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ペトロ岐 部 と187殉教者 の列福 が間近 に迫っています。列福
式を迎えるこころを準備する機会として、日本の教会は、10月５
れっぷく

日（日）から「列福をひかえ、ともに祈る7週間」のときを過ごし
さっし

ます。みなさまが手にとっておられるこの冊子は、わたしたちがこ
ころを一つにして祈りのときをともにするための手引きです。これ
おも

は、2007年に行った「殉教者を想 い、ともに祈る週間」の手引き
どうよう

と同様 、現代の教会、ひいては社会に、いっそう強い福音のメッ
い と

セージを送ることを意図 しています。列福式を、たんなるお祭り
さわ

もよお

騒 ぎや催 しに終わらせることなく、日本の教会が自信と活気によ
あふ

りいっそう満ち溢 れるきっかけにできればとの願いを込めていま
す。そのために、各小教区、修道院、またはグループで黙想し、そ
こから得た光を分かち合うことができれば、めぐみは、いっそう大
きなものになるでしょう。列福式を直前にひかえたこの7週間、こ
ころを合わせて殉教者のメッセージを黙想しながら、列福式を準備
いたしましょう。
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わたしの記念として

「共通の記憶」を求めて

たみ

旧約のイスラエルの民は「伝えること」（申命記４・９−10、詩
れいせい

おきて

―― 日本の教会の霊性 ――

すぎこし

編78・１−４参照）を最大の掟にしました。「過越のできごと」を
く

繰り返し伝えることで、民の自己認識を新たにし、生きるべき方向
霊性とは

を確認したのです。
しん ぴ

日本において「霊性」ということばは、人間が絶対的な神 秘 に

「これをわたしの記念として行いなさい」（ルカ22・19）。イエ
せいたい

ひせき

対してどのようにかかわるか、という広い意味で用いられていま

「わたしの記念として」
スは救いの神秘を聖体の秘跡に託しました。

す。カトリック教会が用いる「霊性」とは、イエス・キリストをと

と訳されるギリシャ語の「アナムネーシス」（記憶、想起 、記念）

おして与えられた救いの福音を、個々の人間がどのように受け止め、

は、「伝える」「思い出す」といった「単なる記念」よりももっと

受け止めた福音を支えにどのように生き、そしてどのように死んで

豊かで、生命力にあふれた内容をもったことばです。あの晩さんの

いくのか、その全体を表すことばです。

儀式の中で、何をイエスが教え、どのような生き方をし、そのため

そうき

ばん
ぎしき

イエス・キリストによって与えられた救いの福音は、個人また

にどのような苦しみを引き受けたのか、そのことをいつも目の前に

は集団によって、それぞれの歴史的な背景や具体的な状況の中で受

置き、忘れないようにこころに刻みなさいと、イエスは命じられた

け止められてきました。民族、言語、文化、年齢、性格、教育など

のです。イエスが命じられた「記念する」には、三つの内容と働き

を背景にその受け止め方は多様です。イエスによって実現された救

が宿っています。「イエスの十字架と復活のできごとを想起し」

きざ

いのできごとは一つですが、それを受け止める人びとや各時代の教
会の受け止め方は、さまざまに表現されてきました。

（過去）、「いまのわたしたちの生活に照らし」（現在）、「あすに
向けて宣言する」（未来）。キリスト者の生き生きとした信仰生活

こんにち

フランシスコ・ザビエルの宣教から今日 まで、日本人は、伝え
じゅよう

は「イエスを記念する」ことから生まれてきます。

ね づ

られた福音を独自の形で受容し、日本の教会に根付かせてきました。

初代教会の時代から大事だったことは、共同体としてイエスへ

せんぷく

とくに、長い迫害と殉教、潜伏 という日本の教会独自の「信仰体

の信仰をどのように保っていくか、どのようにしたら共同体がイエ

験」は、この地方教会の霊性の基礎をなすものです。ペトロ岐部と

スの記憶を「共通の記憶」（アナムネーシス）として保つことがで

187殉教者の列福は、この地方教会の歴史の中で「神が起こされた

きるかということでした。教会の信仰は、個人の記憶ではなく「共

しんし

不思議なわざ」を真摯に想い起こし、その霊性を確認し、深めるた

同体の記憶」の上に成り立っているからです。福音書の編集も、主

めのめぐみのときです。

の日の集まりとミサも、共同体の「共通の記憶」を生きるためでし
た。やがてイエスの福音が広まっていく中で、それぞれの教会の信

4
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仰の歴史も、この「共通の記憶」の中に含まれるようになります。
ほうけんぶん

のできごとなら日本のすべてのキリスト者が知っている、そのこと

てんぶん

現在使われているローマ・ミサ典礼の第一奉献文（ローマ典文）は、

から出発し、そしてまたそこへ帰る話。いま「共通の記憶」をまと

殉教の時代のローマ教会を背景にした記憶です。「イエスの福音」

め、確認し、記念して生きるときがきました。

と「この地で起こされた神の不思議なみわざ」を「共通の記憶」と

この手引きは、ペトロ岐部と187殉教者の列福をひかえて、日本

して、各時代の教会とそれぞれの地域の共同体に独自の霊性が生ま

の教会の「共通の記憶」を求め、その独自の「霊性」を深めるため

れ、信仰者はその霊性に支えられて生きたのです。

の一助として準備されたものです。

いちじょ

日本の教会の「共通の記憶」を求めて

「ペトロ岐部と187殉教者」列福までのあゆみ

2001年３月31日、教皇ヨハネ・パウロ二世は、日本の司教たち

1862年：聖パウロ三木と同志殉教者（日本26聖人）、教皇ピオ九世により列聖

に向けて次のように語っています。「日本の教会の最初の世紀は、

1867年：日本205福者殉教者、教皇ピオ九世により列福

殉教者たちが示した勇気と神への忠実さという信仰の消えないしる

1981年：教皇ヨハネ・パウロ二世訪日を機に、日本カトリック司教協議会

かざ

しによって飾られました。彼らの英雄的なあかしは、日本の教会の
過去を、十字架につけられた主の輝きで飾るだけではなく、いまの
日本の教会の歩むべき道と、将来の使命と約束をも示しています」
。
よ げんてき

教皇はこの預 言 的 なことばをもって、日本の教会が「記念し
こんめい

て」生きる「共通の記憶」を明示されました。混迷する時代に日本
人としてイエスの福音を受け止め、その福音を支えに社会の苦しみ

は、司教総会で、188殉教者の列福運動開始を決定。列福申請手続き
を開始
トマス西と15殉教者、教皇ヨハネ・パウロ二世により列福
1984年：教皇庁の承認を得て「ペトロ岐部と187殉教者」の列福調査を開始
1987年：聖トマス西と15殉教者、教皇ヨハネ・パウロ二世により列聖
1995年：殉教者列福調査委員会が列福運動促進のために冊子『愛の証

