
2019年度札幌地区使徒職大会
「あなたは誰に信仰をつたえますか」

　今年度の札幌地区使徒職大会が９月８日（日）藤女子大学で開催されました。今年のテーマは「あなたは
誰に信仰をつたえますか」です。真夏日の中、約800名が参加者しました。加藤地区長の開会挨拶のあと、
昨年の大会以後1年間に札幌地区で受洗した67名の名前が読み上げられ、その中で出席した方々に祝福の拍
手が送られました。
　午前の部は、まず上杉神父様からの大会テーマに因んだ講話があり、次に勝谷司教司式ミサ。今年は侍者
が22名とたくさん参加してくれました。
　午後の部は場所をクサベラホールに移動して報告会など。自由参加でしたが会場いっぱいに人が集まりま
した。まず、フィリピンボランティアの報告会が行われました。札幌と函館の高校生がフィリピンの学校で
交流、貧しい家庭でのホームスティ、マニラの貧民街を訪ねてストリートチルドレンとの交流。日本では体
験できない現実に触れ、本当の豊かさとは何かについて考えさせられました。また、戦争の傷跡を訪ね、日
本では教えられなかった戦争の現実を知り、平和について思いを新たにしました。この報告会は２年前から
行っていますが、高校生が真っ直ぐな心で向き合っていることに毎回感動します。他に青年会、WYD、カ
ト高の報告がありました。若者もがんばっています。

カトリック加藤　鐵男　
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講話（要約）

上杉昌弘神父

　大会のテーマ「あなたは誰に信仰をつたえますか」について講話を依頼されました。まず、「家庭の祈り」
の小冊子についてお話します。札幌教区100周年記念DVDを作成するため、北海道の福音宣教の歴史を振
り返りました。蝦夷が島と呼ばれた北海道の地に、数百年前から、司祭がまれにしか訪れない中、迫害と逆
境の中にあって信者が寄り集まって祈り、主キリストと結ばれていました。私たち信者一人一人はその労苦
の中から紡がれた主キリストへの信仰を受け継いでいます。編集委員会では、昔は当たり前のようにやって
いた家庭での祈り、家族の祈りを復興させようと提案しました。
　新しい世紀に入った私たちはまず、教会で、家庭で、たとえ家庭で一人であっても信仰共同体と結ばれて
祈ろう。私の名のもとに２人３人集まる所に私はいると仰せになった主イエスの現存を信じて祈りましょう。
　この大会のねらいが信徒の福音宣教ということですから、教皇の呼びかけに応え、福音宣教特別月間を定
めた司教団声明から一部を引いてみます。
①福音宣教をする教会の魂

　教皇フランシスコは『福音の喜び』の中で、「聖霊の働きに対し恐れることなく自らを開いている福音
宣教者」となるために、聖霊に祈ることを薦めておられます。

②イエスと出会い、ともに出向いていく
　福音宣教の第一の動機、それはわたしたちが受けているイエスからの愛です。さらに、イエスとの人格
的な出会いの喜びを、日常生活の中で神と隣人への愛として広げていくために、わたしたちは出向いて社
会の福音化に奉仕します。

③殉教者や聖人の生き方に倣う
　日本の教会は、日本26聖人殉教者をはじめ数多くの模範を、「信仰の礎」としていただいています。こ
のような列聖・列福された聖人や殉教者、そして尊者の他に、とりわけ250年にも及ぶ禁教時代に互いに
支え合って信仰を伝えた名もなき先達の信仰にならい、彼らをわたしたちの宣教活動の模範と励みといた
しましょう。

④「諸国民の宣教」に関する研究や養成
　司祭や修道者の召命を促進し、信徒の宣教者、カテキスタ、教会学校のリーダーなどの養成にも力を注
ぎつつ、「一人ひとりが宣教者である」という意識を…。

⑤宣教活動に従事するキリスト者の支援や国内外の災害復興支援
　国境や地域を越えて宣教活動に従事するキリスト者を、祈りや献金などによって支援しましょう。また、
日本の教会全体を挙げて取り組んできた。

◎この私にもできることがある
　主の平和の道具として、また愛の神様への信仰（信頼）を隠すことはできません。主イエスが今も働いて
おられるのだから福音と信仰は伝わります。日本に1000人に４人といないカトリック信徒とされたのは、

「主が心引かれてあなた達を選ばれたのは…貧弱であった…ただ、あなたへの主の愛のゆえに…」(申命記
7:6)である。「(すべての人への)祝福の源となる」(創成期12：２)ためであるのです。

求道者を通して教えられたこと　
　－「日曜日にどこへ行くのですか。私も教会に行ってみたい」「こんなに良い所があったのを知らないで

過ごしてました。これまでの人生が悔やまれます」
　－「若い時にシスターから頂いたみことばが人生を励まし支えてくれた」この方（イエス様）が私を支え
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てくれたことに気づいた。
　－「このメダイは童貞様からタダで頂いたもの」
　－小学生の子供が一人聖堂のマリア様の前で祈る姿に誘われて
　－マザーテレサのように生きたい。
　－病室からいつも見えていた教会の十字架に誘われて「いつか私はあそこに行くんだ」。
　－「死ぬ時にいずれ」　「その時はいつですか」
　－家庭の反対の中で何十年も待ち望んでいた。今日決心しました。
　－妻の死「結婚式で聞いた賛美歌を、嬉しそうに口ずさんでいた。早くつれてきてやればよかった」
　－クリスチャンの親戚の感化　「一人で何年も聖書を読んでいたが、一人ではわからない、手引きしてほ

しくなった」
　－「死の不安に打ち勝つためにやはり神に頼ろうと思った」「死後の世界はないと思っていた」
　－「見送ってくださりありがとう。神父さんを天国から守ってやる」
　－夫への絶望、子が聞いてきたお祈りを覚えたい、夫婦喧嘩に変化、カテキスタのおばさんが30キロの

