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２０１８年９月２日（日） 藤女子大学

今年度の札幌地区使徒職大会が約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７４名が紹介されました。続いて「家庭：信
仰の伝達の場」をテーマに、高円寺教会主任司祭の吉池好高神父による講演がありました。吉池神父は、教
皇フランシスコの使徒的勧告「愛のよろこび」の訳者であります。この使徒的勧告は、現代にあってさまざ
まな困難に直面する家庭の問題について、シノドスの成果をふまえ、信徒に勇気と励ましを与えるために教皇
ご自身がまとめられたものです。吉池神父は、使徒的勧告を紐解きながら、信仰と家庭について講話しました。
講演の後、勝谷司教司式のミサが行われ、昨年同様、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、青少年委員会から「フィリピン・ボランティ
ア」の報告、青年会・高校生会からの報告。排除ZEROキャンペーンの説明がありました。
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講講講 演演演
演演演題題題 「「「家家家庭庭庭：：：信信信仰仰仰ののの伝伝伝達達達ののの場場場」」」

講師 高円寺教会 主任司祭 吉池好高 神父

「愛のよろこび」というタイトルの教皇フランシスコの使徒的勧告は、２０１４、２０１５年のシノドスを受けて、
教皇ご自身によってまとめられ、公布された文書です。このときのシノドスのテーマは、２０１４年「福音宣教
との関連から見た家庭の司牧的問題」、２０１５年「教会と現代世界における家庭の召命と使命」でした。教皇
は、シノドスの成果をまとめるとともに、責任と困難を担う家庭に勇気と励ましを行うために、この使徒的
勧告を公布しました。
この使徒的勧告は教導職による公の教えですが、教皇はこの問題は教導職の介入によって決定するもので
はなく、聖霊の導きとそれぞれの地域の伝統や文化に配慮した解決を求めることが必要だと指摘しています。
このような姿勢は、この使徒的勧告を読むわたしたちをこれまでの固定観念から解放し、勇気づけ励ますも
のです。
はじめに教皇は、詩編１２８に歌われている典型的な幸せな家庭の団欒に加わるようわたしたちを招いてい
ます。聖書全体にわたって啓示されている、結婚と家庭に対する神とイエス・キリストの想いを深く味わい、
聖書のみことばの余韻の中でこの使徒的勧告をかみしめるよう促しています。
現代社会の中に生きる家庭とわたしたちは、時代の変化とともに新しい問題と課題に直面しています。そ
こには光と影の両面が見いだされます。家族の絆が以前よりも脆弱になっています。個人主義的価値観や行
動様式は、利己主義的な生き方によって、他者のために自分を犠牲にすることを躊躇させてしまいます。そ
れに加え、現代社会のリズムやストレス、それらを生み出す社会機構や労働環境などが個人と家庭生活を脅
かしています。
このような状況にあって、教会は「神が与えてくださる恵みに進んで応えることができるような、結婚と
家庭を持つことを選ぶ理由と動機を提示することが求められている」と教皇は強調しています。その上で、
結婚と家庭に関するこれまでの教会の力点の置き方と司牧の姿勢について反省をこめて振り返っています。
現代の家庭が置かれている社会の現実に目を向け、個々人の権利だけではなく、彼らが生きる家庭の権利
を擁護することも教会として重要な使命です。新しいいのちを産み出し、そのいのちに寄り添って、人間に
ふさわしく育てることは両親が神からいただいている祝福であり使命です。このような家庭の権利を踏みに
じる、外部のいかなる介入も認めるわけにはゆきません。しかし、現状では貧困、地域紛争、土地を追われ
た難民、少数者に対する差別など困難を抱える人々にどう対処するかが問われています。もっともっと社会
全体の福祉の力を高める必要があります。障害を負った家族や高齢の家族を支えることは一つの家庭の力で
は限界があります。貧困に苦しむ家庭に寄り添い、必要な足す目を提供して行かなければなりません。この
ような状況の中にある人々に、教会はもっと寄り添って、福音の持つ癒しの力を差し出すべきで、福音の教
えを規則のように押し付けるだけでは、それは福音を石打刑の石に変えてしまうことになりかねません。そ
のようなことを避けるために、絶えず福音書に示されているイエスの姿に立ち戻る必要があります。
そのためにも、教会のさまざまな集いで読書会のような形で、この勧告の読後感を分かち合い、そこに取
り上げられている諸問題を実際の経験に照らし合わせながら分かち合うことができたらと思います。それぞ
れの家庭が抱えている問題を分かち合うことは困難であるにちがいありませんが、そのような分かち合いが
できる雰囲気をお互いへの信頼のうちに生み出していけるように努力していく必要があります。そうなれて
はじめて教会は大切な家族が集う家庭のように感じられるはずです。そのような理想のもとに、日々の教会
活動を担う使徒職に励んでいきましょう。この使徒的勧告は、わたしたちの心の目をもっとわたしたちが生
きている家庭生活に向けるよう促しています。
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＜午後の部＞