1996年：「ペトロ岐部と187殉教者」に関する日本側の調査を終了し、教皇庁
に列福を申請。列聖省で列福手続き開始

と悲しみに寄り添って生き、やがてゆずることのできない神への思

2004年：12月9日

教皇庁列聖省歴史審査委員会通過

いを貫いて殉教した多くのキリシタンたち。なぜそのことを選び、

2006年： 5月9日

列聖省神学審査委員会通過

そのように生き、そしてそのために死んでいったのでしょうか。
それは、イエスの福音がそうさせたからです。ここに霊性がありま
かこく

す。過酷な歴史のふるいにかけられ、それでもなお残ったものが次
ふへんてき

そうぞうてき

代の核となります。真理は普遍的であり、いつも新しく、創造的で
す。殉教者たちの信仰は、過去の話ではなく、いまを照らし、あす
への道を示します。そのことを思い起こすと力がわいてくる話、そ
6

ペ

トロ岐部と187殉教者』を発行

8月

列福特別献金の開始

2007年：2月4−11日 「殉教者を想い、ともに祈る週間」を全国で実施
2月6日

列聖省列福審査委員会通過

6月1日

教皇ベネディクト十六世、列福を承認する教令に署名

9月

列聖列福特別委員会編『ペトロ岐部と187殉教者』を発行

2008年：10月5日−「列福をひかえ、ともに祈る7週間」を全国で開始
11月24日 「ペトロ岐部と187殉教者」、教皇ベネディクト十六世に
より列福
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そうぞうてき
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す。殉教者たちの信仰は、過去の話ではなく、いまを照らし、あす
への道を示します。そのことを思い起こすと力がわいてくる話、そ
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ペ

トロ岐部と187殉教者』を発行
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列福特別献金の開始
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11月24日 「ペトロ岐部と187殉教者」、教皇ベネディクト十六世に
より列福
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ペトロ岐部と187殉教者の現代へのメッセージ
―― 信じぬくこと、希望すること、愛すること ――

ち「神の存在」の確かさを考えたいと思います。従来の殉教観では、
きょうじん

どちらかと言えば殉教者自身の勇気・強靭 な意志に焦点があてら
と

れました。しかし、忘れてならないのは、殉教者らが「命を賭して
さいご

四半世紀を越える時間をかけて準備されたペトロ岐部と187殉

まで」示した信仰の対象としてのおかたの存在です。最期まで信じ

まぢか

教者の列福式が間近に迫りました。日本のカトリック教会総出でこ

ぬくことができるおかたの存在を、殉教者の姿をとおして現代人は

はや

の記念すべきときを祝いたいと、思いは逸るものの、400年も昔の

あな づ

きょっけい

あらためて見つめることができないでしょうか。穴 吊 りの極刑 に

けんしょう

き

べ

ことを「顕彰 」だ「聖人・福者」だと特別に取り上げることに少

あっても「信じること」を決してやめなかったペトロ岐部、ジュリ

なからず抵抗を感じるむきがあることも知っています。事実、列

アン中浦、ディオゴ結城了雪、トマス金鍔次兵衛、ニコラオ福永ケ

福・列聖というカトリック教会の制度自体に疑問をなげかけるキリ

イアン。この5人の司祭・修道者は、おそらく、想像を絶する苦し

スト者も少なくありません。しかし、今回は、殉教者の顕彰という

み、しかも何日も続く拷問の中で、自分が生きているのか死んでい

よりは、むしろ殉教者たちがさし示したものを、そして彼らが現代

るのかさえわからない、もうろうとした意識の中で、信じるおかた

に与えるメッセージを読みとることに力を尽したいと思います。

を見失わせる「闇」に何度も直面したことでしょう。そうした闇の

なかうら

ゆうきりょうせつ

きんつばじひょうえ

ふくなが

ごうもん

やみ
むていこう

殉教は、「無抵抗のうちに、キリストの教えと徳のゆえに死ぬこ

体験の中で、最期までキリストの苦しみを自分の苦しみとし、「信

と」であると17世紀のキリシタンは明確に定義していました（マル

じ」ぬいた殉教者の死には、凄さ、強靭さとともに、何より信じた

チリオの勧め）。「死ぬ」という行為に重きがおかれるのは殉教を考

おかたの存在の確かさがあかしされています。穴吊りを実際に体験

える際、ごく自然のなりゆきでしょう。かつてヨーロッパの教会で

しなくても、殉教の場面に立ち会うことがなくても、わたしたちの

殉教者を顕彰するとき、人びとの心を大きく占めていたものは、教

できることは「試みにあわせず、悪からお救いください」と祈りな

すご

えいゆうかん

えに殉じて死んだ「英雄観 」でした。しかし今回、ペトロ岐部と

がら、殉教者の示したそのおかたをいつも見つめることです。

187殉教者の一つひとつの事例を思いめぐらすとき、たんに信仰上
の「英雄」という視点よりも、わたしたちの信仰にとっての生きた
意味を浮き彫りにすることが、何より大切だということが分かって
きました。

絶望を超えて
次に、思い起こすべき殉教者たちのメッセージとは「けっして絶
望してはならない」ということです。多くの現代人が、さまざまな
形で絶望を体験しています。日本では数年前から三万人を超える自

確かなものへの信仰

殺者が記録されるようになりました。家庭内の殺人が毎日のように
そんげん

まず、殉教者たちが共通してさし示した、信じるおかた、すなわ
8

報道されています。勝ち組、負け組という、人間の尊厳を無視した
9
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報道されています。勝ち組、負け組という、人間の尊厳を無視した
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ぞう ご