砂利道をスクーターで通ってくれた、「医者を必要とするのは…」
　－「ウエ、教会に行ってるんだって。神様に会ってみたい」

　すでに主が働いておられることに気づいて、協力しましょう。　義務としてではなく、神の愛を表すこと
ができたら嬉しいことです。　「はい主よ、お話ください、僕は聞きます」と。できそうもないと思っても、
だから神様はご自分に聞き、頼り、委ねるあなたを選び、先に主イエスの友とした。何を話そうかではなく、
神のみ旨が行われますようにと祈り続けること、そうすると何かが始まっているのでは。　一人一人が置か
れた場所、役割があるでしょう。必要なことを必要な時に実現してくださる神に信頼します。復活された主
イエスは、神の愛の心（聖霊）を今日、祈り求める私に吹き入れてくださる。
　　　　「主よ、私たちをお使いください」　　「私の行く所にあなたたちを遣わす」
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2019年 カトリック札幌地区 平和旬間
「愛･いのち･平和」報告

【平和旬間とは】
　教皇ヨハネ･パウロ二世は、1981年の来日時に広島で“再び戦争のないように力を尽くそうではありま
せんか”、“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”と『平和アピール』を出された。
これに応え、日本カトリック司教協議会は広島原爆投下の８月６日から、９日の長崎原爆投下を経て太平洋
戦争敗戦の15日までの10日間を『平和旬間』と制定し、各教区が平和への祈りと様々な企画を実施。　　
　札幌地区でも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】「シスターが語る 非暴力から生きる歩み」
　　　　　　　　　　講師 弘田しずえさん(ベリス・メルセス宣教女会)

2019年8月3日(土)カトリックセンター　参加者100名

１．キリスト者として今を観る　
　タイトルが ｢シスターが語る……｣ なので、キリスト者として語りたい。｢心静め、主である私を知りな
さい(詩篇46)｣ とは、「立ち止まって自分がどこにいて、どこに行きたいのか、心のなかに何があるのか、
それを振り返るときが大切である」とも解される。本日の集いもそのときだろう。神は、私たち一人ひとり
に必ず何かを仰ってくださる。神が語るその言葉を聞きとりながら、このときを一緒に過ごしたい。
　私たちが、今の世界に起きていることをイエスの目、心、想いから観るならば、必ずその現実から神の招
きがある。そしてその現実に応えるのである。その現実とは ｢破壊｣、｢暴力｣、｢死｣、｢絶望｣ などである。
北海道の猛暑や２週間前に訪れたベルギーでの激しい寒暖差など、気候変動がなぜに起こったか、その現実
を ｢み言葉｣ から読みとるならば、
① ｢わたしの兄弟姉妹であるこれらの最も小さい者のひとりにしたのは、すなわち、わたしにしたのである｣
　⇒最も小さくされている者がイエスであるとハッキリ言っている。
② ｢行って、あなたも同じようにしなさい｣ ⇒サマリア人は立ち止まり、あわれに感じ行動した。つまり、

あなたもイエスと同じことをしなさいと。
③ ｢わたしがあなたがたを愛したように互いに愛し合いなさい。それによって、あなたがたが、わたしの弟

子であることを皆が知るようになる｣ ⇒イエスが愛したように愛し合いなさいとは凄い言葉である。初代
教会では互いに愛し合うことが教会の証であり、皆が分かち合い貧しい人は一人もいなかった。

　｢イエスの弟子、イエスの生き方を自分の生き方と受け止め、イエスに倣う者がキリスト者である｣。この
言葉を光として今の世界がどうなっているかをスライドで観ていきたい。

《スライド》表示
・戦争や紛争、迫害から命懸けで逃れる大勢の避難民 ・避難ボートが転覆し水死した幼児 ・トランプの難民政策による米
国とメキシコの ｢国境の壁｣ ･アメリカを目指した父娘、国境の川で溺死 ･空爆で負傷、ガレキと途方にくれる人 ･小さな
ゴムボートに溢れる大勢の避難民 ･ヨーロッパに辿り着いた大勢の難民 ･ネオナチ、在日へのヘイトデモ ･安倍とトラン
プの親交 ･沖縄県民への基地負担 ･シスターの ｢憲法にラブソングを･改憲反対3000万人署名｣ ･工場排煙と大気汚染 ･森
林破壊 ･津波で恐怖に脅える子ども ･干ばつと水不足 ･3.11津波から、泥まみれの母子、廃墟、仮設住宅‥など  

　なぜこのようなことが起こるかを考えると、この世界を動かす価値観が、教皇の言う ｢野蛮な資本主義｣、
つまり命より利潤を優先する経済のためである。広告 ｢I Shop, Therefore I Am(私は買い物をするから、
私の存在がある)｣ は、｢このブランドを持っていなければ、私でない｣ と自分の価値が消費で決まる世相
を表している。またアグリビジネス(農業関連産業)による土地収奪や森林伐採、大企業による自然資源の
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搾取などが環境破壊へとつながり、｢水｣＊は生命保持に必要な ｢人権｣ であり、｢共通善｣ として無料で提
供されなければならないのに今や買うものとなっている。水道も民営化となる、おかしな現況でこれが戦争
につながる。
＊先日来よりバチカンのスーパーではプラスチック廃止のためペットボトル入り飲料水を全て不売とした。また細やかなが

