫きました。右近は家臣たちに、領民の世話とその信仰教育を頼みました。
フィリピンに向かった時、宝物を知人に任せ、家族の保護を任せました。

○慈しみを含んだ霊性
右近は、自分と他人の弱さを慈しむ人でもありました。弱くなっていた蒲生氏郷の臨終にも立ち会って支
え、慰める友人の姿を示しました。日本の教会が発展していく中で、秀吉の迫害にも、右近は希望をもって
見守りました。難解な問題が迫り、良心的に判断すべきときも慈悲の心を失わなかった人でした。

福者高山右近は「どの時代においても対話なしの指導はあり得ない」という霊性の模範です。対話の大事
な相手が神様であることを見いだしたようです。神様との対話（祈り）ができれば、全てのものが異なった
次元に見えます。右近は当時の権力者のみならず、先輩と宣教師とも積極的に対話しました。その対話を基
にしながら、自分にしかできない生き方と信念を見いだしました。幸いに私たちも歴史を通して右近のよう
な人物と対話することができます。右近を模範に、私たち一人ひとりにしかできない生き方を見いだせるよ
うに祈りたいと思います。

＜午後の部＞

青少年委員会の報告
青少年の活動報告は、教区青少年委員会主催の「フィリピンボランティア２０１７」の報告です。高校生がフィ
リピンのラ・サール会が運営する学校で、小学生から高校生までの現地の子どもたちと授業を通して交流し、
子どもたちの家でホームステイをしながら生活を体験し、日本とフィリピンの歴史と現在を学ぶ研修旅行で
す。訪問した学校は、比較的裕福な家庭の子どもたちが通う「ラ・サール グリーンヒルズ」と、もっとも
貧しい家庭の子どもたちが通う「ハイメ・ヒラリオ学園」です。ハイメ・ヒラリオの保護者はほとんど収入
のない漁師と農民です。そのため、この学校に通っている生徒の８割は無償教育を受けています。この二つ
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の学校を中心として、参加した高校生たちは貧困と富について考え、貧しい生活をしている方々と触れ合っ
て、本当の幸せとは何かについて考えました。また、第２次世界大戦博物館で戦争の歴史や日本軍が現地で
行ったことを学び、戦争と平和についても考えました。
ボランティアに参加した生徒は１１名ですが、ほとんどが未信者の子です。当日は６名の方が発表してくれ
ました。若者らしい真っ直ぐな思いと率直な話ぶりに心を打たれました。

札幌司教区ハラスメント対応デスクの報告
カトリック教会で起きた聖職者による児童性的虐待に対応して、教皇フランシスコは全世界の司教団に向
けて、「性的虐待被害者のための祈りと償いの日」を設けるよう通達し、わが国の司教団は「子どもと女性
の権利擁護のためのデスク」を設置、実態調査と意識調査のためのアンケートを実施しました。回答結果に
より、教会内のセクハラの実態と被害者が誰にも相談できない現状が見えてきました。札幌教区では、札幌
司教区ハラスメント対応デスクを設置し、専用電話での聞き取り、対応委員会による要望に沿った支援、啓
発活動を行っていきます。取り扱う範囲は、セクハラのみならずパワハラなど教会内にある嫌がらせや不快
にする行動の全てとします。
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「「「２２２０００１１１７７７年年年 平平平和和和旬旬旬間間間－－－愛愛愛・・・いいいのののちちち・・・平平平和和和－－－１１１０００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。札幌地区では毎年この間に平和講演会、平和祈願ミサ、平和行進などを行って
いる。

【平和講演会】

「やんばるからの伝言」 ～基地のない沖縄を希求して～

伊佐育子さん（ヘリパッドいらない住民の会）

８月５日（土） 参加者９０名

昨年の平和講演会で勝谷司教は「豊かな森で暮らす住民たちが、オスプレ
イの着陸帯（ヘリパッド）建設に対し普通の平穏な暮らしを求め、非暴力で
の座り込みを行っている。これへの心からの共感こそが平和を求める大切な
基本的態度である」と話された。このため、名護教会・信徒で当事者である
伊佐育子さんをお迎えし、実際の状況・体験についてスライドを交えてお話
しいただいた。