なぐさ

はくしゃ

ような造語が、現代の日本人の絶望に拍車をかけているかのように

で「すべての人びと」のために祈りました。ただ自分を慰め力づけ

もみえます。また、目を海の外に向ければ、民族の違いゆえに

てくれる相手だけではありません。神の子として創られたすべての

つく

だいぎゃくさつ

あお

ちてきしょうがいしゃ

大虐殺 を体験したアフリカの苦悩と、知的障碍者 を自爆テロの実
きょうがく

人を友とする愛でした。そのイエスを仰ぎ見ながら、殉教者たちは、
いせいしゃ

行者に仕立てるという、人道上あってはならない悪に驚愕します。

為政者、迫害者すべての人のためにも祈りながら死んでいきました。

このような世の中に、絶望せずにいられることのほうが、まれかも

ニコラオ福永ケイアンは次のことばを残しています。それは紛れも

しれません。

ない友への祈りでした。「残念なことが一つあります。将軍様はじ

まぎ

しょうぐんさま

きょうぐう

そんな時代だからこそ、どんな境遇にあっても、けっして「絶望
しなかった」殉教者がいたことを思い起こしたいと思います。世の
はな

えいたつ

しゅくん

す」
。殉教者たちは、死をとおしてイエスの愛にならいました。

ならく

華やかさと栄達の道から奈落の底につきおとされて暗黒を見たヨハ
はらもんど

め、すべての日本人をキリストへ導くことができなかったことで

ちょうあい

信じぬくこと、希望すること、そして愛すること。殉教者がいの

か が や ま は や と

ネ原主水、主君の寵愛から一転して処刑されたディエゴ加賀山隼人、
ごくひん

ちをかけて示したこのメッセージは、現代世界にかざされた光です。

おがさわらげんや

極貧の生活を13年間続けた果てに処刑された小笠原玄也とみやの家
おさなご

それらは唯一、主イエスの十字架にのみ原型を置くこころのありよ
おんちち

はしもと

族、幼子 を抱えたまま焼かれたテクラ橋本 、その他すべての殉教

うです。最期まで御父への信頼を失わず、極刑のもとで味わう、人

者は、どのような境遇にあっても「絶望してはならない」という

間としての苦痛、神からさえ見捨てられたかのような苦悩を味わう

り

り

メッセージの証人として、凛凛しくわたしたちの前にたち現れます。

中でイエスが徹底的に示したものは、信仰と希望、そして愛でした。
そのとき、不信と絶望、そして無関心をあおる悪魔の力は永遠の敗
きっ

かけがえのないものへの愛

北を喫したのです。
もはん

いっしん

わたしたちは、殉教者がただ死んだのではなく、愛ゆえにいのち

殉教者たちは、イエスのこの模範に、文字どおり一心にならった

をささげたことに思いをはせたいと思います。「友のために自分の

人びとです。古来、殉教は「血の洗礼」と言われてきました。それ

いのちを捨てること、これ以上に大きな愛はない」とはイエスのこ

は十字架の死と重なり、すぐさま復活の栄光へと続きます。死はわ

とばです（ヨハネ15・13）。殉教者たちの友とは、イエスご自身

たしたちの終わりではありません。まことの生へ解 き放 たれる瞬

にほかなりません。わたしたちの日常生活は人に取り囲まれ、息

間です。その信仰・希望・愛は、イエスの十字架と復活をとおして

つく暇もないほどです。悩みや緊張のほとんどが対人関係かもしれ

しか理解できません。イエス・キリストにならう（イミタチオ・ク

ません。たくさんの人に囲まれているのに、孤独を感じます。それ

リスティ）、めぐみの極みが、殉教者たちの「いまわ」に輝きでた

はまわりの人を「友」として愛せないためでしょうか。ときとして、

のです。

と

はな

きわ

自分に何かを与えてくれる人しか友と認めない。イエスは十字架上
10
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この手引きの使い方
せんじん

「ペトロ岐部と187殉教者」の列福を機に、先人がたどった信仰の

祈りのテーマ
これら三つの段階をとおして祈りを深めていくことができるように、
「手引き」には各週に一つずつ、合計8つのテーマが示されます。

歴史を、日本の教会の「共通の記憶」として保ち、いまの生活を支

ともに祈る期間は７週間ですが、列福式が行われる週や、それ以外

える「霊性」とするために、「列福をひかえ、ともに祈る7週間」

のときにも祈ることができるよう配慮しました。

が定められました。この祈りのときをとおして豊かな実りを得るに

テーマ１

みことばと確かな信仰

は、次の方法が効果的です。

テーマ２

信仰のきずなと教会

テーマ３

ゆずれないものとまことの自由

テーマ４

弱い立場の中に輝く希望

⇒ ペトロ岐部と187殉教者の歴史的なできごとを知る。

テーマ５

復活の福音を担う女性たち

殉教に関する教会の教えを知り、深める。

テーマ６

父である神の思いを生きる親たち

テーマ７

慈しみの秘跡に仕える司祭

テーマ８

教会・いのちの秘跡

「学び」（過去のできごとを想起する）

「祈り」（いまに照らす）
なが

⇒

学んだことを聖霊の光のもとで眺める。祈りのうちに、

いまの自分の生活と照らし合わせながら、神と殉教者たち
と対話する。その後、自分の具体的な生活の目標を定める。

各テーマは、次のように展開されます。

また、すでに列聖列福されている殉教者の取り次ぎを願っ

・テーマとかかわりのある殉教者のことば、または報告書の抜粋

て日本の教会のために祈る。

・テーマを深めるための聖書のことば

「分かち合う」
（あすに向けて宣言する）
⇒

殉教者の信仰と心情をいまのわたしたちの生活に重ね
おも

あわせて想 う。殉教者をはぐくんだ教会から、いまの教

ばっすい

・それぞれの殉教のできごとに宿されたメッセージを味わい、黙想
するための解説
・祈り

会を照らす。
この「手引き」は、できるかぎり、共同体、または家庭で使用され
ることをお勧めします。また「列福をひかえ、ともに祈る7週間」
に限らず、いつでも共同体の黙想会、養成、個人の祈りなどに幅広
くご活用ください。
12

13

この手引きの使い方
せんじん

「ペトロ岐部と187殉教者」の列福を機に、先人がたどった信仰の

祈りのテーマ
これら三つの段階をとおして祈りを深めていくことができるように、
「手引き」には各週に一つずつ、合計8つのテーマが示されます。

歴史を、日本の教会の「共通の記憶」として保ち、いまの生活を支

ともに祈る期間は７週間ですが、列福式が行われる週や、それ以外

える「霊性」とするために、「列福をひかえ、ともに祈る7週間」

のときにも祈ることができるよう配慮しました。

が定められました。この祈りのときをとおして豊かな実りを得るに

テーマ１

みことばと確かな信仰

は、次の方法が効果的です。

テーマ２

信仰のきずなと教会

テーマ３

ゆずれないものとまことの自由

テーマ４

弱い立場の中に輝く希望

⇒ ペトロ岐部と187殉教者の歴史的なできごとを知る。

テーマ５

復活の福音を担う女性たち

殉教に関する教会の教えを知り、深める。

テーマ６

父である神の思いを生きる親たち

テーマ７

慈しみの秘跡に仕える司祭

テーマ８

教会・いのちの秘跡

「学び」（過去のできごとを想起する）

「祈り」（いまに照らす）
なが

⇒

学んだことを聖霊の光のもとで眺める。祈りのうちに、

いまの自分の生活と照らし合わせながら、神と殉教者たち
と対話する。その後、自分の具体的な生活の目標を定める。

各テーマは、次のように展開されます。

また、すでに列聖列福されている殉教者の取り次ぎを願っ

・テーマとかかわりのある殉教者のことば、または報告書の抜粋

て日本の教会のために祈る。

・テーマを深めるための聖書のことば

「分かち合う」
（あすに向けて宣言する）
⇒

殉教者の信仰と心情をいまのわたしたちの生活に重ね
おも

あわせて想 う。殉教者をはぐくんだ教会から、いまの教

ばっすい

・それぞれの殉教のできごとに宿されたメッセージを味わい、黙想
するための解説
・祈り

会を照らす。
この「手引き」は、できるかぎり、共同体、または家庭で使用され
ることをお勧めします。また「列福をひかえ、ともに祈る7週間」
に限らず、いつでも共同体の黙想会、養成、個人の祈りなどに幅広
くご活用ください。
12