ら、シノドス開催室上にはソーラーパネルを備えている。

　アフリカのコンゴ民主共和国はダイヤモンドや金、携帯･スマホに必要なレアメタルもあり、世界一自然
豊かな国だが、信じられないほど貧しく暴力があって戦争が続いている。
　気候変動や貧しさ、戦争などによる難民が都市に行けば都市の貧民となる。それで増々、移民や難民の増
加となる。ヨーロッパを目指し、地中海が墓場となる。イタリアの北アフリカに一番近いランペドゥーザ島
に多くの避難民が来るが、イタリアのサルビーニやフランスのルペンなどのファシストは、｢ヨーロッパに
難民を入れない｣との政策を打ち出している。最近はヒットラーを良い人と言う政治家までもいて恐ろしい。
大変な人種差別であり、教皇は ｢難民･移民を大切にしましょう｣ と言うも、それに抗う人は命の危険に遭っ
ている。
　翻って日本は、幸福度が150ヵ国の58番目でまた昨年より４ランク下がった。物は一杯あるが、食事の
とれない子がいて、子ども食堂ができる。シノドスでも話題となった日本名の ｢ひ･き･こ･も･り｣。そし
て ｢ひきこもり｣ が犯罪を行うとの偏見。日本社会にも様々な差別があって居場所のない人がいる。これを
信仰の立場からどう捉えるのか・・・
　また人類の半分を占める女性への差別は法律では否定されているが、様々な形の差別があって、その行き
先は女性を商品として扱う ｢人身売買｣ である。古いデーターだが、被害者2490万人の70％が女性で少女
は550万人。これが手っ取り早い金儲けとなる。マニラでは女性がひな壇に座り、それを男性が選ぶ。性産
業が益々盛んになっていく根っこに女性への人権侵害、信仰の言葉では、女性が神の似姿として受け止めら
れていないためである。また ｢戦時性暴力｣ の一つで、敵の女性をレイプし敵を辱め、銃弾より安価な武器
として使われている。そして ｢家庭内暴力｣ という隠された現実もある。さらにそれは教会内にもあって、
少年への性暴力はやっと今年の２月にバチカンで国際会議が行われ、日本では聖職者らによる性暴力の調査
が行われた。実は昨年インドの女子修道会の総長が大司教から２年間レイプされ続けられていた(何で黙っ
ていたのかという疑問はその現実を理解していない言葉だろう)。修道会の一部のシスターが立ち上がり、
神父や司教に告げたが、応えがなく、ついに警察に訴え、その大司教が逮捕されるに至り有罪判決となった。
だが悲しいことに、声を上げたシスターが修道会内で孤立し教会も分裂した。これに対し、ローマでは大部
分の修道会･総長らによる ｢国際総長連盟｣ の特に女子修道会が ｢今後はきちんと対応しましょう｣ とした。
また教会には、｢女性らしさ｣ や ｢母性が大事｣ との美辞麗句に隠された、｢女性は仕える人｣ との偏見から
目に見えにくい微妙な差別もある。今迄これでうまくいっていたし、楽だった人が沢山いるだろうが、これ
らには女性が賢く祈りながら声を上げないと変わらない。足を踏んだ人は痛くないので、踏まれて痛かった
者とそれを自分の傷みとして引き受ける者どうしが連帯し拡げることが大切である。
　ではイエスがあのユダヤ文化のなかで何をしたかを観てみたい。当時の社会では女性が聖典を見ることや
神学の学習は許されていなかったが、｢マリアとマルタ｣ の話では、｢マルタはいろいろなことに心を奪われ
ているが、マリアは最も大切なことを選んだ｣ とイエスは彼の膝下で熱心に話しを聞いていたマリアに言わ
れた。またユダヤ人から、さらに女性としても差別されていた ｢サマリア人の女性｣ にだけ、イエスが ｢私
が救世主だ｣ と述べたことは大きな意味がある。｢イエスの足に香油を塗った女性｣ たちの話は聖書が語ら
れるところでは必ず述べられ、聖書のなかの大切なメッセージの一つなのである。ユダヤ人男性は朝の祈り
に ｢私は異邦人ではなく、罪人でなく、女性でなく、神様ありがとうございます｣ と唱えていた。旧約聖書
には女性が男子を出産すると ｢７日間汚れる｣、女子では ｢14日間汚れる｣ との記述もある。このなかでイ
エスは革命的な言動をとった。なによりも復活後、マリア･マグダレナに最初に現れた。しかしそれを女性
たちが告げたら、ある福音書には｢女性の言うことだから信じなかった｣とも記されている。パンの奇跡では、
｢女、子どもを抜かして５千人いた｣と。確かに女性はいても見えてはいなかった。今話題となっているのは、
４年前の ｢国際総長連盟｣ で教皇との謁見があって ｢男子修道会｣ の方は３時間も自由に質疑応答していた
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が、｢女子修道会｣ とは15分だけ。一生懸命にお願いをして次回は１時間半となった。集めた質問の一つに
｢女性の助祭について｣ があって、教皇は直に ｢女性助祭について｣ の研究家である信徒もメンバーに入れ、
男女６人ずつの委員会をつくった。だが終わったはずなのに一向に発表がなく、やっと５月の総会前に教皇
は ｢実は確かに女性の助祭の存在は歴史的な事実であるが、女性が受けた助祭の秘跡は男性助祭の受けた秘
跡と同じだっただろうかとの意見によって一致していない｣ と。これも差別だろう。初代教会では女性が使
徒職に於いて活躍していたのは確かであり、ローマの古いモザイク画には、｢女性司教｣ もある。とにかく
イエスの思いと行いから女性も神の似姿なのである。
　どんな人間もその人権と尊厳が認められず、人間として生きるために必要な様々なものが奪われ、自分が
自分として認められないのは暴力である。身体的暴力だけではなく、心理的暴力、眼差しによる暴力、言葉
の暴力、沈黙による暴力が様々なものを苦しめている。

２．答えは福音の非暴力  
　2016年と今年４月にローマで ｢カトリック教会として福音の非暴力の決意を新たにする｣ 国際会議があっ
て、凄まじい紛争や戦争が起こっている国、非常な貧困国などから多くの方が集まり、勝谷司教も参加して
いた。その声を紹介する。

