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この世に生まれ落ちた私たちはそれぞれ

の人生を生き、そしてだれもが死を迎えま

す。〈大往生〉、〈英雄的な死〉、〈不条

理の死〉、〈むごい死〉などと私たちは人

間の眼で死を分類しますが、いと大いなる

方、すなわち神はその命をご自分のもとへ

引き寄せ、抱きとめてくださいます。死は

滅びではなく、朽ちることのないいのちへ

と招き入れられると私たちは信じます。 

ところで、皆さん、「千の風になって」

という流行歌をご存じでしょう。私はこの

歌を初めて耳にした時、ああこれは復活を

テーマとするキリスト教的な背景を持った

歌だなと感じました。この歌はもともとイ

ンターネット世界で流布していましたが、

それを新井満さんが日本語に翻詩・作曲し、

発表するや、瞬く間に、日本中に、特に年

配の方々に、またカラオケなどでもファン

を広げていきました。「千の風」旋風はひ

とえに私たち日本社会の行き詰まりとそこ

から抜け出したい、真のきずなが欲しいと

いう人々の渇きを示しているのではないで

しょうか。死んで終わりなのではない、死

んだ後も、死者と生者のきずなは途切れる

ことなく続くんだという希望のメッセージ

をこの歌は投げかけます。 

死者はあの世とこの世とを結びつける天

からの使者だとも言えます。ですから、私

たちは「追悼ミサ」、「年忌ミサ」、「法

事」などの時、私たちが一方的に地上から

天上に向かって祈りを捧げるのではなく、

実はいつも死者（故人）がこの世に残され

た私たち生者のために祈ってくださってい

ることに感謝を捧げることも忘れてはなら

ないでしょう。「聖徒の交わり（諸聖人の

通功）」の感覚を深く身につけたとき、わ

たしたち教会は深みを加え、この世に対し

てより大きく働きかけていく力を蓄えるこ

とでしょう。 
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社会部社会係 
  

10月 26日主日のミサ後に、社会部社会係の
行事として、ベリス・メルセス宣教修道女会の

Sr.清水靖子に、「森と魚と激戦地」と題してお
話を伺うことになりました。日本カトリック正

義と平和協議会専門委員であり、「パプアニュ

ーギニアとソロモン諸島の森を守る会」代表と

して長年のご活躍なので、カトリック新聞や JP
通信などでご記憶の方もあるでしょう。 
 Sr.清水は 1961年にベリス・メルセス宣教修
道女会に入会され、高校で 11 年間社会科の教
師をされた後、1980 年から 6 年間グアムとサ
イパンの高校で教えられました。ちょうどその

頃、日本政府による放射性核廃棄物（原子力発

電のゴミ）海洋投棄計画があり、シスターは住

民の反対運動に加わると共に、実情を広島の

「平和を願う会」メンバーに連絡されたのでし

た。正義と平和広島協議会の前身である「平和

を願う会」は全力をあげてとりくみ、教会内外

の全国的な署名運動となった、そのきっかけを

つくられた方です。 
 Sr.清水はグアムとサイパンでの 6 年間のの
ち、パプアニューギニアとソロモン諸島の住民

との出会いがあり、島の人々が、「今まで誰に

も話せなかった」という苦悩を聴き、太平洋戦

争の激戦地とされた村々での驚くべき出来事

の数々に衝撃を受けられました。と同時に、戦

後の日本の経済成長と豊かな生活を支えるた

めに、太平洋の島々の自然とくらしを破壊し続

けている様子を目の当たりにされました。それ

が著書『日本が消したパプアニューギニアの

森』（1994 年明石書房）、『森と魚と激戦地』
（1997 年北斗出版）に、詳細に記録されてい
ます。2001 年には『日商岩井が汚染したマタ
ネコ・クリーク』により週刊金曜日ルポルター

ジュ大賞、報告文学賞を受けられました。 
 現在も、毎年現地調査を続けておられ、ソロ

モン諸島を襲った巨大地震と津波被害もあり

ました調査ツアー（昨年）や今回の訪問（8 月
から 9 月 21 日まで）のお話も伺えるものと思
います。 
 また、Sr.清水は昨年 6 月、岡山教会による、
パプアニューギニアの教会再建支援のため、現