13

やど

テーマ１ みことばと確かな信仰

せんげん
しょうぐんさま

「残念なことが一つあります。将軍様はじめ、すべ
ての日本人をキリストへ導くことができなかった
ふくなが

ことです」

せつ

不幸なのです」（一コリント9・16）。神のことばを宿した人の切な

（ニコラオ福永ケイアン）

こんなん

る思いは、その宣言のために出くわす､あらゆる困難を乗り越えさ
せます（二コリント11・23−30参照）。キリストに捕らえられた人
みずか

たちが、最後に口にすることばは、自らに宿った神のことばです。
「いまめぐみに満たされて、わたしたちはキリストと教会への信仰
も

マルコによる福音書 16・15−16

のあかしとして、このいのちをすべてささげようと心は燃え上がっ

ローマの信徒への手紙 10・14−15

ています。…この気持ちは、永遠のいのちを約束してくださった主
しまばらはんとう

のみことばからくるものです」（1620年島原半島 の信徒代表たち
きょうこう

解

説

ほうとうぶん

による教皇 パウロ五世への奉答文 ）。「生きているのは、もはやわ

「捨てることのできない教えですので、このようなことになり
おがさわら

たしではありません。キリストがわたしの内に生きているのです」

いしょ

ました」（小笠原みや遺書）。なぜそのことを選ぶのか。なぜ、いつ

（ガラテヤ2・20）。自ら殉教者となった宣教者パウロは、殉教者
だいべん

もそのように生きるのか。なぜそのことのために死んでいくのか。

たちの思いを代弁しています。
は

「これは、あなたがたが受け入れ、生活のよりどころとしている福

く

た

「尽きることのない人生の苦労は、歯 を食 いしばって耐 えるだ

音にほかなりません」（一コリント15・1）。ここにキリスト者の霊

けがすべてではない。できれば、喜んで耐え、ささげたいものだ」。

性があります。

これは、三人の主君に仕えて生きた苦労人ディエゴ加賀山隼人が、

しゅくん

つか

くろうにん

か が や ま は や と

たかやま

せいどう

「わたしの希望は、石や土でできた聖堂 にあるのではなく、ま

殉教を前に妻と三人の娘に宿したことばです。加賀山隼人は高山
うこん

まぬが

りょうさい

たときの移り変わりを免 れえない司祭や、この空の下の何もので

右近 から、高山右近はロレンソ了斎 から、ロレンソ了斎はフラン

もありません。ただ、神にのみ希望をかけているのです」（アダム

シスコ・ザビエルから､神のことばを宿されたのです。

あらかわ

くのう

かか

なまみ

つか

ざひょう

荒川）。苦悩を抱えた生身の人間が、座標を定めたかのように遠く
み

す

「宣べ伝える人がなければ、どうして聞くことができよう。遣

いさぎよ

を見 据 え、いまに対して潔 くなれるのは、神のことばがその心に

わされないで、どうして宣べ伝えることができよう」（ローマ10・

触れたからです。

14−15）。選びと養成と派遣、神のことばが人に宿るためには順序

ようせい

ほどこ

おとず

じゅんじょ

りん

があります。あの混沌 とした社会の中で、それでも凛 として生き

とら

いがこの家に訪れた」（ルカ19・8−10）。神のことばは、囚われた
かいほう

こんとん

きょう

「主よ、わたしは財産の半分を貧しい人に施します」「今日、救

はけん

こくち

る多くのキリシタンをはぐくんだ日本の教会は、みことばを宣言
かたとき

へんよう

人を解放し、福音を告知する者へと変容させていきます。「そうせ

する人と、人びとに宿ったみことばを育てる人の養成を片時 も

ずにはいられないからです。福音を告げ知らせないなら、わたしは

怠 りませんでした。

おこた

14

15
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おこた

14

15

「アダムの死は人びとを感動させました。弱さのために信仰を
すす

テーマ２ 信仰のきずなと教会

もはん

捨てた人びとも、彼の勧 めと模範 によって、また信仰を取り戻し

「教会とは、イエス・キリストを信じ、ともにその

ました」（マトスの報告書）。天草のカテキスタ、アダム荒川が
むな

教えを伝承し、人びとにも伝えるすべてのキリス

つく

虚 しいもの（アダマ）から生きる者（アダム）へ創 りかえられ

ト信者の集りです」

みずか

た自 らの人生と、その死をもって語ったみことば（ケリュグマ）
あっとうてき

「これで有馬の教会の信仰がお分かりでしょう。わ

どのだんぎ

は圧倒的な迫力をもって仲間の心に届いたのです。「殿談義」で有
よねざわ

（どちりなきりしたん）

ありま

たしたちはみな同じこころで、一つになっていま

あまかすうえもん

名な米沢 のルイス甘糟右衛門 によるみことばの宣言は、司祭不在

たけとみかん う え も ん

（レオ武富勘右衛門）

す」

の米沢の教会全体を、あかしする者へと変えました。「残念なこと
ひとこと

が一つあります」と、受けたその使命を最後に一言 で言い切った
たく

ニコラオ福永ケイアン、託 されたみことばを最後まで宣言したカ

マタイによる福音書 18・18−20

テキスタです。

使徒言行録 2・43−47

宣言されたみことばを宿し、大切にはぐくみ（カテケージス）、
と

ゆいいつ

やがていのちを賭 して、みことばが唯一 の希望であることをあか

解

説
みずか

しした多くの殉教者をはぐくんだ日本の教会。いま、だれが宣言し、

い ば し ょ

愛する者に囲まれて人は自 らを自覚します。そこに居場所 を見

だれがはぐくみ、だれがあかししているのでしょうか。わたしたち

つけるからです。居場所とはきずなのしるし。家族も教会もきずな

への問いかけです。

によっていのちを生み、はぐくみ、実らせます。
うんぜんだけ

せいりゅう

ありあけかい

ありまがわ

1613年10月７日、雲仙岳の清流を有明海へと注ぐ有馬川の
かこう

祈

り

永遠の父よ、みことばは人となり、世界に光が与えられました。信

河口には、ロザリオとろうそくを手にした2万人ものキリスト信者
が、殉教する8人の仲間を見守っていました。
ありま

じる者のこころに宿られたみことばが、日々の生活を照らし、その
みことばをすべての人びとに伝えることができますように。わたし

「これで有馬の教会の信仰がお分かりでしょう。わたしたちはみ
な同じこころで、一つになっています」
。
しば

たちの主イエス・キリストによって。アーメン

柱に縛 られたレオ武富勘右衛門が叫びました。それにこたえる
かのように、2万人の仲間の祈りは地鳴りとなって天にこだましま
した。
キリシタン時代の要理書『どちりなきりしたん』には「教会とは、

16
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が、神の子どもと呼ばれる身分にしていただきました」（1620年