○カタリナ・クルホンジャ (クロアチア非暴力センター創立者)
ユーゴスラビアの突然の解体で戦争が始まり、民族主義から ｢敵｣ を恐れる文化が蔓延し、気づかないうちに、殺しまく
るセルビア人兵士と同じ ｢殺されないため、殺すしかない｣ の自分となった。…この状況で小さな祈りのグループが集まり、
｢敵を愛しなさい｣ とのイエスの教えについて話し合った。｢この状態で敵を愛するとは、敵がさらに恐ろしい殺人を繰り
返さないため、殺すことが答え｣ と言う人にショックだった。イエスのやり方は、決して殺すことではないと信じ、自分
は敵をイエスのように愛すと決意した。これが暴力の悪循環から抜け出る第一歩で、いのちを守るためには、戦争を終わ
らせ、平和のために努力することを良心的な人たちと考え、非暴力センターの創立に至った。

○オダマ大司教 (ウガンダ)
人は誰でも聴いてほしい、愛されたい、信頼されたいと望んでいる。私たちは、まず第一歩にムスリム、オーソドックス、
英国教会、カトリックの諸宗教対話を始め、ともに政府と反乱軍の間に信頼を構築し、対話を始めるように働きかけた。

○ジェイムス･オイエト･ラタンシオ(南スーダン教会協議会事務局長)
私は戦争の中で生まれ、育ち、学校に行った。カテドラルの上を、爆弾が炸裂し続けていたから司教さまは叙階式で私の
頭に按手するのをためらっていた。私の人生は常に暴力に囲まれ、暴力の中で生き、考える。小さな女の子が私に尋ねた。

「神父様のイエスさまは、どこにいらっしゃるの？」私は答えられなかった。私は説教で平和を訴えるが、イエスの平和は
どこにあるのか？私は答えを探している。私自身も追い詰められた気持ちである。

○パリデ･ターバン名誉司教(三位一体クーロン平和村創設　南スーダン)
多分私は、敵対し殺しあっている人々の両方と話しのできる唯一人の人間だと思う。私は誰でも信頼し愛している。理解、
識別、智慧。もし自分が正しいと思うなら怒る必要はないだろう。もし正しくないなら怒る権利はない。家族に対して忍
耐するのは愛、他人にたいする忍耐は尊敬、自分自身への忍耐は自信。

○ナゼック･マッティ (イラクのシスター ) 　勝谷司教に日本より持参の千羽鶴をプレゼントされ、喜びイ
ラクに持ち帰った。

イラクでは正しい戦争があったことはない。戦争は無知、孤立、貧困を生み出すだけ。どうぞ、世界中の人びとに正しい
戦争はありえないことを訴えてほしい。私は戦争の中で生きてきた女性として証言する。
問) ISISと対話することができるか？  答)ISISは空腹を抱えたただの若者、対話することは当然できる。
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○マリア･ステファン (米国平和協会　外交専門家)
323の紛争を分析した結果、非暴力は持続可能な平和に2倍の効果が証明されている。紛争は、暴力的に終結しても、紛争
の原因が解決されていなければ、｢平和｣ が続く保証は極めて薄い。

○コロンビア フランシスコ･デル(イエズス会)　コロンビアでは、最初にゲリラになったのがカミロ･トー
レス神父で、｢憐みの聖母｣ は中南米の軍隊のほご守護聖人になっている。　

カトリック教会が、正戦論を破棄することを心から祈り望んでいる。私の国では、司祭や修道女がゲリラ戦に参加したのは、
解放の神学ではなく、カトリック教会の正義の戦争論によってである。民兵は戦場に行く前に、聖母マリアに勝利を願う。
今こそ、新しいパラダイムを構築するときである。

　
○ウガンダの神父
暴力は暴力を止めることはできず、終わりのない暴力の悪循環をもたらすだけで、私たちが非暴力を選び取るのは平和に
役立つだけではなく、神の意思だからである。非暴力は神が宇宙を創造し統治し救うやり方である。キリスト者は皆それ
を選びとるように招かれている。大きな愛だけが、悪、暴力に向き合う唯一の道である。

　今の核兵器は広島、長崎の数百倍の威力で48時間以内に240万人が死に地球は滅亡する。だから ｢武力
行使の効果は避ける悪より深刻な悪をもたらしてはならない｣ ので、｢正戦論｣＊はあり得ない。｢正戦論｣
を用いず、教えずに核兵器と戦争の廃止を訴え続ける。要するにイエスの非暴力の社会教説を深め続け、教
会全体、教区、小教区、神学校、カトリック学校、修道会、組織、典礼などで非暴力の実践。また日常生活
における自己の言葉、眼差し、沈黙による暴力もわきまえなければならない。
＊正当な理由とは最後の手段、正当な権威、成功する確実な保証があること、武力の行使の効果は避ける悪より、深刻な悪

をもたらしてはならない、フェアな戦い、できるだけ早く終結する

３.非暴力を訴え生きてきた人とその言葉　
○フランツ･イエーゲルスタッターは、オーストリアの農民でナチスドイツに徴兵されるが、自己の信仰か

ら ｢殺せない｣ で死刑となった。後に福者となる。獄中から家族への手紙が素晴らしい。　
敵を愛し迫害する人びとのために祈る｣ →非暴力で敵を愛したら敵でなくなる

○ガンジー　 真理以外に神は存在しない。真理に到達する道は非暴力である

○キング牧師　 非暴力は強力な正義の武器で、また、癒す力を持つ剣である

○ドロシー ･デイは、アメリカの信徒、ベトナム反戦運動、貧困者ホーム設立、福者の候補に上がる。
　 現在の社会秩序を拒否し、非暴力の革命で福音の価値による秩序を実現する

○メイリッド･マクガイアは、北アイルランドで和解への取組み、2008年 ｢9条世界会議｣ に来日
未来のために平和と正義の実現を望むならば、今ここで非暴力の種を播かなければならない。私たちは暴力の文化の中に
生きているが、人は暴力とともに誕生せず、平和のうちに生まれる。暴力の文化は、政治権力が問題解決の唯一が軍隊と
戦争だとの神話を保持しているからで、私たちはこの神話に対し暴力は悪で平和は実現可能だとの認識で人類の生存のた
めの唯一の道は平和以外にないと確信を深め広めることが求められる。教会は、そのためにきわめて有意義な使命を持つ。
世界中を平和な非武装地帯に変革するビジョンは、戦争と破壊に疲れ切っている人々から心から歓迎されるはずで、この
ようなメッセージをローマから回勅を発することを望む