くに がみ ひがし そん たか え

沖縄県国頭郡東村字高江の紹介

・沖縄は日本の０．６％の面積に全国の米軍基地の７０％が集中。３４の米軍基地の７５％が※海兵隊。

※戦地の先鋒として真っ先に送られる精鋭軍で通称「殴り込み軍」という。世界で受け入れているのは日本だけ。

・北部地域一帯を指す「やんばる」は正式名ではなく地元の呼び名。山々はイタジイ（ブナ科シイ属の常
緑広葉樹）のこんもりとした形のため「ブロッコリーリ森」と呼ばれる。４０００～５０００種の生き物のうち
絶滅危惧種は１８０種。ここでしか生息・生育しない固有種は２３種もある。国際自然保護連合（IUCN）は
２０００年と２００４年に日米両政府に固有種の保全を求め基地建設中止を勧告したが、無視し建設を行う。特
に「ノグチゲラ」はキツツキの仲間でオスは赤帽子を被っているよう見え、同じ特別天然記念物で大切
にされている「トキ」とは違い米軍基地に住家を追い出されている可哀そうな鳥である。
・高江は那覇空港から北へ１２０km。人口が１５０名から今は１３０名に減り、世帯数は５０。焼野原となった戦後、
伐採した木を住宅や燃料のため運んだ高江の川と滝では、子どもたちが流木を浮き輪にして水遊びをす
る。
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北部訓練所の紹介

・国頭村と東村にまたがるアメリカ海兵隊基地の正式名は「ジャングル戦闘訓練センター」で沖縄県最大
の軍事演習場。暮らしの隣、ガードレールの直ぐ向こうでは泥や水に潜る訓練、実弾でないペイント弾
に当たると赤や黄のインクが付き、死ぬ真似をするようだ。ライフルを持ち堂々と子どもたちの通学路
でもある県道を歩く。大きな米軍車両は中央線をはみ出しすれ違う時は怖い。
・使用開始は１９５７年。３年後にベトナム戦争が始まり、米兵はベトナム地形に似ているこの地で最後の訓
練をした。また一旦沖縄に運ばれた食料や生活物資は枯葉剤とともにベトナムに送られ、戦場に一番近
い「悪魔の島」と呼ばれた。
・１９９５年「少女暴行事件」を機に、日米両政府が沖縄に関する特別行動委員会（SACO）を設け、県民の
負担軽減のためと普天間基地を１００ｋｍ先の辺野古へ移転を検討。それが高江にも関係し、広すぎる７８００
ヘクタールの訓練場を３９８７ヘクタール返還すると約束。日本政府は最良だと自慢するが、以前からの１５
か所は残し、新たに６か所の高江を取り囲むヘリパッドができることになった。遠くのものが近くなり
狭くなったため訓練は密になり危険性が高まった。負担軽減どころか負担過重となった。