そぼく

しまばらはんとう

きょうこう

ほうとうぶん

だ教えを素朴に生きたキリシタンたちの信仰は、互いのきずなを強

島原半島 の信徒代表たちによる教皇 パウロ五世への奉答文 ）。貧

めました。

しさの自覚と告白、そして神の子どもとなるめぐみを受けた喜びが、
りょうしゅありまなおずみ

くにが

ひゅうが

有馬川での事件後、領主有馬直純 は、国替 えを申し出、日向
みやざき けん

てんぽう

か

苦労する仲間との一体感を育てます。いのちを賭けてまでも、弱さ

ろく

（宮崎 県 ）へ転封 。そのとき多くのキリシタン武士は身分と禄 を
しゅくん

あまくさ

あらかわ

のために教会から離れた仲間を励ます天草 のアダム荒川 。追放先

けんご

捨て、有馬に残りました。主君 よりも、堅固 なきずなを選んで生

のマニラで日本人のための、日本人による司祭養成機関の設立を
じょうちょう

きました。神と信じる仲間とのきずなが、何にもかえがたい居場所

しんげん

ゆうきりょうせつ

どうほう

上長 に進言 するディオゴ結城了雪 。「同胞 の救いのために、最
いだ

（教会）を見いださせていたのです。

後まで前進したいという、大きな希望を抱いている」と言い切るペ
き

伝えられた福音を受け止め、集まって祈り始めた信者たち。誕
生した日本の教会のひな形は、エルサレムの初代教会（使徒言行録
2・43−47）でした。そこにはすでに「神の救いの道具、一致のし
げんひせき

べ

しんぴたい

こうせい

トロ岐部 。殉教の時代、キリストの神秘体 を構成 する一員たちで
す。
「教皇様、じつはいま、わたしたちの教会は迫害のまっただ

きょうかい

るし」としての教会、めぐみの「原秘跡 」としての教会（『教会

中に置かれています。…まるで苦しみの小さな部屋に押し込められ

けんしょう

憲章 』１参照）の姿がありました。「右の十か条は、結局二か条

ているかのようです。このようなとき、牧者である教皇様のお声

にまとめられます。一つは唯一の神をすべてにまさって礼拝するこ

（手紙）を聞き、こころから慰 められ、勇気づけられています」

と。次は自分のようにポロシモ（隣人）を大切にすること」（『どち

（奉答文）。過酷 な迫害と、その後250年の司祭不在の潜伏 時代、

りなきりしたん』第7章）。これが教会の使命、信仰生活の内容で

それでも教会が生き残ることができたのは、ローマ教皇への信頼と

なぐさ

かこく

じ

ひ

しょさ

りんじん

す。同じく第12章には、「慈悲 の所作 」と題して、隣人 を大切に

ふへん

はかい

普遍教会との確かなきずなでした。すべてが破壊されたかに見えた

よねざわ

ざひょうじく

する14項目が具体的に示されています。米沢 をはじめ各地の殉教
りょうみん

せんぷく

ゆ

日本の教会で、キリシタンたちの座標軸は揺るがなかったのです。

お

者が、領民 たちに惜 しまれ、愛されて死んだのは、教会の使命を

「七代たてば、パーパ（教皇）さまから、ゆるしの秘跡を授ける司

あわ

理屈なしに生きたからです。苦しみ悲しむ人を見て、
「憐れに思い」、

いだ

祭が送られてくる」（バスチャンの予言）。普遍教会に抱 かれた日
こりつかん

「近づいて」、「触れて」、「もう泣かなくてもよい」（ルカ７・13−

本の教会に孤立感はありませんでした。
うらかみ

14参照）と言った教会がありました。そして、悲しむ人たちが笑っ

「サンタ・マリアのご像はどこ？」 浦上 のキリシタンは、聖

たのです。「希望と喜び」という新たなきずなのうちに、居場所を

母マリアをとおして、カトリック教会を確認しました。「わたしが

見つけたからです。

あなたを忘れることは、けっしてない」との御父の約束は、「見な

おんちち
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さい、あなたの母です」（ヨハネ19・27）と言って、ご自分の十字
テーマ３ ゆずれないものとまことの自由

おんこ

架のかたわらに立つ母マリアを教会の母として差し出した御子のこ

「他のことであれば、すべて従うことができますが、

とばによって実現しました。日本の教会は聖母マリアのもとに誕

救いにかかわることならば、受け入れることがで

しれん

生し、はぐくまれ、多くの試練 を乗り越えてきました。この教会

さいしょしち え

きません」

うつ

の歴史が人の目に不思議に映るのは、そのかたわらにいつも聖母が

も

ん

（レオ税所七右衛門）

にな

たたずんでいたからかもしれません。母はいのちのきずなの担 い
うで

手です。子が安心するのは、その腕の中に居場所を得たときです。

ヨハネによる福音書 12・24−26

わたしはいま、何に囲まれていますか。だれに見守られていま
すか。どこに居場所がありますか。何にもかえがたい、確かなきず

解

説
せいきょうぶんり

ますように。

しんきょう

にぎ

政教分離 、信教 の自由という問題が、最近紙上を賑 わせてい

なを持っていますか。「同じ思いで生きることの幸せ」を感謝でき

ます。この問題は日本の教会にとって、昔もいまも、つねに最大の
課題でした。キリシタン時代の迫害の原因も、明治に入ってからの
うらかみよんばんくず

祈

り

さぐ

浦上四番崩 れと呼ばれる迫害も、その原因を探 ると、この問題に
つ

いつくしみ深い父よ、あなたは何のとりえもないわたしたちを、

せんたく

突 き当たります。何よりも神を絶対とした殉教者たちの選択 は、
しょう

めぐみによって神の子の身分にしてくださいました。このきずなに

まさにこの問題から生じたのでした。
どじょう

よって集められたわたしたちが、あなたの思いをすべての人に伝え、

てきおう

日本の教会は、キリスト教を日本の土壌 に適応 させるという涙

あなたとのきずなのうちに、まことの幸せを見いだすことができる

ぐましい努力を続けてきました。1549年に聖フランシスコ・ザビ

めぐみをお与えください。

エルが来日。彼の基本方針は、日本の文化への適応 でした。イエ

てきおう

じゅんさつし

わたしたちの主イエス・キリストによって。アーメン

ズス会の巡察使 、ヴァリニャーノ師によって1579年から行われた
かいかく

日本の教会の改革 は、日本の文化、宗教を理解しキリスト教を宣
教することでした。何とかしてキリスト教は外国の宗教という印
象をぬぐいさろうとしたのが、400年前の日本の教会でした。
ろせん

ところが、この路線 に沿って努力しても、どうしても乗り越え
いっしんきょう

られないものがキリスト教にはありました。それは一神教 という
ゆいいつ

教えです。唯一 の神をどうしても否定できない教えです。当時の
20
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ところが、この路線 に沿って努力しても、どうしても乗り越え
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られないものがキリスト教にはありました。それは一神教 という
ゆいいつ

