
「平和の鐘」2007 年 5月号（1） 
編集・発行 
 

カトリック幟町教会（宣教企画部 広報係） 
〒730-0016 
広島市中区幟町 4 番 42 号 
TEL (082)221-0621 
FAX (082)221-8486 
http://www.nobori-cho-catholic.com 

2007年 5月号   №383 

共同宣教司牧チーム 

モデラトール： 

バンガンスベルゲ・ギルベルト神父

チーム司祭：レクダク・ゲラドウス神父 

(＝ジェリー神父） 

 ― 宗教と政治の問題 ― 

 澤野耕司神父 

 

 「宗教は政治に口を

出してはならない。な

ぜなら政教分離の原則

を守らなければなら

ないから」という人が

います。 

 しかし、この政教分離の意味は、公の政

治的権限を、国民から預かっているある政

治団体（国や地方自治体など）がある特定

の宗教を優遇してはならないと言うもので

す。「宗教は政治に口を出してはならない」、

と言うことでは決してありません。 

 古今東西、歴史を見てみると、宗教に対

する弾圧や迫害がいたるところにあります。

日本ではキリシタンに限らず、禅宗の道元

や、浄土宗・浄土真宗の祖法然や親鸞も弾

圧を受けています。 

 彼らのほとんどは宗教の立場から政治活

動をしたわけではありません。 

 時の為政者が、特定の宗教や信条を利用

して、政治的に国民の心を一つにしようと

考え、その特定の宗教や信条を優遇し、押

し付けたとき、自分たちの宗教や信条に基

づいて、為政者の政策に反対しただけのこ

とです。このときの反対表明は、結果とし

て「政治的」ではありますが、本来の政治

活動ではありません。すでに見ましたよう

に、歴史的にはイエス・キリストの受難と

死も、同じ状況で起こりました。 

 また、宗教は、特にユダヤ・キリスト教

は、預言者的性格を持ちます。洗礼を受け

た私たちは皆、預言者としての使命を受け

ています。「預言者」と言うのは、「予言者」

とは違うことに注意しましょう。「神の言

葉」、つまり神の教えや心を「ことば」とし

て「預かり」、それを伝える人のことです。 

ですから、いわゆる政治家ではなくとも、

私たちが神様の教えや心を基準に、政治に

口を出すのは当たり前のことなのです。私

たちは、政治を含めて、この世のことを神

様に正しく秩序付けるために遣わされてい

るからです。（つづく）  

 

 

澤野神父様の原稿は、6 回シリーズで既に原稿
をいただいています。７月号まで連載予定で
す。 
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匿名共同体?! 

バンガンスベルゲ神父 

中国新聞のある記事が私の記憶にくっき

りと残っている。毎月の最終の水曜日に編

集局長が「読者への手紙」を書きます。 

同新聞社勤務のMさんにそのコピーを頼

みました。2006年 4月 26日の日付でした。

「個人情報保護法施行１年」を機に「匿名

社会への流れに歯止めを」という訴えの記

事でした。 

 

少しその内容を抜粋的に紹介しましょう。 

『個人情報保護法の目的は、個人情報の「利

用」と「保護」のバランスを図ることでし

た。しかし、現状は「個人情報は隠すべき

だ」という誤解や過剰反応がまん延し、顔

の見えない「匿名社会」への流れが強まっ

ています。日本新聞協会が全国的に行なっ

た、この法律の取り扱いに関するアンケー

トによると、法施行後のこの一年（今、も

う２年になった）にさまざまな.萎縮現象や

混乱が起きています。』  

（いくつかの具体例を挙げています。 

例えば、学校の緊急連絡網の名簿作成

をやめるとか、自治会で災害時に支援が

必要な防災弱者の名簿が作れなくなった

とか、民生委員に一人暮らしの高齢者や

障害者の事情を提供しなくなった役所が

ある等‥） 

 

編集局長、K さんは実に適宜な表現を使

いますね。辞書を調べながら感心しました。

たとえば：「個人情報は隠すべきだという誤

解と過剰反応がまん延している。」まん延と

いう言葉は『蔓延』ですが、その意味を説

明する事例としてはこう書いてある：「一寒

村に始まった疫病はまたたくまに全国に蔓

延した」 個人情報とか、プライバシーと

かのことになると、過剰な神経質の雰囲気

が起こりやすいと感じるのは私だけでしょ

うか。 

 

