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― 広島教区の殉教者② ― 

 澤野耕司神父 

前回から、このたび列福されることになっ

た広島の 3人の殉教者の紹介を、「広島教区

殉教地・巡礼地ネットワーク」が教区のホ

ームページに掲載している『「ペトロ岐部と

187殉教者」列福に向けて』（５）から行っ

ていますが、今回は残りの 2名の紹介です。 

 

マチアス庄原市左衛門 

（1624 年２月19 日己斐才崎ではりつけ） 

彼はフランシスコ遠山の親友であった。奉

行所内の牢に入っていたアントニオ石田神

父（1632 年長崎で殉教、1867 年列福）を

監視する武士だったが、この神父から要理

を学び洗礼を授けられた。神父の使徒的活

動を助けるため、秘かに様々な手助けをお

こなった。他の多くの人も獄中の神父から

教えを受け、

受洗の恵み

にあずかっ

た。1619 年

福島氏が改

易（藩主を解

任）され、あ

と紀州から

浅野氏が入城し、その後キリシタンの取り

締まりが激しくなり、市左衛門は強く棄教

を迫られたが、応じることなく遂に処刑さ

れた。享年34才。 

 

ヨアキム九郎右衛門 

（1624 年3 月８日己斐ではりつけ） 

安芸の国の生まれで、町人の出と言われて

いる。たいそう徳の高い人で多くの人達か

ら慕われた。当時、街にはハンセン病患者

が多く、その方達を世話する施設をキリシ

タンで作り、永いあいだ（慈悲役と言われ

た）そこの責任ある立場にいたと思われる。

神父不在時は、子供の洗礼や伝道師のよう

なこともしていた。彼の優れた隣人愛と大

きな慈善は広く知られており、あらゆる手

段を尽くして誰にでも霊的な援助を与えよ

うと心がけていた。 最後に刑場で、異教徒

達に大きな熱意を

もってさとし、「主

なるキリストを受

け入れよ。それなく

して救いはない」と

言った。広島のキリ

シタンの柱ともな

っていた。享年65

才。 
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 広島教区合同侍者合宿広島教区合同侍者合宿広島教区合同侍者合宿広島教区合同侍者合宿につにつにつについていていていて    

 