○青少年委員会の報告
青少年の活動報告は、まず昨年に引き続き、教区青少年委員会主催の「フィリピンボランティア２０１８」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。マニラではストリートチルドレンを
支援する施設を見学し、実際に子どもたちの生活する場所に行って子どもたちと触れ合いました。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、ほとんどがカトリック・ミッションスクールからの参加です。
当日は１０名が出席し発表しました。若者らしく元気で、率直で、心に残る報告でした。かれらは日本とまっ
たく違う環境に生きる人たちと接して多くを学んだようです。
青年会からは、全国ネットワークミーティングの報告、日頃の青年会活動についての報告、１１月に開催す

る全道青年の集いの案内がありました。小教区では目立たない青年ですが、小教区を超えて活動しています。
高校生会からはカトリック高校生会（カト高）の活動について報告がありました。

○排除ZEROキャンペーンについて
これは教皇フランシスコの「誰一人として排除されたり、存在を無視されたりしてよい人はいない」とい
う呼びかけに応え、国際カリタスが「移住者・難民」をテーマに立ち上げたキャンペーンです。「１．出会
う」「２．知る／学ぶ」「３．行動する」をキーワードに国籍を超えて人々が共に生きる社会を実現するため、
社会に広く働きかけ、教会が、外国人移住者の置かれている現状を知り、理解し、具体的な行動を起こして
いくように促すことを目的としています。まずはキーワードの一つ目「出会う」ことから始めましょう。教
会を訪れている外国籍の方に簡単な日本語でゆっくり声をかけてみてください。
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「「「２２２０００１１１８８８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

【平和講演会】

「日本国憲法と平和といのちの尊さ」

しまぞの すすむ

講師 島薗 進さん（上智大学神学部特任教授・グリーフケア研究所所長）
２０１８年７月２８日（土）カトリックセンター 参加者９５名

２０１５年、日本カトリック司教団は「戦後７０年メッセージ」を発表し、人間のいのちの尊厳に向き合いな

がら日本国憲法の不戦の理念を支持し、平和のために働く決意を新たにした。しかし、現実の世界は貧困、

差別、内戦などの困難を抱え、ナショナリズムを煽って軍事力増強へと走り、日本も９条改憲へと大きく

かじを切っている。

今年度の平和講演会は、上智大学の島薗進さんから９条（戦争の放棄）、２０条（信教の自由）などの改
しょうけい だい じょう さい

憲問題や三種の神器承継の儀・大嘗祭など天皇代替わり行事、戦後も生き続ける国家神道の歴史に焦点

をあてながら、憲法と平和、いのちの尊さについてお話しいただいた。

初めに～日本人の宗教

・東京の真ん中に「皇居」と「明治神宮」の緑地があるのは良いが、「明治神宮」は何かきな臭さが漂っ
ふき あげ ぎょ えん

ている。「皇居」の吹上御苑に神道の神を祀る宮中三殿があって１８８９年（明治２２）頃に造営され、これ以

前には京都御所にもどこにもなかった。プライベートな宗教施設のため「宗教法人」ではない。だが、

ここで天皇・皇后が神道行事を行うため、「日本は神道の国」の側面があると意識せねばならない。
あ ま とし まろ

・阿満利麿さんの著書『日本人はなぜ無宗教なのか』に、「真理や救い」について一人の創唱者が始めた

キリスト教や仏教、イスラム教など「創唱宗教」に日本人は距離を感じ、以前からあったアニミズムの

ような「自然宗教」に親しみを持つ。それを「無宗教」というのだが、これは「全く宗教に親しみがな

いのではない」と言っている。

戦前の国家神道・国体から考える

・１８９０年（明治２３）発表の「教育勅語」を通し、国は、国民に対し「臣民として天皇の命令に従い生きてい

くこと」を教えた。戦後、廃止となったが、これは今の文科省に引き継がれ、できれば取り戻したいよ

うだ。籠池さんはこれを実行し安倍夫妻はこれを称賛した。
ご しん えい ほう あん でん

・学校には「御真影」（天皇と皇后の写真）と「教育勅語」を納めていた「奉安殿」があって、この前で頭を

下げさせた。学校行事の中に「国家神道」が入り、天皇の皇室行事にどっぷり浸かっていた。

・戦後、「国家神道」は止めたことになっているが、憲法２０条「信教の自由」、１９条「思想及び良心の自由」、

８９条とも関わる「皇室行事」と「靖国神社」は残った。
けん じ

・来年５月１日、天皇の「代替わり」に神道行事である「剣璽等承継の儀」が行われる。剣はスサノオが
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や またの お ろ ち