○マンデラ大統領  
平和と非暴力について政府に訴え続けることは無意味だと感じる人は少なくない。政府からの答えは常に非武装で無防備
の人びとへの弾圧だからである…にも拘らず非暴力を訴え続ける。
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○教皇フランシスコの2017年元旦の平和メッセージ　｢非暴力:政治のありかたとしての平和｣　
今日、イエスに従うためにはイエスの教える非暴力を抱かなければならない。非暴力は、ある状況に対する応えではなく、
イエスの生き方が全て非暴力の実践であった。

○タークソン枢機卿(総合的人間開発部署長官　前教皇庁正義と平和協議会)　
神の創造された全宇宙の互いの繋がりに根差す、パパ様が言われるラウダトシで総合的なエコロジーへの道が開かれてい
る。暴力はこの繋がりを軽んじ、非暴力はそれを保つ。非暴力は非人間的な社会秩序に対してNOと言い、豊かないのち
を肯定する。非暴力は霊性であり、具体的な生き方である。

４.再度、福音の非暴力を見直し、私たちの生き方として、教会として、深めていくことが大切。
『隣り人を愛し、敵を憎め』と言われていたことは、あなたがたの聞いているところである。しかし、わたしはあなたがた
に言う。敵を愛し、迫害する者のために祈れ。こうして、天にいますあなたがたの父の子となるためである。天の父は、
悪い者の上にも良い者の上にも、太陽をのぼらせ、正しい者にも正しくない者にも、雨を降らして下さるからである。そ
れだから、あなたがたの天の父が完全であられるように、あなたがたも完全な者となりなさい。(イエスが最後にペトロに
言った言葉)剣をさやに納めなさい。剣を取る者は皆、剣で滅びる。
(イザヤの言葉)さあ、われわれは主の山に登り、ヤコブの神の家へ行こう。彼はその道をわれわれに教えられる、 彼はも
ろもろの国のあいだにさばきを行い、多くの民のために仲裁に立たれる。こうして彼らはそのつるぎを打ちかえて、すき
とし、そのやりを打ちかえて、かまとし、国は国にむかって、つるぎをあげず、彼らはもはや戦いのことを学ばない。

○変えるということ
ルールを尊敬する理解がなければ、預言者はより偉大な目的と価値のためにルールを破ることはできない。預言者は、そ
の組織の文書、規則、英雄たちの言葉、聖典を引用して現状を批判する。システムは内側からだけ開き、変えることがで
きる。ネガティブで、怒っている人によってシステムは変わることがない。

○エリック･シーベル
キリスト者の非暴力はイエスの生き方に従う者の生き方で、すべての暴力を退け、悪に対して積極的に立ち向かい、暖か
く相手を迎え、無条件に愛し、深い憐みをもってラディカルに赦す。非暴力は行動する愛である。

○ジョーン･チティスター (アメリカのシスター )

５.最後に非暴力の世界がよく見える、ユニセフのキャンペーンソングである ｢イマジン｣ を聞いてみょう。
♪♪想像してごらん／やれば簡単なことさ／僕らの下に地獄はない／上には空が広がるだけさ／想像してごらん／すべての
人は今を生きている世界を／国境のない世界を／難しいことはないさ／殺すものもなければ死ぬ理由もない／想像してごら
ん／すべての人が平和に暮らしていることを／君は僕を理想主義者というね／でも僕は一人ではない／いつか君も仲間に入
ることを願っているよ／そして世界は一つになるのだ／想像してごらん／所有のない世界を／君もきっとできると思う / 欲
も飢えもない／人はみな兄弟･姉妹さ／想像してごらん／すべての人が世界を共有していることを／君は僕を理想主義者とい
うが／でも僕は一人ではない／いつか君も仲間に入ることを願っているよ／そして世界は一つになって一緒に暮らすのだ！♪

【平和祈願ミサ】　8月15日(水)　参加者210名
《勝谷司教 説教》　
　私が司祭になったとき、自分の考えを相手に正しく伝える難しさを感じさせられた。説教の後に ｢説教の