教えです。唯一 の神をどうしても否定できない教えです。当時の
20
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かか

こくぜ

宣教師も、迫害の原因は、日本という国が掲 げる「国是 」とキリ

たとえ主君の命令があってもこの信仰だけは捨てることができない

ぜったい

スト教が掲げる唯一絶対 の神への信仰とが合わないことにあると

と、洗礼を受けるときに述べているのです。キリストを信じる者は、

いせいしゃ

分かっていました。キリシタン時代、為政者が考えていた「国是」
ぶっきょう

しんとう

じゅきょう

こんかん

でんとうぶんか

とは、仏教 、神道 、儒教 を根幹 とする伝統文化 に基づく神国 日
どじょう

とができないとの信念に生きています。実際、彼はわずか4か月の

おびや

本というものでした。この神国を形作る文化の土壌 を脅 かすいか
はいじょ

たとえ親であっても主君であっても、教えに反するものには従うこ

しんこく

信者生活を送ったに過ぎません。殉教のときのことばも、受洗のそ

つと

なるものをも排除 することが、為政者の務 めであると考えられて

れとまったく同じです。「他のことであれば、すべて従うことがで

いました。こうしてキリスト教は、国是に絶対に合わない外国の宗

きますが、救いにかかわることならば、受け入れることはできませ

はいじょ

教として排除されました。
みやこのじょう

ん」
みやざきけん

税所七右衛門は都城 （宮崎県 ）に生まれ育ちました。領主、
ほんごうみつひさ

ひでよし

ひらさ

かごしまけん

しゅくん

北郷三久 が秀吉 によって平佐 （鹿児島県 ）に移されたとき、主君
に従って平佐に移りました。平佐ではキリスト信者である友人の一
しまづはん

り
人びとにまことの自由を与えてくださる神よ、殉教者に学ぶ

うずま

人をとおして教会と出会いました。彼は島津藩に渦巻いている反キ
ふ ん い き

祈

わたしたちに、大切なものを見分ける確かな判断力と、どのよう

じょうし

リスト教的雰囲気 を十分感じていたし、直属の上司 である北郷三
し ま づ け

な困難の中でも、ゆずることのない信仰をお与えください。

しょうち

久が島津家 に気がねしていることも十分承知 していました。それ

わたしたちの主イエス・キリストによって。アーメン

ふ

を承知で、七右衛門は受洗に踏 みきったのです。1608年７月22日
かっこ

のことでした。確固とした信念を示すために、その昔ローマがゲル
かんぜん

マン民族の侵入に悩まされていた当時、敢然 と彼らの侵入を防い
だ聖人レオを保護の聖人に選び、洗礼名にしました。
けつい

洗礼を受けたときの決意を表わしたことばが残っています。
しょうち

「承知 しています。しかし、キリストの教えに救いがあると分か
ったので、だれも、わたしをそこから引き離すことができないでし
ょう」。
「承知しています」とは、島津家が反キリスト教であること、
主君の北郷三久がそれに気がねして自分の受洗を喜ばないこと、
さいあく

しょけい

最悪 の場合は処刑 の可能性が高いことなど、すべてを承知してい
るとの意味です。それでも、キリスト教にしか救いがないので、
22
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さいあく

しょけい

最悪 の場合は処刑 の可能性が高いことなど、すべてを承知してい
るとの意味です。それでも、キリスト教にしか救いがないので、
22

23

と

しょけい

あ

き みいり

たかまつじょうしゅ

中心になる指導者を捕 らえて処刑 しました。安芸 三入 の高松城主
じゅうしん

テーマ４ 弱い立場の中に輝く希望

くまがいぶぜんのかみもとなお

で毛利家の重臣 メルキオール熊谷豊前守元直 とともに捕らえら

「わたしには夜道などありません」

（ダミアン）

れたもう一人の中心人物は、世間からまともに相手にされなかった
しりょくしょうがい

び

わ ほうし

であろう視力障碍をもつ琵琶法師、ダミアンでした。福音に目覚め
がくれき

コリントの信徒への手紙 二

た羊の群れの世話をするには、健康、学歴、社会的な地位や立場な

12・7−10

せいれい

そそ

どは問われません。聖霊 の注 ぎだけで十分です。元直が殉教して
たいまつ

解

説
さべつ

す

むしば

への道を急ぎました。
よみち

しんしん

こころを蝕みます。生まれ、男女の違い、心身の力、教育、職業、
あ

「わたしをだましたつもりですか。わたしには夜道 などありま
けいじょう

やみ

貧富、挙げればきりがありません。しかしその闇にこそ、福音の光

あざ

。
せん。まして刑場への道は鮮やかに見えます」
わき

かがや

湯田への道を脇 にそれ、刑場へ引きゆく役人に、ダミアンが投

が輝き出ます。
ほそかわけ

しんせき

ふくおか

細川家 の親戚 でありながら、キリスト信者であるゆえに福岡 と
くまもと

だ

く

差別 は時代と場所を問いません。さまざまな形で人に巣食 い、
ひんぷ

ゆ

3日目の夜のこと。役人はダミアンを捕らえ、松明をともして湯田

なんきんせいかつ

ひとこと

げた一言です。
はらもんどたねのぶ

おがさわらげんや

熊本 で軟禁生活 を強いられ、殉教した小笠原玄也 とみやの11人家

しもうさのくに

ち

ば けん

うす い

ヨハネ原主水胤信 は下総国 （千葉 県 ）臼 井 城主の子に生まれ
とくがわいえやす

ほうこうにん

はしりしゅう

かしら

ばってき

族。この一家を奉公人 として支え続け、一家とともに殉教する道

ました。20歳で徳川家康 を守る役目である走衆 の頭 に抜擢 され

を選んだ4人の女性がいます。当時は出身も名前も書き残されない

ました。ところが1612年、岡本大八 の贈収賄 事件に絡 み、家康が

身分でしたが、玄也の家族と一緒に福者の列に加えられます。小笠

家中 のキリシタン武士14人を追放しました。そのとき主水も姿を

おかもとだいはち

ぞうしゅうわい

から

かちゅう

みっつう

げんかく

原の家族とその奉公人は、厳格 だった身分制度のわくを超え、信

くらまします。2年後の1614年秋、彼は捕らえられ、密通の罪まで

仰の深いきずなで結ばれていたに違いありません。そうでなけれ

着せられ、安倍川の川原で指を切り落され、額に焼印を押されてし

あ べ か わ

とら

かわら

ひたい

もも

た

ば13年におよぶ、囚われの暮らしを耐えられるはずはありません。
しょく

すじ

まいます。そして最後には腿の筋を切られて放り出されました。
なん

こ

心身が不自由な人びとは、日ごとに食 を請 うてその日をつなぐ

やきいん

え

ど

あさくさ

安倍川の難 から８年後、生まれ変わった主水は、江戸 ・浅草 の

いしょく

しかない時代。自分の衣食 を得る光を失ったダミアンは、人びと
やしな

ていへん

ハンセン病者の家にいました。その間の記録は何もありません。し
しょうぐん

そっきん

さいかそう

めいよ

のこころを養う信仰の光を得たのです。社会の底辺に追いやられ、

かし将軍 の側近 という地位から社会の最下層 に落され、名誉 も財

いわれないさげすみを受けたダミアンは、福音を信じる者の中心

産も、体の自由まで失った主水は、主の十字架と出会いました。
てんじょう

もうりてるもと

やまぐち

ね

ひた

だ

毛利輝元は、1605年の夏、山口の教会を根絶やしにするために、
24

よろこ

「不自由な体になり働けないので苦しんだ。だが天上 の歓 びに浸

にいて、生きる力と勇気を与えました。

っていた」。1615年の宣教師の報告は、このように語っています。
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っていた」。1615年の宣教師の報告は、このように語っています。
25