話が少し変わりますが、約 10 年前に、幟

町カトリック教会に助任司祭として、福音

宣教と司牧活動を遂行するために、一つの

『道具』として、当然、信者名簿があると

思っていましたが、時の主任司祭は：“いい

え、ここは名簿がありませんし、作る考え

もありません”と言われて、いささか驚き

ました。同じ広島市内の祇園教会と観音町

教会と三篠教会では信者名簿が作成され、

現在でも定期的に更新されているのに。 

大体同じころ、大阪の堺教会を訪れる機

会がありました。松浦悟郎神父（今は大阪

の補佐司教になった）が主任司祭でした。

“ここの教会に信者名簿がありますか”と

聞きましたら、「もちろん！これです」とい

って、目の前の机にあった名簿を取り上げ

て見せました。「名簿がないと、どうやって

信者の“共同体”を作れますか」とおっし

ゃいました。 

 

やはり、本物の家族的な「共同体」と「匿

名共同体」と、違うものでしょうね。 
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 猪口神学生に聞いてみました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お名前 ：猪口 大記 (イノグチダイキ) 

生年月日：1981 年 4 月 15 日 

霊 名 ：マキシミリアノ･マリア･コルベ 

 

どんな生い立ちでしたか？  

鳥取市出身です。県庁所在地ですが田舎

で、実家はさらに田舎の方にあります。周

辺は田畑と山。子供の頃は遠く鳥取市街地

まで見通せるのですが、遠いのでほとんど

町に行くこともなく、山や川で遊んだり、

竹や木で何かよくわからない物を作ったり、

魚やザリガニ、カブトエビ等をとったり、

まあ、いかにも田舎の子どもでした。水が

きれいな場所で、川の水も平気で飲んでい

る様な環境でした。 

兄弟は兄(7歳上)、姉(6歳上)、妹(15 歳下)。 

信者は私だけです。 

 

他の小教区と幟町を比較すると？ 

他の小教区についても、幟町教会につい

ても詳しくないので、あまり偉そうな事は

言えません。比較するとしたら鳥取教会か、

倉敷･水島･玉島教会(共同司牧されている

地域ですね)くらいしか比較できません。 

広島教区内で都会的と言えるのは広島く

らいでしょう。地理的に狭い範囲にいくつ

も小教区があり、所属する信者の皆様はあ

る意味、地理的な隔たりよりも、どの集団

に属するかのような動き方をされています。 

教区行事や地区行事への意識、そしてカ

テドラルつまり司教座聖堂としての意識と、

小教区としての側面と、何だか横割と言う

か、それとも混同してしまうのか、悪いと

かいいとかではなく、理解しにくい面があ

るように感じます。 

青年会などの動きの中では、大きな視点

の方に動いていっているようです。一歩ず

れると、自分たちが中心と言う意識のみ先

行してしまうのかも知れません。幟町教会

は、幟町教会として、共同体的な部分が必

要でしょうし、人数が多く、組織的な面が

綿密になれば、複雑さや腰の重さも出てく

るでしょうから、非常に難しいのだろうな

あと思います。 

人がたくさんいて、色々な事ができてそ

の責任みたいなものもたくさんある分だけ、

小さな動きが反映されにくく、幟町教会は

大変なんだろうなぁと思います。 

 

司祭を目指すきっかけは？ 

私の場合、鳥取教会の中で育まれていっ

たものが大きいのでしょう。田舎の教会で、

相互の人間関係はそれだけ深くなります。

ほとんどの人の顔が分かります。そんな中

で、「聖書の勉強会」と「教会合宿」に関わ

っていました。リーダーも子供も少なく日

曜学校ができないので、子供たちと月２回

土日に合宿を行います。典礼の準備や、侍
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者の練習、福音書を読んでのお話、時には