正義に対して熱意をもたず、神の国を自分の責任と感じることもなく、人類共同体に対して情熱的にコミットすることも
ない人は自分では確かに神を求めていると考えるかもしれないが間違えてはならない。その人の神は生きた現実ではなく、
ただの考えにすぎない。観想は、本当は危険な行動なのだ。それは神と向き合い、世界と向き合い、自分自身と向き合わせる。
そうすると行動はいやでも促される。足りないところを満たし、付け加え、自由になり、生まれ変わり、創造し、癒し・・
神と心の底から出会ってしまうと全ては変わるのだ。全てのもの、全ての人に繋がる。自分の心に全世界を抱く、抑圧さ
れている人びと友達の苦しみ、敵のかかえる重荷、侵されている大地、人びとの飢え、すべての子供の持っている笑う権利。
そのように正義への熱意が私たちを突き動かす。そして行動と祈りがひとつになる。
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……については救いになった｣ と褒められた。だが、私が言っていないことであり、また似た例では、本題
でないことや全く違うことが記述されていたこともあって、人は数ある情報から自分が受け取りたいように
フィルターにかけ、受け取るのである。この問題は現代社会ではより深刻になっている。特にネットの世界
では保守とリベラルの考えの人々が自分を満足する情報にアクセスし、どんどん偏った考えになり、ついに
過激な思想を持つようになる。これは私たちの陥りやすい現代の誘惑である。また私たちにあえて誤った考
え方を持たせるよう一方的に誤った情報しか出さないフェイクニュースなどの情報操作、印象操作が溢れて
いる。私たちはこの危険な社会に生きている。だから正しい情報を受け取るため、意識的なチェックが大事
となる。
　７月、日本司教団は、ハンセン病元患者の方や亡くなられた元患者の方、家族の方に謝罪声明を出した。
https://www.cbcj.catholic.jp/2019/07/17/19308/　日本政府の ｢ハンセン病家族訴訟の原告らへの謝
罪｣ とは、同時期だったが、全く別で半年前から準備していた。非常に難しかったのは、｢なぜに謝罪の必
要があるのか…日本のカトリック教会は施設をつくり、献身的に世話していたのにそれが間違っていたのか、
それを無にする謝罪はいらない｣ との声が上がった。しかし、良かれと思ってやっていたことが、結局、国
の隔離政策や人権侵害を見過ごしてきたことになった。これを考慮し、謝罪の主体を ｢わたしたちカトリッ
ク教会｣ ではなく、｢わたしたちカトリック教会の日本司教団｣ とした。教会の指導者が間違っていて、献
身的に働いた人たちにその責任を負わせるものではない。当時も ｢隔離政策は必要ない｣ との主張が専門家
や教会内にもあったが、ごく少数で、多くの国民は隔離政策を疑わず、社会の常識だった。そして今、同じ
ように国や法律が禁じていないのに全体の空気が ｢そうでなければならない｣ と…それに外れる者は攻撃さ
れる…得体のしれない不安を感じる。民主的な社会やシステムが、いつの間にか知らないうちに、自由が制
限され戦争や弾圧社会へと変わってしまうことを私たちは経験している。だから、それを見極めることの重
要性が問われている。先日の平和講演会でシスター弘田から話された、2016年バチカン開催の ｢非暴力と
正義の平和｣ 会議で南スーダンの敵対しあっている両方と話しのできる唯一の司教に ｢どうしたら仲裁がで
きるのか｣ と問うと、答えは ｢愛する｣ で、具体的には ｢敵対者に対する尊敬の念をもって、先ず相手の意
見を聞くこと｣ だった。そこから和解が見えてくると言う。今の日本は、敵対する考えや相いれない思いの
人に対し、果たしてリスペクトし、その主張に耳を傾け、和解をしていこうとの努力がなされているだろう
か、非常に疑問である。実は昨日 ｢日韓政府関係の和解に向けての正平協･会長談話｣ を出した。ぜひ読ん
でほしい。そこに引用したのは、昨年５月、｢世界広報の日｣ に教皇によって出された、タイトル ｢真理は
あなたたちを自由にする｣ (ヨハネ8･32) ｢フェイクニュースと平和的ジャーナリズム｣ のアシジのフラン
シスコの「平和を求める祈り」をもとに示された祈りである。これを一緒に祈りたい。
主よ　わたしたちをあなたの平和の道具にしてください。
交わりをはぐくまないコミュニケーションに潜む悪に気づかせ、わたしたちの判断から毒を取り除き、兄弟姉妹として他
の人のことを話せるよう助けてください。
あなたは誠実で信頼できるかたです。わたしたちのことばを、この世の善の種にしてください。
騒音のあるところで耳を傾け、混乱のあるところで、調和を促し、あいまいさには、明確さを、排斥には、分かち合いを、
扇情主義には冷静さをもたらすものとしてください。 深みのないところに、真の問いかけをし、 先入観のあるところに、
信頼を呼び起こし、 敵意のあるところに、敬意を、嘘のあるところに、真理をもたらすことができますように。アーメン

《共同祈願》
｢円山教会｣、｢修道女会｣、｢青少年委員会｣、｢虹の会｣、｢北海道オリーブの会｣、｢英語ミサグループ｣、
｢正平協｣ が、それぞれの持ち場から、世界の平和と一人ひとりが大切にされる社会の実現を祈願した。
　

《ミサ献金》
７万円は、平和講演会講師の弘田しずえさんの意向で ｢イエズス会難民サービス メキシコ｣ ※に贈りました。
※年に数十万人が中米諸国からメキシコを通り、徒歩や貨物列車の屋根に乗り、命がけで米国に行こうとする彼らに食事、

宿泊、医療サービスが受けられる安全な場所を提供している。
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《平和の折鶴の奉納先》
広島平和公園←小樽教会、山鼻教会、真駒内教会、岩見沢教会、北１条教会、札幌マリア院
長崎原爆慰霊碑←大麻教会、花川教会、北広島教会、円山教会、月寒教会、聖心会札幌修道会
沖縄･平和の礎←小野幌教会、江別教会、手稲教会、新田教会、北11条教会、北26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“今年は、天皇の代替わりに伴
う様々な行事が行われ、秋には ｢即位礼正殿の儀｣、｢大嘗祭」とこの国がいまなお神道に基づく天皇の支配
のもとにあるかのような演出がなされ、そのことが無批判に報じられている。かつて、国家神道体制のもと、
戦争の惨禍を体験したわたしたちは、もはや二度とこのような苦しみがないことを願い、国民主権･平和主
義･基本的人権の尊重を柱とする日本国憲法のもとに戦後の歩みを踏み出したはずである。この重い歴史の
真実が消し去られ、戦争の記憶から年々遠のきつつある今、戦争の悲惨と無残を語り継ぐことで戦争のない
平和な世界への道備えとなることを信じ、わたしたちの犯した過ちを告白し悔い改めつつ、あわれみ深い主
の救いを信じ、平和の主のみむねに従って共に歩んでいきましょう”とのメッセージが届けられた。