闘い、その１

・訓練所内の四つのダムは地下で一本のパイプにつながり、県民の６割が水道水とし飲んでいる。訓練に
伴う有害汚染水を全県民に知らせねばと１９９９年と２００６年に反対決議し、２００６年「ブロッコリーの森を守
る会」を結成。時の東村・村長が選挙公約では「反対」と言い、当選すると「容認」となった。それを
受け仲井真知事も「容認」表明。私たちは反対運動で工事を諦めるだろうと思っていたが、翌年７月か
らの着工を新聞で３～４か月前に知った。無視され強引に工事が始められる…もう阻止には、座り込み
しかない。だが、高齢者や多くのパイン農家は「反対決議は取り消さないが、座り込みをすると生活が
成り立たなくなる」と…解散となった。
・防衛局の２、３度の説明会では「貴重な植物は移植し、鳥たちの繁殖期の３～６月は工事をしない、赤
土が流れない方法や様々な自然への配慮はあったが、訓練内容や住民生活については、「アメリカの訓
練には関知しないので」と何も話されなかった。同世代の親しい親たちと、「オスプレイの飛ぶルート
は」「学校の上を飛ぶのか」と心配し、先ずは防衛局に聞き、着工日には座り込みをしょうとなった。
私は子どもが高校生で動きやすかったため、度々ゲート前や現場に行った。だが未経験な座り込みでの
何をしてよいかが分からず、１０年来のベテランである辺野古の先輩に聞いた。「非暴力で座っておきな
さい」と言われ、ペットボトルに水を入れ、地べたに座った。先輩から「何もない時は日陰にいた方が
よい」の助言やテントやイスの提供。先輩たちは説得活動ができたが、私たちは防衛局や工事人が来て
も「生活と子どもを守りたい」の言葉だけだった。私たちは洗濯物をゲート前に干し、もやしのひげ取
りや編み物などテントが生活の場となった。しかし一か月ほど経たら、畑の雑草で作物は育たず、子ど
もは貧しい食事でやせ細り、子どもを守るためが子どもに犠牲を強いていることに気付き、生活を守る
ことを一番に考えようと、また先輩に相談した。では、「会をつくり共同代表を置き、全国に広めて応
援のお願いメッセージを発信しなさい」と。私たちはこれまで、子どもたちに無農薬や添加物のない安
心安全な食べ物を考え与えていた。ヘリパッドも子どものため、暮らしのために要らないと考え、その
思いから２００７年、賛成と反対ではない「要らない」とした「ヘリパッドいらない住民の会」をつくった。
３日で終わると思ったが、１年後には多くの方が高江に来られ、応援のメッセージもいただき、私たち
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は生活に戻れるようになり、今では週に１、２回の当番制でテントを守っている。最初は皆と一緒でな
ければ怖かった。今は防衛局には見えないだろうが、独りではなく何万人もの「この森を守りたい」と
同じ思いの方が後ろにいることを知り、独りでも座り込みができるようになった。
・このため工事は１年間できなかったが、２００８年、国は私たち１５名を「通行妨害禁止仮処分」で裁判にか
けた（高江スラップ訴訟）。夫が関わっているために妻も子も、登校し現場にいない７歳の子ども、人
違いもいた。未だ「共謀罪」は成立していなかったが、「県に陳情書を提出したことが国に逆らうこと」
と訴えられ、私たちは納得できず弁護団とともに闘うことにした。国の訴えの理由は「重大な国策であ
るヘリパッド工事ができなければ、県民の負担軽減が実現不可能となるのみならず、日米両政府合意が
反故にされ日米安全保障体制の日本国責務を果たせなく……今後の日本における外交や防衛政策の著し
い損害を明らかに被る」と。私たちには意味不明で、弁護士から「あなたたちは日米安全保障体制の犠
牲になりなさい。子どもや生活を守るためにやっていることは日米関係にヒビがはいり信用をなくし、
日本のためにならない」と国が言っているのだと知らされた。思い出すのは、２年前に翁長知事の「埋
め立て承認取り消し」で国交省が工事継続のため代執行手続き裁判を起こし「米国との関係に悪影響を
及ぼすことによる外交・防衛上の重大な損害など著しく公益を害する」と主張され、知事も私たちと同
じく「あなたたちの行いは国のためにならない。沖縄県民は国のために我慢しなさい」と訴えられた。
私たちは日本やアメリカのために生きているのではない。個人の人権がないがしろにされている。この

あ し みね げん たつ い さ まさ つぐ

裁判の１年間の闘いで、共同代表の安次嶺現達さんと伊佐真次さんが仮処分決定となった。皆と同じこ
とをしているのにと納得いかず不服申し立てをすると、国は本裁判で一人は却下し、伊佐真次さんは今
後も妨害するだろうからと残された。これは、「このような事に関わったら裁判に訴えられ大変なこと
になる。あの人たちとは付き合わない方がよい」との見せしめ、二人を一人にしたのは会を分断させる
作戦だと分かった。私たちはこれに屈せずに高裁、最高裁と６年間闘い、最高裁で上告不受理決定とさ
れ、「ゲート前に立つな。物理的妨害をしてはならない」との判決に司法も権力と財力のある国と一緒
に民をねじ伏せるのだということを経験した。