退治した八岐大蛇の尻尾にあった剣で、ヤマトタケルが熱田神宮に預けたというが、皇室にもある。
じ まが たま

璽は勾玉。この剣と勾玉と鏡を「三種の神器」といい、これを引き継ぐことが天皇の「代替わり」のし
け ん じ と ぎ ょ

るしとなる。この「三種の神器」の引継ぎは、「宗教行事ではないか」に対し、政府は戦前の「剣璽渡御

の儀」を「承継の儀」とし、「神的なものが移るのではなく、引き渡す儀に変えたので宗教的意味が減っ

た」というが、どうだろうか…少し内容は変えたが、やはり宗教的行事だろう。
に に ぎの みこと

・「日本神話」では、天照大神の命により、孫である邇邇藝命が地上にくだり天皇となり、切れ目なく同

じ血筋で続いているという「国の成り立ち＝国体」を他国にない絶対のものとしている。

・戦争をなかなか止められなかった理由は「国体護持」という宗教的信念からで、悲惨な沖縄戦があって

も降参できずにアメリカの原爆投下となった。アメリカの責任を問うだけではなく、この口実を与えた

日本が、頑強に戦争を続け多くの命を軽んじた「国体護持」の恐ろしさを問わなければならない。

・しかしアメリカにとっては、日本統治のため「国体護持」の利用は都合がよかった。続いて来秋（勤労
にい なめ さい

感謝の日）に行う「大嘗祭」は新天皇の最初の「新嘗祭」を指す。天皇と神が共に食べる稲の生産地を
かん なめ

春に占いで決めるため、準備に何か月もかかる。伊勢神宮での最初に収穫した穀物を神に捧げる「神嘗
さい かしこどころ

祭」の宮中版である。宮中三殿の真ん中の賢所には伊勢神宮の天照大神が祀られ、京都御所の小さな
や お よ ろ ず

ものが明治になって大きくなり、先祖代々の天皇や八百万の神を祀っている。「国家神道は終わった」

といっても「国体顕示」を堂々と行っている。

・１９４５年１２月１５日 GHQが占領直後に民主化のため出した宗教に関わる文書に「神道指令」がある。「神

社神道に対し、政府が金の拠出や宣伝するような深い関係はやめよう」「神社を統括していた内務省や

公務員待遇の神職もやめよう」とあった。キリスト教国では国教体制をやめて教会を国家から切り離す

のが近代社会の大前提であり、同様なことを日本でも行った。しかし「皇室神道」については何も出ず、

手付かずで残ったのが大問題で、翌年に「日本国憲法」ができ、２０条「信教の自由の保障」はその不足

を補っている。また宗教が軍国主義的で過激な国家主義的イデオロギーと結びつくのを禁止しているが、

元々、国家と結びついていた神道を切り離すことは容易ではない。この難しさをGHQも分かっていて、

神道と国家を切り離すだけではなく、「天皇は神ではなく人間である」と宣言させた。これをどのよう

に制度化させるかは考えずにその場逃れのごまかしとし、天皇も戦争責任から逃れるため方便として受

け入れた。

・「皇室神道」行事が残った重要な意味は、「明治憲法」は「立憲主義（政府の統治を憲法に基づき行う）」だが、

国の根本体制は「立憲主義」ではなく神である天皇の「国体」が第一となり、西洋の憲法に毒されては

ならないとの考えである。「皇室典範」の重さは「帝国憲法」と同じかそれ以上だった。「天皇機関説」

は「立憲主義」の下に「国家神道」を収めるための苦肉の理論であったが、否定され（国体明徴運動）、

主張者の美濃部達吉は貴族院議員から追放された。１９４５年に「立憲主義」に戻したはずだか、「国家神

道」が残っている多くの事実がある。

・戦後も皇室行事が続いたが、他方『国家神道』は日本の柱であって、日本人が個々勝手な振舞で利己的

に生きていくのは、国家の理念「国体」強化が失われているからだと信じる自民党やこれに属する「日

本会議」、「神社本庁」に大きな影響を与えている。「神社本庁」は１９４５年１２月１５日に内務省管轄の神社

が民間団体となって一カ月内に作られた組織。民間なのに「本庁」と名付けたのはどこかに自分たちは
お お み よ いや

「国家の施設」との思いがあるためだろう。１９８０年に「神社本庁憲章」ができた。第一条「大御代の弥
さか さい し

栄を祈念」「祭祀の振興…」と皇室の重要性を言っている。神道には皇室と関係ないものもあるが、明

治維新以後、神社が「国家神道」になったことで、全神社が「皇室神道」に包摂された。神職はこの思

想の下に国学院大学や国士館大学で育てられる。第二条「神社本庁は、神宮を本宗と仰ぎ……」の神宮

とは「伊勢神宮」のことで本宗である。第三条「神社本庁は、敬神尊皇の教学を興し、その実践綱領を
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掲げて、……」。「湯島天神」の初詣は合格祈願のための若者が多い、この氏子に「尊王意識」はないが、