洗礼や、初聖体の勉強も入ります。色々す

るからには、こちらも準備をするわけで、

私にとってもいい勉強になりました。また、

近くの修道院によく遊びに行き、一緒に時

課の典礼等をさせていただいた事も、私に

とってはいい体験でした。 

現在の私が持っている司祭のイメージは、

「関わる」と言う部分が大きな要素を占め

ます。もちろん神様と、そして人と。そう

いう部分も鳥取教会で育まれたものが核に

なっているのかも知れません。 

色んな出会いもありました。19 歳の時に

洗礼を受け、その後しばらくしてジェリー

神父様がまだ神学生の時に鳥取教会にいら

っしゃいました。神学生と出会ったのは 2

人目でした。韓国人の神学生の方と 17 歳の

時に一度神父様と修道者の方と 4 人で昼食

を食べた事があるだけでしたから、色々と

神学生と関わるのは初めてです。この辺も

私にとって召命を考える上での、一つの出

会いでしょう。  

養成担当に申し出たのは 23 歳の時です。 

司祭になりたいと言う自分の希望はあっ

ても、果たして召命があるかどうか確信が

持てません。そんなこんなで申し出るまで

には 1 年間くらい考えていました。そもそ

も、何か大きなきっかけとなる様な出来事、

例えば十字架像が語りかけてくると言うよ

うな出来事もなく、何が私の召命なのかと

いう事が分かりません。召命と言うからに

は、何がみ旨なのか確かめないといけませ

ん。ずっとこの事が頭にあって中々はっき

りと言い出せませんでした。望みだけは日

増しに大きくなりますし、色々考えた末、

とりあえず鳥取教会のデゲント神父様に相

談してみようと思いました。 

ところが神父様が倒れました。突然の事で

驚きました。 

翌日、病院にお見舞いに行きました。そ

こでの話は印象的です。何だか言い出しに

くい気もしながら、「神学校に行きたい」と

言おうとしたら、神父様が「後はジェリー

(神父様)やレネ(神父様)や若い神父がいる

んだな。いいと思うんだな。次は猪口君の

番なんだな。今まで、(影響を与えたくない

から)言わない様にしてたけど、言うんだな。

死ぬ前には正直になるんだな。」との事。私

は「実はそれを考えているのですが」と答

えて、少しやり取りをし、帰りました。 

 その後、2005 年 2 月から広島司教館でし

ばらく働きながらラサール会館で過ごす事

となりました。とにもかくにも、神学校へ

向けて、司祭職に向けての準備が始まった

と言うわけです。 

 

現在の環境と思いをお聞かせください。 

神学校では楽しく過ごしています。勉強

は嫌いではないので、助かっています。こ

れから練馬で本格的に勉強が始まるのです

が、今から楽しみにしています。まあ、つ

いていけるかどうか心配してもしょうがな

いですし、最大限努力するしかないでしょ

う。また、神学校は勉強だけでなく、人間

的に霊的に成長できるように努力し祈る生

活だと思います。また、神学生である期間

は、神学校という場所を離れても、その期

間すべてが養成だと思いますので、また休

暇の時等には広島教区の皆様にお世話にな

ります。どうぞ、お祈りください。 
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聖母コーラスの皆さんが、毎年少年院を

訪れ、歌のプレゼントを行っていますが、

そこの少年たちから、感謝の手紙が届きま

したので、抜粋して紹介します。 

 彼らの更正を心から祈ると共に、聖母コ

ーラスの皆様の息の長い活動に感謝します。 

 

今までの僕が思うクリスマスというのは、

悪い仲間と一緒に騒ぎ、タバコを吸ったり、

酒を飲んだりというのを平気で行って、多

くの人たちに不愉快な気持ちにさせ、迷惑

をかけることでした。 

 クリスマスの意味というのを全く知らず

に、多くの人に迷惑をかけて、それで楽し

んでたのが、とても情けなくなりました。 

 このクリスマス会で大きな感謝の気持ち

を思うことができました。外部の方々が僕

たちにとても優しく接していただき、物で

もお金でもなく、大切な大きなクリスマ

ス・プレゼントをいただきました。この幸

せなプレゼントをいただいた分のお礼がで

きるように、一日でも早く、立派な人間に

なりたいと思います。（ＮＹ） 

  

 僕のお母さんはカトリック教の信者で、

仕事の休みの日にはよく教会に行っていま

したが、僕は、なぜお母さんがそのような

ことをするのか不思議に思っていましたし、

宗教にも興味を持っていませんでした。 

 むしろ、以前の僕は「神様なんているわ

けがない」と馬鹿にしていました。しかし、

人々が争いをなくし、平和な世の中を築く

には、神様の存在が必要だと思います。 

 皆で神様に感謝し、お互いがお互いを尊

重し合えば争いは消え、人々は手を取り合

って生きていける世の中になると思います。

僕もいつかはイエス様のように人々を救い、

幸福を与えられる人間になりたいと思いま

す。そして、世の中が平和になることを神

様にお祈りしたいと思います。（ＮＹ） 

  