危険なオスプレイ

・私たちはオスプレイの勉強をし、２０１２年９万人
の配備反対集会を行い、配備後も知事と４１市町
村長が ※建白書を安倍首相に手渡した。 ※政府や上役への意見書

・オスプレイは開発時の１９９１～２０００間年に３９名の死者と２００５～２０１２年では６１件の事故があった。空飛ぶ棺
桶、未亡人製造機、アメリカの恥とも言われ、アメリカ人は自国の民家上では飛んでいないため、沖縄
で初めて目にしたと言う。
・２０１３年と２０１４年に一番近いN４ヘリパッドが完成、２０１５年米側に先行提供し、昨年６月からオスプレイ
３機が一緒に９時～２２時４５分まで飛交っている。オスプレイの騒音は他のヘリと違い低周波音で、地震
かと思うほど建物がガタガタと揺れ、ガラスがビリビリするほど凄まじい。政府は「１５０ｍ以上を飛ん
でいるだろう」と言うが、実際は５０～６０ｍの低空飛行で音量も強烈。寝静まっている子どもは飛び起き、
一睡もできず学校に行けなくなった。赤ちゃんの夜泣きが止まず、高熱を発症し、母子が他所に避難し
た。子どもは不安と怯えを植えつけられ、身体だけではなく心理的にも参っている。オスプレイの下に
いると内臓が揺れ、頭痛、吐き気などが一時間は続く。さらに新設されたら「住めなくなる」と考えさ
せられている。２０１６年１２月１３日墜落したが、日米政府はバラバラ機体で行方不明の兵士がいても「不時
着」と報道。
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闘い、その２

・国は２０１６年７月、参院選を有利にするため工事を中止。選挙結果がオール沖縄大勝利の９時間後、朝６
時にダンプがメインゲートに資材を運び工事は再開した。プレハブ機材、砂利、パトカーに他府県機動
隊５００人と沖縄機動隊３００人。機動隊用の飯場や仮設住宅も作っていた。私たちは２４時間テントに張り詰
め、その頃は熊本地震で多くの方がブルーシートで雨風をしのぎ生活しているのに、沖縄では基地のた
めプレハブ住宅を作っていたことを機動隊に抗議した。そして９年間座り込みを続けているテントを
「７月２１日までに撤去しなさい」との張り紙と２２日の排除を知った。
・２２日早朝に防衛局と機動隊が北から南から集まり、車の間に座っていた私たちを法的根拠もなく力で排
除。テントは潰され車もレッカーで名護市に持っていった。宣伝カー上では殴る蹴るで女性は引きずり
降ろされ、ロープを巻いていた女性はロープのまま引っ張られ首が絞められ泡を吹いた。ここでは音が
聞こえないが、わめき声や悲鳴など飛交った。私たちは泡を吹いている女性に救急車を呼び、これ以上
のけが人や死者がでたら大変と向のガードレールに避難した。私たちを排除後、直に警備員が柵を作り
機動隊１００人ほどが並んだ。