「神社本庁」は「尊王」の立場をとっている。

・『神社本庁憲章の解説』（１９８０年）第一条「……究極的に目指すところは大御代の弥栄である」は、神社

はそれぞれの神様を祀っているが、究極は天皇の治世と民の繁栄で、天皇とは王政復古を目指した後醍
おくちょう

醐天皇と明治天皇、今上天皇を指す。「億兆かゝる聖慮に応へ奉る為には、ひたすら大御代の弥栄を祈

念申し上げることこそ、神社祭祀の本義……」「億兆」とは、日本国民が一つになるとの意味でいのち

が軽くなることに連なり大変恐ろしい。

・明治以後につくられた国を尊ぶことが天皇信仰に行きつく。これを１９４５年に大きく転換したはずだが、

近代の思想体系に相反しこの宗教伝統をまた戦前に戻したいとの考えがある。憲法ができ、「講和条約」

で日本が独立した。その時「神社本庁」が最初に目指したのは、皇室のご先祖である伊勢神宮の真の姿
しん し けん げん

を元に戻す「神宮の真姿顕現運動」であった。

・「国家神道」は一種のテロリズムによる「明治維新」によってつくられた殺伐とした側面もある。押し

付けられた「日本国憲法」や占領軍の「神道指令」によって皇位と神宮を切り離し、「国体」を壊した

との怨念を抱いている。来年の「代替わり」には新天皇・皇后が伊勢神宮に参る儀式がある。２０年毎の
しき ねん せん ぐう

「式年遷宮」の天皇・皇后の伊勢神宮参拝も重要となる。

国家神道から軍隊・戦争へ
かん きゅう

・「国家神道」では、天皇の義務は少なく国民に多くある。「億兆心を一つにして」「一旦緩急あれば命を

かけて戦わなければならない」の理念の下に「捕虜になってはいけない」「最初から死ぬと分かってい

ても軍事行動を要求された（特攻隊）」などの天皇中心国家となった。他国や近代の軍隊では例がない

が、この軍隊ができた根本原因は何か。日本には「ナチスのヒットラーのようなファシズム勢力はなかっ

た」と言われているが、国全体がそちらの方向に突進したのは、上からか下からかは分からないが、分

かりやすく説明しているのは「久野収・鶴見俊輔『現代日本の思想』（１９５６）」で、小中学校では「教育

勅語」を教え、「修身」が教育の柱となった（※今の「道徳教育」がこの「修身」の復興に繋がるだろう）。しかし

上級学校になるにつれ「あれは『たてまえ』で、国を治めるにはあの通りにはいかないよ」と「申し合

わせ」、西洋の近代国家の理念、立憲主義、民主主義とは何かを知った官僚はそれで政治を行う。官僚

や知識人は「国体論は下々の考えで、治める者は近代的な統治理念で行う」との二重構造であった。だ

が、「たてまえ」で教育された国民は、官僚や知識人の「申し合わせ」を知らされずに、軍部だけが

「申し合わせ」の中で「たてまえ」に固守し続け、その軍部は民衆の支持を得ていた。
くん そく かん

・当時、「日ロ戦争の勝利で得たものは樺太の一部だけ。これに対し民衆は「天皇は悪くないが君側の奸

で天皇の周りに悪い政治家がいて、国民をだましている」と不満を訴え、１９０５年「日比谷焼き討ち事件」

を自由民権運動家が天皇を掲げて新聞社や電車を襲った。この民衆運動が国の強権を招いてしまい、１９１０

年「大逆事件」は短期間に１２人を「天皇を尊ばなかった」ためと見せしめの死刑にした。「大逆」とは

実際に罪を犯さなくても、計画だけで処罰される。このような治安や教育を通して、国民の心が天皇に

向かうようにし、メディアが天皇支持でないことを言うと国民が怒るほどであった。大衆が天皇絶対を

掲げ、それを軍隊が引っ張る体制となった。
ぐん じん ちょく ゆ

・軍隊に入ると天皇への忠誠を徹底的に強制する「軍人勅諭」を憶えさせた。「軍人勅諭」は軍隊の柱で

あって、さらに軍隊は天皇に直属する「統帥権の独立」をかざし天皇の意思を代表しているのは軍隊な

のでと軍部が勝手なことを行うようになり、それを国民が支持してしまった。
ふたたび

・「軍人勅諭」にある「……再中世以降の如き失体なからんことを望むなり」は、再び藤原氏や源氏、北