地視察した後藤神父に同行案内されました。    
 
 

 
十字架と聖霊 
       東雲地区 ＫＡ 

この春、三百何番目かに訪れた東北地方の教

会での話です。 

受付の事務室に案内されて、目に飛び込んで

きたのは１メートルを越す立派なキリストの

十字架像でした。幼稚園と併設された聖堂には

園児がお祈りを捧げており、穏やかな雰囲気の

教会です。 

お茶をよばれながら「何故こんなに立派なキ

リスト像が聖堂ではなく、事務室に飾ってある

のですか？」と受付の女性に尋ねてみました。

彼女の答えは「園児がはりつけにされたキリス

ト像を恐がるので、祭壇から下ろしてこちらへ

移したのです」とのこと。 

 幼児に限らず現代の人間は、信仰箇条では、

繰り返し「十字架につけられたキリスト」と唱

えてはいるけれども、直接、目の前にそのお姿

を見て、思いを巡らすことには耐えられないよ

うになっているのかもしれないのではないだ

ろうか？と、ふと思いました。 振り返ってみ

ると、平和記念聖堂には、栄光の（再臨の）キ

リストが我々を見守っておられる。そして、聖

霊が満ち充ちていると私は信じています。 
威厳にあふれ、荘厳な神様の前に出ると、身

の引き締まる思いがします。以前、長崎方面の

教会巡礼に誘われて訪れた教会の祭壇には、中

心にマリア像が飾ってあり、十字架像は全く見

当たらなかったときの驚きと共に、教会の幅広

い信仰形態には感嘆するばかりです。 
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原爆を顧みて 

S K 
 
1945 年の 4 月、私は井口に疎開していた船

舶司令部の功績係に勤務し、戦争に従軍参戦し

た個人の功績に関わる勲章を記載する仕事を

していた。 
8 月 6 日、8 時の朝礼を終えて事務机の前に

座り、仕事に懸かろうとした時であった。 
強い閃光が突然あたり一帯を照らした。窓に走

り寄ると広島市の上空に太陽と同じ色で、大き

さは八十倍もある青い玉が、平素見る太陽とは

比較にならぬ強烈な光を放ち、見渡す限りの視

界内を車輪の矢のように、七～八秒にわたって

照り輝いて輻射した。視ていると顔の右半分が

ジリジリと熱かった。その時下士官の人達が机

の下に入れと叫んで廊下を走り回った。机下に

入って数秒後、強い衝撃音と爆風にガラス窓は

飛び散り、重い書類や物体が浮き上がり空中を

漂よった。 
広島の街は、強い熱線と放射線に犯されて、

焼夷と破壊の地獄と化し、人類史上かつて無い

惨状をもたらした。炎天の市街地から西に向か

ってＪＲ線北側の道路を歩いて来る人びとの

衣服は破れ裂け、黒い雨粒がペタペタと全身に

くっ付いていた。晴天続きでパタパタと土挨の

立つ道路を非難して来る人々は引きも切らず

次第に増えた。着衣と皮膚をぼろのように垂れ

下げて歩む人、重症者を大八車に乗せて歩む行

列が延々と続いた。 
私たちはその路傍にテントを張り、日の暮れ

る迄お茶の接待をした。 
翌朝７日、軍の救護班がテントを井口電停、

ＪＲ線路の北側に張り緊急の救護所を拵えた。

そこは、私の家から 3分程の場所であった。私
達は直ちに治療に当たった。 
行列をなして順番を待つ罹災者の皮膚はず

るりと剥げ落ちてぶら下がり、塗布する薬は白

い軟膏しかなく、ざくろのような傷口に無数に

突き刺さったガラスを懸命に取り除き、消毒液

を塗布する作業を早朝から日の暮れるまで、連

日取り組んだ。白血球の減少のためか、1 日で
も治療に見えない人のただれた傷口には、無数

の白いウジがうごめいてウジやガラスをピン

セットで内部まで取り除く時、痛みの反応は全

く無かった。神経が麻痺していた理由が私には

今でもはっきり解らない。 

６日朝、私の家では母と兄が茶の間の窓から

強烈な光と赤い大きな玉を見た。兄は、広大近

くに住んで居た母方の祖母と叔父を捜しに行

った。叔父の家は爆風で破壊していた。喉の渇