・その後毎日、私たちはダンプを通らせないためゲート前で座り込みをしているが、その３０分前に機動隊
が来て、私たち一人ひとりを排除する。救急車やパトカーの騒動で戦場のようである。
・９月安倍首相が「年内に完成しなさい」と命じ、１０台のダンプが急に５０～６０台、１２月初には１２０台で黄
色の中央線がダンプの砂埃で真白になった。検問が始まり、仲間も度々通行止めにあった。私たちが一
般の車を通行妨害していると言われているが、機動隊の方が止めている。強制排除は、憲法や法律で護
られていた私たちの表現の自由や知る権利などが安倍政権によって無法地帯となり、弁護士が「法的根
拠を述べなさい」と言っても弁護士までも、新聞記者はカメラごと排除された。機動隊や警察は武器を
持たない軍隊のように私たちを排除。これが首相の「県民に寄り添って」の現実である。また「土人発
言」は、全国のメディアとワイドショーにも取り上げられ、「機動隊員が洗脳されている」ことを知っ
た。国はどの時代にも差別を植え付け、弱い立場に置かれている者から土地や財産、人権も奪い取る。
・おじいとおばぁが毎朝、ダンプが通る道で「高江に行くな！やんばるを守ろう！」とスタンディングを
行ってくれるのは、工事関係者だけではなく一般の人にも啓発でき運動の拡がりに役立ち感謝している。
・ブロッコリーの森は雨季に水を貯め、下の土や生物たちの乾燥を守っている。森が剥ぎ取られ、道が造
られるとこの部分から空気が流れ、乾燥が始まり、周りの山全体が枯れてしまう。オスプレイの羽根の
下のエンジンから２００～３００度の熱風が出る。アメリカでは火災を起こし一機ダメにした。この熱風が森
の奥深く吹き込み、更に乾燥させる。
・９月２１日、私たちは「工事差し止め訴訟」を起こしたが、裁判所は提出した書類に信用性がない。子ど
もの体調不良は個人差があると、私たちの生活の様子や低周波の数値は一切見ずに「違法なほどの騒音
が発せられて重大な健康被害が及ぶ恐れがあるとは十分証明されていない」として却下した。
・ヘリパッドの工事費が６億から９４億となり、うち６３億円が警備費。一日に１７７５万円は皆さんの税金が沖
縄でアメリカのために湯水のごとく使われている。どんなにお金をつぎ込んでも米軍が私たちを守って
くれる保障は一切ないことを知ってほしい。
・１２月２２日に北部訓練場返還式を終えてしまい、今年７月に工事は再開されたが、慌てて造ったため今や
り直し工事を行っている。
・国は返還部分を国立公園にし、世界自然遺産の登録を目指しているが、基地を置きオスプレイが飛んで
いるままでこの森の生き物たちを守れるわけがない。私たちも自然遺産を望んでいるが、それは基地を
なくしてからである。
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・３年前から毎土曜日に全国のシスターが断食とお祈りで座り込みをしてくださっている。一人のシスター
は「剥がされた森の赤土によって海が真赤になっているのは、イエスの血であり、私たちは傷ついたイ
エスの側を離れない。それはマリアが十字架の側にいたからだ」と言っていた。アメリカの日本山妙法
寺のお上人さんは「基地が造られているときに来られなくって申し訳なかった。アメリカに帰ってもこ
の森が元に戻るまで頑張りたい」と言ってくださった。
・戦争のために沖縄が破壊されたのは今が初めてではない。地上戦があつた沖縄の闘いは今も続いている。
たった四つのヘリパッドが造られたぐらいで終わりではない。この１０年間いろいろなことをシスターか
ら、お上人さんから、おじい、おばぁからも学び、握手し繋がることができた。本土の沖縄化が進み、
北海道が高江になる可能性がある今こそ、この手を離すわけにはいかない。もっともっと多くの人と手
をつなぎ米軍や戦争から逃れるため、あの憲法を輝かせていただきたい。私たちはまだやることが沢山
ある。高江はオスプレイ飛行のため、今から引っ越す家庭が二世帯ある。
さらにひどくなれば高江には子供がいなくなるかもしれない。これから
が、子どもや暮らしを守る闘いである。まだまだ声を上げていきたい。

付言

知り合いになったアメリカの母親を紹介したい。息子が海兵隊で沖縄配属となり、母親は「沖縄が海兵
隊で苦しんでいることに申し訳ない」と。この思いをアメリカでは誰にも打ち明かせなかった。母親は息
子が戦場に行かず、長く沖縄にいてほしいと願った。しかし息子はとうとうイラクに飛び立った。実は沖
縄に来る前に息子は、軍の指導者に「地獄を見せる前に天国である沖縄見せる」と聞かせられた。それで
兵士は、戦場に行く前の沖縄で好きなことを思う存分行う。酒を飲み暴れ、女性に乱暴をするのだ。この
軍隊の仕組みを変えなければ、私たちはいつまでも地獄を見なければならない。前に工事説明者から、皆
さんが英語でプラカードに「殺人者にならずお家に帰りなさい」や「マリーンズアウト」と記すと、沖縄
では人を守らずに殺す訓練だけの兵隊の士気が下がる。「俺たちは何のために戦争をしているのだ」「何を
しているのだ」と考えてしまう。私たちはこの母親の気持ちはよく分かる。悪いのは戦争であるから憎い
基地をなくすのだ。息子は帰還できたが、PTSD（心的外傷後ストレス障害）で引きこもりとなった。帰
還兵には自殺・依存症などが多い。誰も勝者はいない、みな被害者になる。母親は息子のために辺野古や
高江の写真をホワイトハウス前に並べ平和活動を行っている。同じ思いの母親としてアメリカ・韓国・フィ
リピン・グアム・オーストラリア・沖縄はつながっている。