【平和行進･祈りの交流】８月15日 19：20～参加者100名　
　北１条教会から大通公園まで、十字架を先頭に、新しい横断幕を掲げ、メッセージボードとペンライトを
手に、神学生、ベトナムの青年、苫小牧、旭川地区からの参加者が、皆心を一つにし、 ｢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！｣、｢外国人の権利を守ろ
う！｣、｢働く人の権利を守ろう！｣ など、平和をコールし、歌い、祈り、道行く市民へのアピールを行った。
　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、メッセージに唱和し、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】
　今年の平和旬間でも多くの教会で、｢平和｣ の祈願がなされ、｢平和の鐘｣ が打ち鳴らされました。札幌地
区の宣司評、北１条教会の皆さまをはじめ小教区の方、関係団体の方、多くの皆さまの協力に感謝いたしま
す。私たちは、弘田しずえさんのお話、平和祈願ミサの説教、プロテスタントの方のメッセージから、キリ
スト者としての平和や人権を求め続けるため、今の世界で起きていること、この国が戦争を始めた歴史の真
実を直視し、イエスの目、心、想いから正しく見極め、その現実から神の御心である非暴力に叶うよう語り、
行う者にならなければと学び知らされました。
　今も、｢強引な憲法９条改憲｣、｢日韓関係のもつれ｣、｢民族や身分、性への差別｣、｢不都合な歴史の隠ぺい｣、

「大国の右傾化」｢移民･難民の排除｣、｢グローバル資本主義による経済格差」、｢福祉･暮らしより兵器の爆買
いや基地拡張｣、｢権力への忖度｣ ‥など、平和や人間の尊厳を踏みにじるこれらの不正義に、私たちは今後も、
しっかり見つめ、福音の視点から考え、祈り、語り、平和の神の招きに応えていかなければと思います。

カトリック札幌地区平和旬間実行委員会
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「カト高夏キャンプ報告」

　今年の夏も、札幌教区青少年のイベントとして恒例の「カト高夏キャンプ」が、８月８～10日の日程で
開催されました。キャンプ会場は、静内教会の信徒である方が所有する、日高町のとある別荘をその方のご
厚意によってお貸ししていただき、庭でテントを張ったり、BBQをしたりして過ごしました。
　今年のカト高夏キャンプは「新しい試み」を行いました。もともと「カト高」とは「カトリック高校生会」
という名前であり、対象者は「高校生」に限定されていましたが、今年は試験的に「中学生」まで対象者を
広げてみることとし、結果として９名の参加者が集まり、そのうち高校生は７名、中学生は２名の参加して
くれました。この参加者の他に世話をしてくれる２名の青年、札幌教区の千葉神学生、勝谷司教様、そして
日本語研修に来ていたソウル教区の韓国人神学生も２名参加して下さり、総勢16名もの大所帯でのキャン
プとなりました。わたしの記憶でも、これほどの大人数でのキャンプは数年ぶりでした。キャンプの期間中
台風８号の影響もありすべてが良い天候に恵まれたとはいきませんでしたが、それでも参加者の子供たちは
野外での飯ごう炊飯や、BBQ、焚火を囲んでの語り合い、乗馬体験などによって人間より大きな動物との
ふれあいも体験し、日常ではあまり体験できないことを経験したことと思います。
　最終日には、静内教会に聖堂訪問をし、そこで静内教会の子供たちと一緒になって遊び、ともに祈るプロ
グラムもありました。参加者の中高生は小さな子供たちと全力の鬼ごっこをしたり、走り回ったりして生き
生きと過ごしていた姿が印象的です。中には普段はとても引っ込み思案で物静かな中学生が、この時ばかり
と大きな声をあげてはしゃぎまわる姿もあり、子供たちのふれあいの中に、一人ひとりの心を開かせてくれ
る出会いを、神様が用意してくれたように感じられる瞬間もありました。
　このキャンプで、会場をお貸ししてくださった静内教会の方、また協力してくださった静内教会の信徒の皆
様、そして同行してくださった勝谷司教様、また神学生の協力のおかげもあり、とても実りあるキャンプであっ
たと思います。本当に心より感謝いたします。このような機会に多くの子供たちを招き、一瞬でも、神様そし
てイエス様がともにいることを感じられるような体験となることができればと期待しています。札幌教区の皆
様におかれましては、今後のカト高の活動、青少年の活動にもお祈りとご支援をよろしくお願いいたします。

札幌教区　青少年担当司祭　佐久間　力
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　「にわとりに足はなん本あるでしょう？」