  広島教区の合同侍者合宿が６月９日か

ら 10日にかけて行われました。 

参加者は幟・祇園・廿日市・三篠・翠・呉・

東広島・三原の８教会、幼児から大人まで

全 88名の参加となりました。とても楽しい

２日間でした。 

  １日目昼間は、小学３年生～６年生を中

心にした研修と、保護者が小さな子どもと

ともに取り組めるワークショップの２本立

て。ワークショップでは Kリーダーが『５

つのパンと２匹の魚』をテーマに指導して

くださり、親子

で紙芝居や人形

劇、歌を作り、

楽しくかつ有意

義な時間となり

ました。 

この中でリーダーが「相手が小さな子ど

もだからわからないと思っても『その日の

テーマに沿ってきちんと聖書を読む』とい

うことは大切だ」といわれたのがとても新

鮮に感じました。 

 小学生研修は、ミサを理解するというビ

デオを見たり、聖具の説明、取り扱い方、

ミサの場面ごとにどう動くかなど、３時間

にわたって H リーダー（翠）、K リーダー

(幟）はじめ青年、高校生、中学生も手伝っ

て行われました。 

  夕方からは、全員で食事をした後、幟で

は「黒侍者」に該当する小学校高学年以上

の研修が聖堂で行われました。一方で、小

学生低～中学年は別室にて翌日の「子ども

とともにささげるミサ」の共同祈願作りや

歌の練習のあと、早めに寝ることとしまし

た。 

  高学年から中高生を中心の研修では青

年リーダーたちが大活躍で、締めくくりに

は「夕べの祈り」を、テゼの祈りでしてく

れました。蝋燭を灯して聖堂の床に座り、 

皆で歌を繰り返しながらの祈り。それはそ

れは親密さと厳かさがあふれる祈りとなり

ました。三原のアルノルド神父も、日本に

ホームステイ中のイタリア女子高生をつれ

て輪の中に参加してくれて、「一致」のイメ

ージがより豊かになったように感じます。 

 合宿は、翌日の主日ミサ＝「子どもとと

もにささげるミサ（ジェリー神父司式）」を 

もって終了しました。 

夜、または朝に小教区に戻られた方もい

らっしゃいましたが、主要なプログラムで

はみな協力し合って、いつも以上に良いも

のになったと思います。 

  何といっても、青年たち（高校生も）の

働きの素晴らしかったこと！企画、実行力

ともに特別賞ものです。ありがとうござい

ました。そして日曜学校どうしの輪からこ

の合宿に発展させるよう呼びかけてくださ

った各教会のリーダーの方々、神父様方や 

司祭館受付・事務の皆様、教区の事務局の

皆様、保護者の皆様ありがとうございまし

た。

日曜学校から 

報
告
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前月に引き続き、H さんの被爆体験を紹

介します。 

これは、昨年 2 月に第 12 回カトリック日
韓学生交流会で話された内容をまとめた
もので、３回に分けて紹介しています。 

 