【平和祈願ミサ】８月１５日（火） 参加者２００名

○勝谷司教 説教

最近、報道の偏りと恐ろしさを感じている。先日参
加したインドネシアの「アジアン・ユース・デー」で
は事前報道と違い、実際はイスラム教側の宗教的な融
和政策により友好的であった。フィリピン「ミンダナ
オ島」でも IS（イスラム過激派）関係の激しい衝突
が伝えられているが、実は水面下で平和構築のため努
力されていることが日本では全く報道されていない。
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同様に北朝鮮の報道もかなり偏っているのではないか。危機を極端に煽り「対話のための対話は無意味で経
済的圧力とアメリカ軍事力による抑止しかない」との世論が形成されようとしている。今この平和的解決に
ついて発すれば、すかさずバッシングされるゆえ発言を自粛する。この流れが、いつの間にか社会に疑問を
持たなくなり、歴史の誤りを再び犯すことになるだろう。ナチス幹部だったヘルマン・ゲーリングは「どの
国も普通の市民は戦争が嫌いだ。だが、決定するのは国の指導者達で、どんな体制であれ、国民は簡単に指
導者たちの意のままになるものだ。それは自分達が外国から攻撃されていると説明するだけでいい。そして、
平和主義者を愛国心がなく国家を危険に晒す人々だと公然と非難すればいいだけだ」…今の日本は大丈夫か
と考えさせられる。
世界のカトリック系平和グループが一丸となり「戦争・武力行使がたとえ防衛のためでも違法とするnon-
violent（非暴力）」キャンペーン」を行っている。最近、国連で「核兵器禁止条約」が採択されたが、被爆
国日本は批准どころか参加も拒否。核兵器使用さえこうなのだから戦争を非合法とするのは現実的だろう。
しかし一昔前には核兵器非合法化も非現実的と考えられていた。だから必ず実現する日を信じる。現代世界
憲章８１項に「神の摂理は、我々が常に戦争に訴えるという悪習に断ち切ることを切に求める」と記され、ま
た大量破壊兵器の使用は８０項の「科学兵器の進歩により、戦争の悍ましさと邪悪は無限に増大する。実際こ
れらの兵器を使用する戦闘行為は神と人間に対する犯罪であり、断固として断罪されなければならない」と
宣言。さらに８２項で「いかなる戦争も絶対に禁止であり、全ての義によって承認された法権の設置が必要で、
平和は兵器の恐怖によってではなく、諸民族の相互信頼から生まれるべきものである。大衆の世論と意識に
依存している敵意、軽べつ、不信、憎悪、頑固なイデオロギーが人々を分裂させ対立していては、平和を求
める努力が役にたたない。そのため必要なのは教育である」。この非暴力の考えはフランシスコ教皇によっ
て今年の「世界平和の日」に「積極的・創造的・非暴力」こそが、教会のめざすべきものと力強く述べられ
た。ぜひ読み話し合ってほしい。
https：／／www．cbcj．catholic．jp／２０１７／０１／０１／１１５６２／
私たちが反戦を叫ぶのは、単純に抽象的、観念的に捉えてではない。世間で戦争をゲーム感覚で語られる
ことに危惧を感じる。そしてアメリカと北朝鮮の指導者は実際に戦争の火ぶたを切る気はないのに威嚇し合っ
ている。だが、確かに戦争の準備がなされていて、当人たちにその気がなくても、もし３８度線の非武装中立
地帯で小さな衝突が起きたら一気に戦争に発展する恐れは第一次世界大戦時と同様である。私たち信仰者は
紛争の正当性がどちらにあるかという議論ではなく、「小さくされている人々の痛みに共感する」福音の心
にその根拠を置くのである。以前、「報道ステーション」で古館キャスターが「誤爆の犠牲になった人々か
ら見れば、有志連合による空爆もテロと同じ」が、テロと正当な戦闘行為を同一するのは見当違いと激しく
バッシングされた。だが被害者からは、テロも空爆もある日突然、命を奪われた理不尽さに変わりはない。
これは、テロと空爆の是非を問うのではなく、被害者への共感から、武力でない方法を考えることを提案し
ていたのだ。
日本人は先の大戦で、戦争による一般市民への甚大な被害、さらに日本のみならずアジア諸国に与えた無
差別攻撃による殺戮も体験した。特に原爆の被害は言語を絶するものであった。しかしそれらが正当な戦闘
行為か、犯罪的な一般市民への無差別大量虐殺であったかの議論は意味がなく、被害の悲惨さと苦しみを万
人が共有し、原因となった戦争自体を二度と起こさないと決心し、不戦の理念を掲げた憲法の受け入れと支
持を受け継ぐ。それは世代を超え、私たちの心の底に恒久平和の希求と不戦の誓いとして刻み込まれている。
日本が世界に先駆けてそれを実感し宣言している唯一の国であ
ることを忘れないでほしい。
今こそ現代世界憲章でうたわれ、フランシスコ教皇が述べら
れた戦争そのものを否定する「積極的・創造的・非暴力」の考
え方が平和の実現のために今後の時代を導くものと確信する。
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○共同祈願