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条氏や徳川など天皇家以外が政権を担うのは間違いで天皇自らが政治を行うのが正しいが、実際近代は

藩閥から始まり、自分たちは「天皇の意思を体現する」と称した政府が行っていた。その不満を治める
こ こ う

ために述べられた。また「されば朕は汝等を股肱と頼み、汝等は朕を頭首と仰ぎてぞ、其親は特に深か
ひとつこころ

るべき」は、君たちは私の手足であり私が頭である親しい関係である。「朕と一心になりて力を国家の

保護に尽さば……」は天皇と軍隊は一体であるから天皇の意思通りに動きなさいが胆となる。

・天皇と軍隊を学ぶなら「靖国神社」に行くことを勧める。「靖国神社」は天皇のために命を投げ出した

人を神として祀った天皇崇敬の神社で、元々は内務省ではなく、陸軍省・海軍省に属していた。中に軍
ゆうしゅう

事博物館の「遊就館」があって、いかに「国体」は素晴らしいかの本がタップリある。
しょう こん さい

・天皇のために亡くなった人は「招魂祭」として儒教式、神道式のお葬式を行う。これらの死者を奉祀

した招魂社が全国各地の「護国神社」である。京都の「護国神社」は早くに作られた。坂本竜馬と中岡

慎太郎の銅像がある。これらは「靖国神社」の基と見ることができる。

・『尋常小学修身書』には、「君のため国のためにつくした人々をかやうに社にまつり、又ていねいなお祭

をするのは天皇陛下のおぼしめしによるのでございます。わたくしどもは陛下の御めぐみの深いことを

思ひ、ここにまつってある人々にならって、君のため国のためにつくさなければなりません」との記述

あり。

・靖国神社が、国のために死んだ人を神として天皇の参加の下にお祀りしている、その状況を NHK ラジ

オで放送し、戦争末期には多くの戦死者の各県代表遺児を招待し、皇后からおみやげのお菓子をもらう。

遺児たちは名誉の戦死を誇りに思いながらも…複雑な感情を表す写真もある。

乃木大将を賛美した民衆から考える
の ぎ まれ すけ りょ じゅん こう い せん

・戦前の教科書で最も有名だったのは、「乃木希典大将」である。日露戦争で「旅順攻囲戦」の指揮をと

り、多くの戦死者を出しながらも人力で攻撃し長期間の苦戦となったため人々から批判を受けた。天皇

への報告には「申し訳ない、割腹して罪を謝し奉りたい」とあったが、天皇は「二人の我が子を戦死さ

せたではないか。今は死ぬべきときではない。卿もし死を願うならば、われの世を去りてのちにせよ」

と言われ、子どもを亡くした代わりに「学習院」の子どもたちを育てよ」と院長にした。乃木と明治天

皇は親しく互いに尊敬し合っていた。そして明治天皇の葬儀日の午後に妻と共に自害した。乃木神社の

中に二人の殉死写真がある。

・当時の新聞は、「なぜ乃木は江戸幕府も禁じていて儒教の教えでは野蛮な殉死をしたのか」と記してい

た。仇討ちや殉死、心中は秩序を乱す野蛮なこととされていたが、日本人は「忠臣蔵」が好きであった。

この辺が人のいのちを軽くする思想の弱い所だろう。世論は圧倒的に乃木に同情的だった。当初は批判

的だった殉死が、後に賛美に変わり軍国美談になった。乃木のお葬式は大群衆によって感動の場面が続

いた。

終わりに～平和と一人ひとりのいのちを尊ぶ憲法

「日本国憲法」にある第９条を守るということには、戦争中にいかに私たちのいのちが軽くなったか、

この記憶が薄れても忘れることはできない。それは原爆や沖縄戦、空襲のことでは鮮明だが、軍人たちも

いのちを軽くされた。これらの要素が９条に反映していることを忘れてはならない。

１３条の「個人としての尊重」も戦争経験を抜きにしては語れない。戦争の経験といえば「日清・日露」
りょしゅう はずかしめ

も軍隊が天皇を神聖化し命を軽んじて玉砕や特攻、「生きて虜囚の辱を受けず」「バンザイ突撃」、市民ま
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でも自殺させた。