おび

くみ

「帯 の組 」を作って信仰生活を守っていた江戸の貧しい信者たち

テーマ５ 復活の福音を担う女性たち

の中心人物になったのは、身動きもままならない主水でした。信徒
ふ

ぎ みっつう

「だいじょうぶ、もうすぐすべてがはっきりと見え

しょう

たちは、不義 密通 の重い罪を犯して、人生を失ったかに見える障

はしもと

（テクラ橋本）

るから」

がい しゃ

碍 者 ・主水を受け入れて自分たちの支えにしたのでした。主水が
人びとを助けることができたのは、人生の闇を見、苦しみのきわみ
へんけん

を体験したからこそでしょう。また信者たちも世間の偏見 に左右
とら

しん

されることなく、キリストに囚 われた真 の神のしもべを見いだし

ヨハネによる福音書 19・25
イザヤ書 49・14−15

ました。
自分が告げたことばは神から受けた真の福音であることをあかし

解

聖書の中の女性たちを、そのままキリシタン時代と現代に

たましい

して、主水は、1623年12月4日、その魂を主に返しました。
ほのお

もうい

ふ

つつ

かいま み
は

「炎 が猛威 を振 るって体を包 んだとき、主水はその身に這 い上
うで

だ

説

よ

がる炎に腕 を回し、特別に大切なもののように抱 き寄 せようとし
ねんぽう

。
ました」
（1624年年報）
何の希望も見いだせないと感じるときでも、希望は決して失わ
れないことに気づけるように、神は見捨てられた人びとを、あかし
びと

人に選びました。

さっかく

垣間 見 る、これは錯覚 でしょうか。福音書には、イエスの救いの
つら

とうじょう

道に連 なる多くの女性が登場 します。その一つひとつの出会いが
福音的な「女性独自の人生の新しさ」を伝えています。とくにイエ
スの十字架のとき、正面から向き合い、たたずむ女性たちの姿は
あざ

たく

鮮 やかです（ヨハネ19・25、マタイ27・55参照）。すべてを託 し
ゆ

はげ

しれん

て生きた人生とその忠実さが揺 さぶられる激 しい試練 の中で、女
ふ

性たちは踏みとどまりました。主の復活を最初に告げた者は、あの
祈

り
限りない愛を示してくださる神よ、あなたは弱い者を選んで人びと

の助けとし、喜びの福音を告げる足としてくださいます。弱い立場
に追いやられた苦しみをとおして主と出会った殉教者にならい、
くなん

苦難の中にこそ主への希望を見いだすめぐみをお与えください。わ
たしたちの主、イエス・キリストによって。アーメン

十字架のかたわらに立った女性たちにほかなりません。そしてそ
こに、イエスの母がいました。
やつしろ

たけだごひょうえ

つま

八代 のシモン竹田五兵衛 の妻 アグネスは、殉教をひかえた夫の
さいご

前で自分の髪を切り落としています。まばたきもせず、夫の最期の
ころ

むね

ありさまを見届けると、やがて転 がった夫の首をうやうやしく胸
だ

ぐんしゅう

に抱 いています。その夫婦の姿に、役人をはじめ群衆 は目に涙を
ためたと伝えられています。その日の夕方、夫にこたえるように
まごころ

アグネスも殉教者になりました。愛を知り、その愛に真心 からこ
26
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27