「正義と平和協議会」「視覚障害者と共に歩む会」「英語ミサグループ」「青少年委員会」「マリアの宣教者
フランシスコ修道会」「カトリック青年労働者連盟札幌 JOC」が各立処からの声を祈願された。

○ミサ献金

７５，４００円は、高江のオスプレイ離着陸の建設反対に取り組んでいる「ヘリパッドいらない住民の会」に送った。

○平和の折鶴の奉納先

広島平和公園←北１１条教会 北２６条〃 円山〃 手稲〃 月寒〃 小野幌〃 江別〃 岩見沢〃 新田〃
オリーブの会

長崎原爆慰霊碑←山鼻教会 真駒内〃 花川〃 大麻〃 小樽〃 花川マリア院
沖縄・平和の碑←北１条教会 北１１条〃 北見〃 札幌マリア院

○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“「共
謀罪法案」成立は実際の行為がなくても、「ことば」をとらえて犯罪行為とする。
これは、言論・表現の自由をおびやかし、とりわけ「ことば」によって信仰に生き
るキリスト者にとっては「信教の自由」への圧迫にほかならない。私たちは今こそ、
「神のことばはつながれていない」ことを確信し、困難と苦労の中にも主の御手が
働き、祝福への導きが備えられることを信じ祈りつつ、共に手を携えて平和の時い
たるまで主の道を歩んでいきましょう”が読み上げられた。

【平和行進】８月１５日１９：２０～ 参加者８０名

北一条教会から大通公園まで、メッセージボードとペンライトを掲げ、
皆で心を一つにし「共謀罪は今すぐ廃止！安保関連法は今すぐ廃止！辺
野古・高江に基地をつくるな！平和憲法を護ろう！地上から核兵器をな
くそう！原発をなくそう！外国人の権利を守ろう！」などをコールし平
和を訴えた。
大通公園ではプロテスタントの皆さんと合流。一緒に讃美歌をうたい、
祈りの交流を持ち、お互いのメッセージを読み合い、ともに神の平和の実現のため働くことを誓い合った。

【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。
私たちは、伊佐さんのお話し、勝谷司教の説教、プロテスタントの方からのメッセージ、全ての行事をと
おし、キリスト者としての平和や人権の基本的な考えや取り組み、その根拠と指針を得ることができました。
折しも直後より、オスプレイのオーストラリア墜落事故、北海道での日米共同訓練、そして北朝鮮のミサイ
ルの北海道上空通過など、平和を脅かす現実に直面させられています。まさに学習した「被害者への共感か
らの武力ではない平和実現」の具体的行動の必要性を強く感じます。ともに祈りつつ努めていきましょう。