２０条もそうだが、今の自民党や神社本庁の神道神社連盟の改憲草案を見ると３項「国及びその機関は、

宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」をなくしてしまえと危ういものがある。１９条「思

想・良心の自由」は２０条と一体で、「信教の自由」は「信仰の自由だけではなく、信仰を押し付けられな

い自由」と受けとった方が分かりやすい。多くの日本人は信仰を押し付けられた痛切な経験をもっている。

そして今も「この改憲草案が日本の正しいやり方」と主張する人たちがいて、これに抵抗する力を弱めて

いるが、しっかり見つめ抗しなければならない。また私の考えに気分を害されるとしたら、かつて「上か

ら国家神道を押し付けられただけではなく、民衆が煽った面があった」だろう。乃木のときもそうだった。

気分は悪いが、私たちも親たちも被害者であるが、実は加害者でもある。

アジアに対してだけではなく、国内に対しても言える。私たちが私たちの

国をよくするためには欠点をよく見つめる必要がある。「満州事変」「朝鮮

併合」「征韓論」がなぜ起きたか。「日本人は偉い」との自惚れからだろう。

これらの歴史を直視して色々な考えを語らなければならないだろう。教

会では「もっと心安らかになる話をしてほしい」と思われるだろうが…

【平和祈願ミサ】８月１５日（水） 参加者２００名

○勝谷司教 説教

オウム真理教死刑囚に対して行われた死刑執行に関して「いのちへのまなざし」に記載通り司教団は、

「人間の尊厳として、どのような罪を犯しても、国家権力といえども人の命を奪うことはできない」と今

回日本正平協は抗議声明を出した。

司教団が脱原発、憲法改正反対を表明すると、常に匿名の酷い口調の抗議が多いが、今回、中央協議会

は正式な公開質問を受け付けたため、きちんとした形の質問があって、一つひとつにお応えをした。

袴田巌さんの再審請求は棄却されたが、昨年、「死刑廃止」を打ち出した日弁連が、ローマ教皇に支援

メッセージを求めた。時間がなかったことと、バチカンの元首として「他国への内政干渉はできない」と

の答えだった。教皇は以前から「死刑反対」であった。教皇に届く前に処理されたのだろう。後に直接教

皇に渡ってから、日本司教団へ見解の問合せがあった。７月のオウム真理教死刑執行を意識してか、８月

２日、『カトリック教会のカテキズム（カトリック教会の教理）』中の、「死刑もやむを得ない」を「国家

が科す刑罰の意義に関して、新たな理解が現れてきており死刑は認められない」と改訂した。これに対し、

強いバッシングがあった。そして教皇の日本語訳ツイッターが削除されていた。（サイバー攻撃？）言論

の場を封鎖するとは悲しいことである。

以前にある教会で「安保法（戦争法）」の講演会があった。資料に「安倍政治を許さない」や「打倒自

民党」があったが、教会内では政治思想や政党支持の発言は好ましくない。「安保法（戦争法）」賛成の信

徒は、「教会内で自分の意見を言えない状態である」と嘆いていた。教会内で片方の意見しか言えず、一

方の意見を強制される雰囲気はよくないと考える。自分の正義を主張し他人の考えを封鎖するのは正義で

はない。しかし、このような傾向は誰しも持っていることを反省しなければならない。今の安倍総理の

「改憲加速」についても様々な考えがあるだろう。特に「９条改憲」については司教団が反対している。

しかし、「改憲」賛成者はカトリック信者の資格がないとはならない。カトリック教会は政治思想や政党・

政策支持は個人の自由で、それを越えてキリストを信じる者としての一致をつくり上げていかなければな

らない。４月と６月に２度「９条を守ろう」と、シスターたちが新宿西口で演説やコールはなく、※歌だ
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けの署名活動を行った。なんと一時間で４００筆との異例な結果を得た。珍しいシスターの歌に足を止める
人も多く、和やかな雰囲気は何かの示唆を感じた。※https：／／blog．goo．ne．jp／koube�６９／e／７d６af５２６２
b０４fd３１４８６d８d５３４１b４de９９
今年の広島平和行進も大勢で多くは若者の参加者だった。折り鶴を手に歌と祈りと「辺野古埋め立て反
対」などののぼり旗を掲げての行進だった。警察の案内が最初は「デモ隊が通ります。皆さま、ご協力を