きのため壊れた水栓を捜して水を飲み、引き返

してみると破壊された家屋は熱線により全て

灰となり何も無かった。 
この辺りの重症者が似島に運ばれているとの

情報に、９日の早朝、私は軍が出して下さった

船に乗り似島に直行した。そこには全身が紫褐

色に膨れ上がり、幽鬼のごとく変り果てた数知

れぬ多くの人の群れが地面に隙間なく並べて

放置され、『水を、水を』と訴える人、『殺して

くれ』と叫びうめく人、息絶えている人々の群

れで足を踏み下ろす場所もない胸の詰まる惨

状であった。そこには一滴の水も、消毒液も塗

り薬もなかった。 
防空豪は多数あり、被災者は奥の中までいた

が祖母達は見つからず、再び船に乗った。帰り

は、太田川の支流が市街地を流れる七筋の河口

に近い海を通ったが、波の中には、原爆の熱線

と放射線に焼かれ、水を求めて川に逃れた夥し

い被災者は死体の群れとなって、引き潮の海に

流れ出ていた。何とも言い様の無い哀しい、悲

しい死体が海中におびただしく漂っていた。途

中２機の米機が飛来し、小さな船底にじっと伏

せた。正午頃井口に帰り着いた。 
祖母と叔父は一週間程して我が家にたどり

ついたが、原爆症で逝った。 
 ８月６日朝、義父も横川から市内電車に乗る

時、同じ電車から降りる知人と互いに挨拶を交

わしたと、知人からの証言があったが、乗った

電車は途中で黒焦げになり、義父も不明のまま

である。 
顧みれば、大東亜共栄圏と云う、錦の御旗のも

とに推し進められた侵略戦争の悲惨な末路で

あった。 
世界へ広島の惨禍を伝える意義は、核兵器廃

絶を願う祈りのメッセージとして活かして行

きたい。 
人類の平和な共存を願い、核兵器の悲惨さ、白

血病の恐怖をヒロシマから世界に伝え、神の創

造のみわざに結びつく平和が人々の中に訪れ

ますように祈り願っています。 
原爆で逝った多くの人々の霊魂に、神の恵み

の平和の安らぎが、永遠にありますように、世

界平和記念聖堂より心から祈っています。 
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９月運営委員会 議事録から 

① 聖堂後部のベビーベッド・机等 

2 週間前にベビーベッドから落ちたお

子さんがいた。幸い大事には至らなかっ

たが、ベビーベットも老朽化しているの

で廃止も含め検討してはどうかとの意見

があったが、小さな子どももミサに参加

して欲しいので廃止しないで欲しいとの

意見もあり、日曜学校に打診して意見を

聞きこれから検討していくこととする。 

② 「キリシタン殉教之碑」移転費用献金 

現在の場所の近くに移動が決定した。

実際の工事は来年 1 月以降の予定で、献

金の要請があったため、10 月から献金を

開始する。 

③ 待降節黙想会 

・ 12 月 12 日(金)、13 日(土)、14 日(日)

の 3 日間。指導神父は Fr.早副、Fr.野

間、Fr.後藤。 

・ 3 日間連続に出席しても良いし、出られ

るときに出ても良い。 

・ 担当：宣教企画部 

④ 幟町教会バザー（11月 2日） 

例年通り実施。献金については、各

グループで献金先を決めて、残りをい

くらか教会に献金する。献金先は次回

の幹事会(10 月 11 日)で決定する。 

⑤ 初聖体 

11 月 23 日から 11 月 30 日に変更する。 

 

 

 

 

 

 

編集後記 

平和の鐘は、今回で 400 号

を迎えます。 

30年以上前に信徒により始まり、

歴代の編集長にバトンがわた

され、そして現編集長に引き継がれており

ます。 

 初期の頃は「心のともしび」の裏面を使

い、手書きの原稿をそのまま印刷されてい

たそうです。今後も幟町共同体の広報誌と

してお役に立てれば幸いです。 （の） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