（平和旬間実行委員会）
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第第第９９９回回回札札札幌幌幌地地地区区区交交交流流流会会会女女女性性性ののの集集集いいい
女性の集い作業部会 藤原 笑子

今年はあなたならどう思いますか？パートⅦ「子供の貧困について」サブテーマ～生きづらさを抱えてい
る子どもたちの…～をテーマに６月１０日小野幌教会で４８名の方が参加して開催されました。
２０１５年「日本カトリック障害者と共に歩む札幌大会」を機に発足した「ほっかいどうオリーブの会」にカ
フェを頼みました。
講師は小野幌教会の主任司祭のフィリップ・リッターハウス神父様にインドネシアのジャカルタのスラム
街で生活している子どもたちを中心の映像を通して講演していただきました。講演の後、６つのグループに
分かれて交流を行いました。初めての参加された方も多くまた、参加者のうち３８名の方からメッセージや提
言をいただきスタッフ一同お礼申し上げます。

参加者の声（抜粋）
＊フィリップ神父様の「子供は差別の目は持っていない」…“こどもの心から学ぼう”と一番大きな収穫
でした。
＊精神的、社会的、経済的な観点からたくさん意見が出ました。いろんな教会の今昔の楽しいお話を伺い
ました。
＊子供の貧困は大人の貧困、この実情を各教区で話合い具体化できたら良いと思いました。
＊初めての方と信仰について語り、テーマを離れて教会の事、老後の事話題は沢山でした。
＊フィリップ神父様の講話から「祈る」ことの大切さを、神はとりなしの「祈り」を喜ばれそれにこたえ
てくださる。

★次回のテーマとして寄せられたこと
＊「分かち合い」とは、 ＊青年会について ＊老人に関する問題を
＊老後の生き方について ＊「神のはからい」について
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女女女性性性ののの集集集いいいににに参参参加加加しししててて
ほっかいどうオリーブの会 長南 貞代

第９回女性の集いでオリーブの会としてカフェを開かせていただきました。カ障連の札幌大会を機に発足
した「ほっかいどうオリーブの会」は、精神・知的・発達障害など生きづらさを抱えた当事者と家族、支援
者の交わりの場、居場所です。月１回の例会の醍醐味は建前なし、本音トークの分かち合いです。時折、緊
張感が走りますが、嘘がなく清々しくものです。楽しみは年に数回のお食事会、普段の参加者は１３．４名です
が、お食事会の時は２０名以上になることもあります。今回のカフェの収益は１万円ほど、これで３回はお食
事会ができ感謝です。
DVDをつかってのフィリップ神父様の講演は福音そのものでした。差別用語の大半は、優位に立つ側の
人々が作り出す冷酷な言葉であり、逆の立場に身を置く者には悲しいレッテルです。うちの教会には貧し人
はいない。障害者はいない。と言う人がいます。そんなはずはありません。もし本当だとしたら、イエス様
が招いておられる人たちが隅に追いやられて、肩身の狭い思いをしているかも知れません。辛かった時、苦
しかった時、教会に行けなかった。善意の気持ちは分かるけど、本当に欲しかったのは物ではなく一緒に泣
いてくれる人、耳を傾けてくれる人の存在だった。このような話が小グループでの分かち合いで語られ、心
に刺さりました。
イエス様はいきなり奇跡を行わず「私に何をしてもらいたいか？」と、まず尋ねられました。白杖を持っ
た視覚障害の方は、「何かお手伝いできることありますか？」と聞かれると助かるそうです。
派遣のミサの説教の中で、フィリップ神父様は、「助けが必要な人は望みをもっている」と言われました。
確かに「主よ、見えるように！」「主よ、清くなりたいのです！」と願った彼らは、信仰によって望みがか
なえられるました。私たちも身近な人々の心からの望みを聴かせてもらえる人になりたいものです。そのた
めには、自分の立ち位置を移し、差別されている側の人々の仲間に入れてもらい、素直に彼らから学ぶ姿勢
が大事ではないでしょうか。
あなたの周りに、いつの間にか教会、あるいは集まりに姿を見せなくなった方はいませんか？
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