お願いします」が１０分後に「平和行進が通ります。市民の皆さまのご協力をお願いします」に変った。シュ
プレヒコールがないと市民の反応が好意的で手を振ってくれた人や写真を撮ってくれた人もいて和やかな
行進だった。長崎も祈りだけのたいまつ行列である。今考えなければならないのは「改憲阻止」への手段
だが、以前と同じ主張でただシュプレヒコールの叫びだけで伝わる学生運動の時代ではないと考える。本
日は雨で中止となったが、デモにシュプレヒコールが当たり前であるとの考えから、あまり政治的な内容
は入れないとしても、ただ一方的に自分たちの主張を叫び、気勢をあげているだけでは市民の理解が得ら
れないのではないかと、広島、長崎、シスターたちの取り組みから感じている。むしろ「私たちはこう考
えるが、一緒に……」との対話の姿勢。このような形に変える必要を感じている。来年からの平和行進の
ために議論してほしい。
私たちの思いをより多くの人たちに伝えるにはどのようにしたらよいか、自分たちの主張を強く叫んで
も政府の考えを変えられない。私たちに共感する人を増やすことが大切だが、このためには以前とは違う
方法を考えなければならないだろう。

○平和の折鶴の奉納先

広島平和公園←山鼻教会、月寒教会、北２６条教会、小樽教会、真駒内教会、小野幌教会、江別教会、
手稲教会

長崎原爆慰霊碑←北見教会、円山教会、花川教会、大麻教会、新田教会、聖心会札幌修道院
沖縄・平和の礎←北１１条教会、岩見沢教会、札幌マリア院、北広島教会、北１条教会、花川マリア院

○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“わたしたちの国は、近代の
歴史において数々の戦争の惨禍をもたらし、この国の民はもとより、近隣諸国の人々に癒しがたい痛みと
苦しみを与えてきました。そうした体験を痛切にかえりみて、もはや二度とこのような苦しみがもたらさ
れないことを願い、日本国憲法を定めて平和主義のもとに戦後の歩みを踏み出したはずでした。しかし今、
その歴史の記憶を歪曲し、過去をひたすら美化し、かつての時代に還ることを理想とするかのような主張
が声高に叫ばれています。これは、この国とアジアの将来を危うくするだけでなく、歴史への冒涜であり、
ひいては歴史の主宰者である神の御旨をないがしろにすることにほかなりません。そうした痛ましい歴史
の体験を踏まえ、御心にかなう歩みを将来に向かって形作っていくことをあらためて心に定めたいと思い
ます。主にあって、これからの歴史を形作る思いをもって共に歩んでまいりましょう”が届けられました。

【平和行進・祈りの交流】８月１５日 １９：２０～

あいにくの雨で中止となりました。準備されたアピール「平和憲法を護ろう！」「地上から核兵器をな
くそう！」「沖縄から基地をなくそう！」「原発をなくそう！」「外国人の人権を守ろう！」「働く人の権利
を守ろう！」は、参加者のそれぞれの生活の場で「キリストの平和の実現」を願って祈られたことでしょう。
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「「「「「「「「「「「「「「「「「「イイイイイイイイイイイイイイイイイイエエエエエエエエエエエエエエエエエエススススススススススススススススススにににににににににににににににににに集集集集集集集集集集集集集集集集集集ううううううううううううううううううササササササササササササササササササママママママママママママママママママーーーーーーーーーーーーーーーーーーキキキキキキキキキキキキキキキキキキャャャャャャャャャャャャャャャャャャンンンンンンンンンンンンンンンンンンププププププププププププププププププ」」」」」」」」」」」」」」」」」」

カトリック小野幌教会 教会学校担当 小野崎良子

♪かみさまと いつも いっしょ
わたしたち みんな～♪

小野幌、月寒、北広島、千歳、北１条、手稲教会
の子どもたち３８名（４歳？中学生）が歌う元気で明
るい歌声が小野幌教会の聖堂いっぱいに響きました。
神父様・神学生・お世話係の大人たち合わせて総勢
５７人、札幌東ブロック合同サマーキャンプ２泊３日
の開幕です。開会にあたって今年の校長先生である
フィリップ神父様は「いろんな教会の友だちやお世
話してくれる大人たちとの触れ合いをとおして、神
様のいつくしみを感じることができるように、楽し