 私は母と二人で近くの公園に逃れました。

次から次へと避難してくる人びとを見ると、

どの人も服はボロボロで髪の毛は逆立って

いました。何年か経って、「当時のことを思

い出して、被爆の絵を描いてください」と

広島市が募集して、描かれた絵は、激しく

心を揺さぶられるものがありました。顔や

手が火ぶくれでお面を被ったような人もい

ました。自分の垂れ下がった腸を抱えてい

る人や片方の目が飛び出した人、耳が取れ

た子どもを抱いて、「かわいそうに、かわい

そうに」と泣いているお母さん。火ぶくれ

になった肌はやがて破れ、手の皮は爪のと

ころで止まり、ボロ布のように垂れ下がっ

ていました。みんな大きな衝撃のため、考

える力を失い、恐ろしさから逃れようと足

が続くかぎり、歩いていたと言います。 

 そのうちに火が火をよび、壊れた家が燃

え始めました。みんな負傷して、消す人が

いないので、広島市は火の海になり、一晩

のうちに焼け野原になりました。その時、

真っ黒い重油のような大粒の雨が降り出し

ました。これは爆発後、数千フィートの上

空まで上げられた煙と埃が雲をよび、雨と

なって降り出したのです。それでも私たち

は「天の助けだ」と大喜びして黒い放射能

を含んだ雨を浴びて、喜んでいたのです。

その雨に濡れたため、真夏なのに高熱が出

た時のようにふるえが止まりませんでした。

その夜、野宿をした私たちの回りで、うめ

き声を上げていた負傷者は朝を待たずに死

んでいました。 

 翌日から母と二人で父を探し歩きました。

父は爆心地の近くで勤労作業に出かけて、

爆死していたのですが、そんなこととは知

らず、炎天下の焼跡を毎日たずねて回りま

した。私は足の太ももに三角結びのような

ガラスの破片が突き刺さっていて、痛む足

を引きずって歩いていました。まだ息のあ

る人は「水！ 水！」と叫び、歩いている

人の足音を聞くと、「水をちょうだい！」と

訴えていました。その人たちは「痛い」と

か「苦しい」ではなく「渇き」ばかりを訴

えて、死んでいきました。その人たちは心

も体も渇ききっていたのではないかと思い

ました。私にはその人の姿が私たちのため

に十字架上で死んでくださったキリストの

姿とダブって見えることがあります。 

死んだ人たちを、みんなで焼くことを考

えました。枯れ枝を集めて遺体を乗せ、油

をかけ、かわいらしかった隣の家の坊やも

知らない人も焼きました。そうして至る所

で遺体は骨になっていったのです。広島市

は全体が墓地だと考えてよいかもしれませ

ん。なぜこのように多くの人が死んだのか

と言いますと、広島市は空襲に備えて火災

が広がらないように建物を壊し、避難する

道を作っていたのです。その作業に出てい

たのが中学生、女学生でした。遮（さえぎ）

るものがないので、たくさんの人が死にま

した。 （つづく） 
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学習会学習会学習会学習会「「「「裁判員制度裁判員制度裁判員制度裁判員制度」」」」――――もしもしもしもし、、、、裁判員裁判員裁判員裁判員にににに選選選選ばれたらばれたらばれたらばれたら・・・・・・・・・・・・――――    

「国民の司法参加」を実現する制度の創設を内容とする「裁判員の参加する刑事裁判

に関する法律」いわゆる「裁判員制度」が平成 16 年 5 月 28 日に公布されました。そ

してこの制度が平成 21 年 5 月までの間にスタートします。何となく耳にしている言葉

ですが、実際、裁判員として刑事事件に参加するようにと突然連絡が入ったらどうしま

すか。どうしたらいいのでしょうか。という事から社会係では裁判員制度の学習会を企

画してみました。 

まず、約 30 名の参加者と共に「もし、あなたが裁判員に選ばれたら・・・」という

タイトルの DVDを鑑賞しました。３人の裁判官や６人の裁判員が殺人未遂事件の判決

を下すまでの３日間を描いています。全く立場の違う６人が証拠に基づいて、被告人が

有罪か無罪か、有罪ならどんな刑にすべきかを裁判官と一緒に論議し、決定していく様

子が一人の男性の仕事や家庭の問題で葛藤する姿と織り交ぜながら描かれています。裁

判員に選ばれた６人と裁判官の意見交換の場面で、「何一つ他人事ではない」「誰でも何

時被害者になり、加害者になりうるかわからない」「無関心ほど最大の罪です。誰だっ

て嫌な事から逃げ出したくなるものです」と、裁判長の言った言葉が痛切に心に残って

います。 

DVD 鑑賞後、この制度についてもう少し詳しく説明をして頂いて質疑応答の時間を

持ちました。来年の 12月から裁判員選任手続きが始まります。「もし、選ばれたら」と

いう不安をこの学習会で少しは解消できたかな？というより、「本当に難しい問題を私

たちは与えられたんだ」と実感させられました。この学習会を実施するにあたりご協力

頂きました広島検察庁職員の方に感謝致します。また、裁判員制度についてのパンフレ

ットがあります。読んでみたいと思われた方は社会係までお知らせください。 

文責 社会部社会係 KM

 

 

2007平和行事プログラム 
8 月 4 日(土) 

 18:00～原爆死没者のためのスピリチュアルコンサート(入場無

料) 

 20:00～21:00青少年の祈りのつどい 

８月５日(日) 

 13:00～14:45  被爆証言 

13:00～16:00 世界平和記念聖堂案内（随時） 

13:00～16:00 ピースウォーク 

15:00～16:30 子どもたちによる平和メッセージ（マリアホール）

 18:00～19:00 平和の祈り 

 日本聖公会合同プログラム 

 17:45～18:15 祈りのつどい（平和記念公園原爆供養塔前） 

 18:20～19:10 平和行進(原爆供養塔前～世界平和記念聖堂) 

 19:30～20:45  平和祈願ミサ（世界平和記念聖堂） 

８月６日(月) 

 6:15～ 諸宗教祈りのつどい（平和記念公園原爆供養塔前） 

 8:00～9:30 原爆犠牲者追悼ミサ（世界平和記念聖堂） 

 14:00～15:30 キリスト者平和の祈り（世界平和記念聖堂） 

８月９日(木) 

 11:00～ 長崎原爆犠牲者追悼ミサ（世界平和記念聖堂） 