　加藤神父様の問いに、当然、「二本」という答えが返ってくると思っていたが、子どもの答えは、「三本」、

「四本」夏季学校開校式の一コマである。

　今年度の夏季学校は、円山、山鼻、真駒内教会の３教会合同で、7月26日（金）～27日（土）の２日日

程で円山教会を会場に行われた。

　夏季学校のテーマは、　「かみさまをさんびしよう」　

　開校式で神父様は、しおりの絵を見せながら、テーマについて次のようにお話された。

　「イエスさまは、『子どものような心にならなければ、神の国に入れない。』と言われました。みんなの心は、

体は小さいけれど正しいのです。」

　正しい人ノアと方舟についてのお話しされ、動物の話題のとき、前述の問いがあったのです。

　子どもたちの答えを聞いて、神父様は、「実は、ニワトリの足は二本なのです。・・・私たちは、つい思い

込みやかん違いで話し、本当のことを見ていないことがあります。今日は、ほかの動物たちも本当はどんな

姿をしているのかしっかり見てきましょう」と子どもたちに投げかけ、今日一日の安全とよい経験ができる

ようお祈りして開校式を終えた。

　いよいよ円山動物園に向かって出発。いざ玄関に出てみるとさっきまで晴れていた空から小雨がぱらぱら。

少しくらいの雨にめげず、子どもたちは元気に円山公園駅まで歩いて向かう。歩いている間も、晴れたり小

雨がぱらついたり。動物園までは、バス乗って。バスの中では、動物園ではどんな動物を見たいかおしゃべ

りしている間に動物園に到着。まず目に入った動物は、オオワシやイヌワシなどの猛禽類。「わあ、やっぱ

りとりの足は二本だ！」と子どもたちの声。次に見た象舎では、長い鼻を上手に動かして餌を食べる象の様

子や太くどっしりした足、大きな糞に目を見張って見入っていた。子どもたちは、それぞれ自分のお気に入

りの動物をめざし、それぞれの動物の特徴を見つけ、おしゃべりしながらチンパンジー、オオカミ、ホッキョ

クグマなどいろいろな動物を見て回った。雨の心配があるので、展望レストハウスで昼食。昼食後もアフリ

カゾーンの動物、途中遊具で思いっきり体を動かして遊び、また、アジアゾーンの動物を見、まじかで見る

ライオンの顔の大きさや水中にいるカバのからだの大きさに改めて驚き、実際に目にしたことによる発見に

感嘆の声をあげていた。

円山・山鼻・真駒内教会合同夏季学校
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　他の見物している人のことを考えて行動したり、リーダーの話を聞いたり、見学のしかたが上手だったの

で、休憩タイムに神父様からソフトクリームのサプライズプレゼント。どの子もリーダーも付添のお母さん

もこの日一番のおいしい顔、足の疲れ（リーダーだけかな？）もいっぺんに吹き飛んだ。

　教会に戻ってから、シャワーを浴び、しおりに見てきた動物を絵にかいたり、わりばし飛行機を作ったり

と思い思いに時間を過ごし、そこに学校の部活や講習を終えた中学生・高校生も加わり、全員揃ったところ

で夕食までの時間、自分のことをよく知ってもらうために自己紹介ゲーム。開校式の時より参加者が増えた

中で、夕食の食卓を囲み、笑顔で楽しい会話が弾む。

　夕食後、翌土曜日の朝ミサ（子どもとともに捧げるミサ）の役割（朗読、奉納、侍者等）を決め、聖歌の

練習をし、土曜日のミサの準備。

　動物園にいた時は、かろうじて晴れていた天気も教会に戻ってきたころから立派な雨となり、子どもたち

が楽しみにしていた花火は中止にしなければならないかなと思っていたが、雨もやや小ぶりになってきたの

で、できる範囲で花火をすることに決定。小雨の中で始まった花火もいつの間にかその雨も上がり、予定通

り準備した花火が無くなるまで子どもたちは楽しむことができた。

　花火の後は、神父様企画の「きもだめし」。小学校低学年が多く、一人で挑戦が難しかったので、二人組になっ

て挑戦。２人協力しながら、どの組も黄色いボールとアヒルの人形をゲットすることができた。

　にぎやかな「きもだめし」を終え、全員聖堂に集まって、夕のいのり。一人ずつ、今日うれしかったこと・

楽しかったこと・困ったこと・悲しかったことを静かに思い起こし、神父様から、

　「今日一日、うれしかったこと、悲しかったことを通して、良い体験をしましたね。また、動物園の動物

をよく観察しました。明日のノアの方舟づくりに生かしましょう。神さまの祝福をいただいてゆっくり休み

ましょう」

のお話をいただいて、玄関ホールに張ったテントで眠りにつき１日目を終えた。

　２日目朝６時。よく寝て６時前から目がぱっちりの子、まだまだ眠い目をこすりながらやっと起きだす子、

それぞれいる中で、身支度・身づくろいを済ませ、近くの公園でのラジオ体操に参加。そして７時からは、

子どもとともに捧げるミサ。子どもたちは、ミサに与っている方たちに温かく見守られながら、一人ひとり

が奉仕する自分の役わりをしっかり果たしていた。神父様は、今日の福音の良い種の麦と毒麦のたとえは、

今日あとからお話するノアの方舟の話と関係があることを話された。

　朝食後、いよいよ神父様のお話の時間。神父様は、聖書を手に、聖書について、創世記に書かれていること、

ノアが箱舟を神様から作りなさいと言われたことなど、子どもたちとやり取りしながらお話してくださった。
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　神父様のお話を聞いてから、子どもたちは一人一人、箱舟に乗せたい動物を作り始めた。乗せたい動物が

重なったときは、譲り合い、動物の絵本を見たり、動物園で見てきた動物の色や模様を思い出したりして色

をぬり、できあがった絵を丁寧に切り取り、箱舟に貼っていき、力を合わせてノアの家族と動物を載せた箱

舟が完成。昼食までの時間リーダーの読み聞かせを楽しんだりして過ごす。

　昼食は、前日とは打って変わってぎらぎら照りつける太陽の下、涼しげな流しそうめん。箸を上手に使っ

てそうめんをうけとる子、つかまえたと思ったら、水の勢いに負けて取り損なう子、時間がたつうちにどの

子もしっかりそうめんをつかまえ、満足いくまでそうめんを食べることができたようだ。一通りそうめんを

流し終えたところで、白玉・ミニトマト・フルーツ類も流され、みんなが食べるのに満足したところで、き

もだめしでゲットしたあひるも流して楽しんだ。

　その後、寄贈されたスイカでスイカわり。まわりの子に「もう少し前」「もっと右」などのアドバイスを

受けてスイカに向かいヤッと棒を振り下ろすがなかなかスイカに当たらない。当たらなくても子どもたちは

十分満足していた。楽しい時間は、あっという間に過ぎ、２日間の夏季学校を終えた。

　夏季学校で心に残ったことは、「ノアのはこぶねにどうぶつがのっています」「いろいろなことをしてみん

なたのしくすごしました。みんなたのしそうでした。わたしもたのしかったです。」「スイカあたって楽しかっ

た」などの子どもの声。

　２日間ではあったが、子どもたちは祈りの中で助け合い共に過ごすことができた。たくさんの方たちのお

祈りとお力添えに支えられ、誰一人けがや体調を崩すことなく無事安全に過ごすことができた。子どもに居

場所があり、そこによい体験と経験の機会があれば、目を輝かせて活動する子どもの姿がある。神様のたく

さんのお恵みを感じた２日間だった。　　

　（円山教会　細木　正知）　
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