いことの中にも相手のことを思ってすごしましょう。」
と話されました。

【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。平和祈願

ミサでお世話になった北一条教会の皆さまはじめ、宣司評、小教区、関係団体、多くの皆さまの協力に感

謝いたします。

私たちは、島薗進さんのお話し、勝谷司教の説教、プロテスタントの方のメッセージなどから、キリス

ト者としての平和や人権を守り通すためには、しっかりと歴史を直視し、歴史の主宰者である神の御心に

叶うよう考え、語り、生きた祈りである行動者であらねばと思い知らされました。

「憲法９条」改憲の加速、沖縄の米軍基地、超高額（５千億円）の巨大ミサイル基地「イージス・アショ

ア」の輸入、大地震や台風、危険な原発、子どもや高齢者・若者などの貧困、人種や性差別、死刑制度な

ど、これらの平和やいのち、日々の暮らしを踏みにじる現実に直面している私たちは、今後も諦めること

なく、祈り、考え、語り、ともに神の御心に叶うよう努め続けていこうではありませんか。

カトリック札幌地区平和旬間実行委員会
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小野幌教会は当番教会としてどんなおもてなしが
できるか考えました。サマーキャンプではたくさん
歌をうたうので、みんなが元気に歌えるようにと、
子どもたちは大きな紙に歌詞を書きました。
大人たちは食事のことを全面的に引き受けました。
１日目の晩ごはんはカレーライスでした。これが絶
品なのです。「本当はあまり好きじゃないカレーが
食べれて、おかわりもできてうれしかったです」と
は５年生の男の子の感想です。栄養も彩りもよいバ
ランスのとれた朝食。好物のザンギがついたおにぎ
り弁当。北広島のお店まで行って準備したジンギス
カン。メニュー、買い物、準備、片付けなどすべて
において大人の協力がなければできないことでした。

さて、今年の活動のメインは新司祭佐久間神父様
企画による「オリエンテーリング」でした。５つの
グループは小野幌教会を出発して、ゴールの北海道
立博物館を目指します。地図を見て与えられたミッ
ションを果たしながら、森の中を進みます。道をま
ちがえて戻ったり、木の名前をおぼえたり、指定場
所で写真を撮ったりと大忙しでした。ウグイスをま
ねして「ホーホケキョ」と祐川神父様が口笛を吹い
たら、本物のウグイスも「ホーホケキョ」と応えて
くれたのでみんな大喜び。およそ５km の道のりを
３時間以上かけて歩きましたが、最年少の４歳児 T
ちゃんが最後まで自分の脚で歩きとおしたのは驚き
でした。暑い日でしたが全員無事にゴール！昼食を
いただいた後はみんなでお風呂に行き汗と疲れを流
しました。

他にも「夜の教会探検（きもだめし）」、「花火」、
「グループ発表」、「朝のラジオ体操」、「スイカ割り」

と楽しいことがいっぱいです。もちろん調理の手伝
いや片付け、最後には大掃除もします。でも、教会
学校のキャンプが他のキャンプと違うのは何でしょ
うか？
私たちは様々な出来事をとおして、神様のめぐみ
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を体験します。また同じように友だち（隣人）にも
神様のめぐみ、愛を届けたいと希望しています。子
どもたちがそれらを理解することが難しいとしても、
その根底にイエスの犠牲、無条件の愛があることを
知っている大人たちは子どもたちの心をイエスに向
かわせる務めがあります。

寝る前の祈りは昨年に続き、佐久間神父様のギター
に導かれてテゼの歌を捧げました。ろうそくの灯り
に照らされたいつくしみのイエスのご絵の前で、単
純な祈りのフレーズをくりかえし歌います。だんだ
んと心に沁みて行きます。
湖の上を歩くイエスをみておびえた弟子たちを描
く聖書をもとに、神学生の千葉充さんがご自分の召
命体験をお話してくれました。「恐れないで、イエ
ス様はいつもともにいる。」千葉さんのお話も子ど
もたちの心に沁みていったようでした。

実質２日の短い時間の中にたくさんのことを盛り
込んでしまった感は免れ得ませんでした。しかし最
後に行われたミサは楽しかったことはもちろん辛い

ことや我慢しなければいけないこともあって、それ
らを全部あわせて差し出した感謝のミサでした。

来年の再会を約束してお別れしましたが、９月の
使徒職大会にはキャンプの続きのように侍者として
奉仕する子どもたちがいました。この侍者会でも佐
久間神父様と神学生千葉さんのご指導がありました
から、将来の召命の道に繋がっていく希望の光をみ
る思いがしました。どんな道であれ、子どもたちが
聖霊の息吹をいっぱいに受けて大きく羽ばたくよう
にと願うことは何と楽しいことでしょう！そんな想
いの夏の日でした。
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