 私たちのために教誨師・篤志面接の先生

方、素晴らしい歌声や演奏を聞かせていた

だいたカトリック幟町教会聖母コーラスの

皆さんや H.I さんが、広島少年院へ来てく

ださいました。来てくださった方々の、私

たちの更正を願ってくれていること、私た

ちの将来を願ってくれていること。私には、

すごく伝わってくるものがありました。 

 今度は、私たちがその願いに応えなけれ

ばなりません。私は、このことを胸に刻み、

社会で力とし、みなさんの期待に応えられ

るように努めていきます。（Ｈ・Ｎ） 

  

 今回のクリスマス会のような素晴らしい

会ができたのも、いろいろな人のおかげで

す。教誨師の方や篤志面接委員の方、カト

リック幟町教会聖母コーラスの方々やピア

ニストの I さん、そして少年院の先生方に

とても感謝しています。本当にいろいろな

人に支えていただいているのだと感じまし

た。次は、僕たちがその人たちの思いに応

えていかなくてはいけません。更正への大

きな支えとなりました。 

 いろいろな人に支えていただいているこ

とへの感謝の気持ちを忘れず、更正へ向け

て頑張っていきます。本当にありがとうご

ざいました。（Ｙ・Ｓ） 
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 ようこそ 
ヨハネス・コップ神父様 

 
N.A 

去る３月２３日（金）にドイツ・エッセ

ン司教区のヨハネス・コップ神父と禅の求

道者４人が幟町に来られました。コップ神

父はラサール神父のカトリック禅の直弟子

で、エッセンの自分たちの禅堂に記念聖堂

と同じラサール神父のレリーフを所望され、

レリーフ作者の吉田正浪先生と打合せのた

めに来広されました。 

この日は、コップ神父の強い希望で、ラ

サール神父のために地下聖堂でご婦人達と

共にミサを捧げました。説教でコップ神父

は、ラサール神父が人として、司祭として

導いてくれた恩人であること。核競争時代

に平和の実現のために記念聖堂を建設した

こと、ミュンスターの病院で臨終の間際ま

で一緒にミサを捧げたことなどを力強い言

葉で話されました。 

ラサール神父がヨーロッパで禅の指導者

として、活躍されたことを伝え聞いていま

すが、コップ神父達の来広で、ラサール神

父の偉大さを再認識した一日となりました。 

 

 

 

中国ブロック 

高校生大会に参加して 
 

 この度僕は 3 月 24 日～27 日の間、岡山

で開催された中国ブロックカトリック高校

生大会に参加しました。今回のテーマは「人

から人への感情」で、90 人近くの高校生が

テーマについて話し合いをしました。 

 4 日間という短い間でしたが、話し合い

やレクを通して僕は多くの友達ができ、た

くさんのことを学ぶことができました。僕

は今回で 2 度目の参加でしたが、素晴らし

い大会なのでぜひたくさんの人に参加して

ほしいです。 

高校生会 T.K 

 

  

今回のテーマは「人から人への感情」と

いう難しい内容でした。高校生を初めリー

ダー、神父様、シスター、神学生、オブザ

ーバーも様々な感情を感じた大会だと思い

ます。今回リーダーとして初参加だったの

ですが、前回の中ブロが参加者だったため、

リーダーと参加者の線引きや「叱る」と「怒

る」の違いなど高校生との接し方に戸惑う

事もありましたが、様々な事を考え直す良

い機会になり、ちょっとはリーダーとして

成長できたかな？と思います。 

広島地区リーダー K.T 
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シリーズ・コラムの原稿を募集しています。

（男性の方大歓迎）

テーマは「平和」!！ 
テーマを決めて、皆様の率直な意見

を交換するシリーズ・コラムの欄を設
けています。ただいまのテーマは「平
和」。平和の使徒として、私たちの素直
な思いをお寄せください。 
 原稿は受付までお願いします。 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

運営委員会からのお知らせ 

○ 堅信式祝賀会(5月 27日 9:30ミサ後)    

  公式訪問の司教様を囲んで、受堅者を

皆でお祝いしましょう 

○ 司教叙階記念並びに司祭修道者金銀祝

(6 月 17 日 14:00～世界平和記念聖堂に

て) 

 

 

日  曜  学  校  か  ら 

日曜学校スケジュール 

5/13 授業 

5/27 堅信式・授業 

6/9～10 地区合同侍者合宿 

6/24 授業 
 