たえて生きたとき、互いに同じ道をたどる者になっていました。

ます。「だいじょうぶ、もうすぐすべてがはっきり見えるから」。カ

げんてん

れいせい

夫婦のきずなの原点です。

タリナは安心したことでしょう。母テクラの霊性 には、聖母マリア

ころ

かいしん

おもかげ

「みなさまの中で、転ばれたかたがたが回心なさいますように、
ね

いろこ

の面影 が色濃 く映って見えます。「マリアはこれらのできごとを、

は

おさ

信仰を守っておられるかたがたは、さらに深くその根を張りますよ

めぐ

すべて心に納めて、思い巡らしていた」（ルカ2・19、2・51）。「そ

しゅうとめ

いちず

うに」。シモンの母、アグネスの姑 であるヨハンナのことばです。
しんぼう

のときには、はっきり知ることになる」と信じて、一途に生きる母

せなか

倒れたわが子には寄り添い、辛抱 して生きる子には、その背中 を
すがた

をとおして、子どもたちはイエスの母マリアと出会うのです。

てんけいてき

押す母の姿 です。聖書の中で女性の典型的 な姿は神の母性の中

「女の身でありながらこのような死を受けることができるとは、

に（イザヤ49・14−15、66・13、詩編131・2−3参照）見いだされ

何とありがたいことでしょう。捨てることのできない教えですので、

とほう

こおう

ます。途方にくれる人間の「うめき」に呼応して「言葉に表せない

このようなことになりました」。これが女性であり妻であり、母で

うめきもって」（ローマ8・26）とりなしてくださる聖霊、神は特

あった小笠原 みやの信仰告白 です。自分の中に根 をおろし駆 り

おがさわら

たく

そんげん

せいしんてき

別な方法で女性にその使命を託されました。女性の尊厳と精神的、
れいてき

こくはく

ね

か

あざ

立てた思いを、みやは鮮やかにあかししました。

ゆ えん

おもかげ

霊的な強さの由縁は、ここにあります。

殉教した女性や母たちの中には、聖母マリアの面影があります。
けいじょう

「イエスさまはカルワリオヘ歩いて登りました」と、刑場 へ
の道を自分の足で歩きたいと願う少年ディエゴ、感謝と希望のしる
たきぎ

ずじょう

その使命を一途に生きる女性たちのかたわらに、いつも「イエスの
母がいる」
（ヨハネ2・1、19・25参照）からでしょう。

あね

しに足元の燃える薪 を頭上 にかざす姉 マグダレナ。「子よ、天を
あお

ほのお

仰 ぎなさい」。炎 をかいくぐり、すがりつくわが子に励ましのこ
くろう

かさ

とばをかける母マルタ。いくつもの苦労 を重 ねてこころは柔 らか
うたが

かいほう

祈

り

やわ

いつくしみ深い父よ、聖母マリアの取り次ぎによって祈ります。

みずうみ

しょうがい

しんぴ

くされ、やがて疑 うことから解放 されています。「湖 の上を渡る

あなたはイエスの母、教会の母である聖母マリアの生涯 の神秘 を

信仰」（マタイ14・28−33参照）を身につけた母がここにいます。

とおして、女性一人ひとりが受けた召命 の尊 さと豊 かさを示し

しょうめい

くみ

せいがん

そだ

てくださいます。わたしたちが、殉教した女性たちにならい、
こんめい

貞潔の誓願を立てる女性に育て上げました。
はしもとたひょうえ

みおも

ゆた

むすめ

その信仰と祈りが、息子を「少年の殉教の組 」の代表に、娘 を
ていけつ

とうと

しめい

混迷 する現代社会の中で、与えられた召命と使命 を希望と喜びの
かか

ヨハネ橋本太兵衛 の妻、身重 のテクラは、3歳の娘を抱 え、十

うちに果たすめぐみをお与えください。わたしたちの主イエス・キ

となり

字架につけられていました。隣 の十字架には13歳のカタリナと６
しば

リストによって。アーメン

もうれつ

歳のペトロが縛 られていました。猛烈 な炎と煙の中で娘カタリナ
さけ

が叫 びます。「お母さま、もう何も見えません」。すると母は答え
28
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たえて生きたとき、互いに同じ道をたどる者になっていました。
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が叫 びます。「お母さま、もう何も見えません」。すると母は答え
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つと

の体験をしっかりと子どもに伝える務 めがあります。それには、
みずか

テーマ６ 父である神の思いを生きる親たち
おがさわら げ ん や

「忠興様、何と仰せられようとも」 （小笠原玄也）

まず父親自身がきぜんとした生き方を自らにかさなければなりま
すじ

せぼね

せん。一本筋がとおった、背骨がしっかりした生き方が必要でしょ
ようぶん

たいしつ

う。それには、福音という養分 で自分の体質 を変えていくことで
せなか

ヨハネの手紙 一 2・12−17

す。信仰によってしっかりと立つ父親の背中を見て、子どもたち

ヨハネの手紙 一 5・1−5

は自分たちの生き方を学ぶものです。
ほそかわけ

かろう

か が や ま は や と

小笠原玄也は、細川家 の家老 の一人、ディエゴ加賀山隼人 の
ちょうじょ

解

説
ふ せい

はやと

長女 みやと結ばれました。玄也は、妻みやとその父親、隼人 の
けんい

てい き

えいきょう

父 性 の権威 について問題を提 起 した本が、ひところ話題を呼び
ちちおやぞう

ほど

きょういくろんそう

とくがわ ば く ふ

ました。そこで提起された父親像 は、教育論争 にまで発展しま

しゅくん

ほそかわただおき

せいさく

てん

禁じるや、主君 、細川忠興 も反キリスト教政策 に転 じました。隼

おとな

子どもは自分にあるものに気づき、成長すると主張します。大人に

きんきょうれい

ました。1614年、徳川 幕府 が「禁教令 」によってキリスト教を

じんけんは

した。人権派と呼ばれる人たちによれば、黙って見守っていても、

すじがね い

影響 を受けて教会の門をくぐり、程 なく筋金 入 りの信仰者になり

てんしゅう

人は、さっそく呼び出され、転宗 を迫られました。他方、小笠原

ふせいふっけんは

いんせきかんけい

大切なのは「待つ」ことです。これに対し父性復権派と呼ばれる人

家は、細川家と姻戚関係 にあった関係上、転宗を迫られることは

たちによれば、現代の日本の父親はふがいなく、家庭での存在感が

ありませんでした。それを知った玄也は、「転ばない書き物」とい

薄い。教育の多くの問題は、それが原因で起こると言います。

う手紙を主君、忠興に出しました。「忠興様、あなたが何と仰せに

おお

り ふ じ ん

おびや

理不尽 と思われることが家庭を脅 かしても、きぜんとしてこれに

なっても、わたしは決して転宗しません」という内容です。しかも

いつく

立ち向かう父親がいない。現代の教育問題は、慈 しむ父親像を大
かべ

それに続けて、「今後のためにこの手紙を送ります」と書き、自分

たの

だんげん

ろく

切にするあまり、子どもの成長のために、あえて壁 となる頼 もし

の決心は今後も変わらないと断言 しました。その結果、禄 を取り

い父親がいなくなったと主張します。

上げられた玄也一家は、郊外 で農業 をいとなみながら、窮乏 生

こうがい

ぎろん

かげ

うす

のうぎょう

きゅうぼう

た

議論 はともかく、家庭において父親の影 が薄 くなっていること

活を耐えました。こうした、先の見えないつらい状況の中にあって

は確かでしょう。これがひいては、聖書が伝える「父なる神」とい

も、９人の子どもを産み育てました。周囲の人びとは、どうしてこ

う考えも分からなくしているようです。ヨハネによれば、親は最初

んな困難なときに子どもを産み育てるのか、疑問を抱 いていまし

に神の教えを知った者であり、その教えを子どもに伝えることが務

た。多くの困難を抱えているから産まないのではありません。困

めであると言っています（ヨハネ一2・13参照）。その教えとは「互

難にあるからこそ、産んで育てようとしたのです。子どもは神から

いに愛し合うこと」です。父親は先に生まれたからこそ、その人生

の授かりもの、神様に返すことが親の務めと考えていたからでした。

いだ
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信仰をもっているからこその結論です。
くまもと

テーマ７ 慈しみの秘跡に仕える司祭

1632年、主君の細川家が熊本 に移されたとき、ともに熊本に入
そにん

「この大きな苦しみを、神への愛のために」

り、一軒の家が与えられました。しかし間もなく訴人 が出たため

なかうら

や し き ろう

（ジュリアン中浦）

屋敷 牢 に閉じ込められ、50日を過ごしました。その間に一家は16
いしょ

むすこ

通の遺書を残しています。息子や娘のものもそれに含まれていて、
読む者に多くを考えさせてくれます。子どもたちは、親が信仰を

ヨハネによる福音書 10・11−18

きょうせい

強制 したからではなく、自分たちが殉教の死を選んだと述べてい

コリントの信徒への手紙 二

4・8−18

ます。子どもは親が生きる背中を見て育つものです。一本筋がとお
った生き方を父親が見せることで、子どもたちは確かな生き方を学

解

説

せいじゅく

んでいくものです。

成熟した信徒が育つところに、司祭・修道者の霊性も、その輝き
を増します。同じように、信徒は、司祭・修道者の奉仕によって、

祈 り

さらに成長していきます。これは、迫害のもとにあった日本の教会
とくちょう

人びとを導いてくださる神よ、あなたは殉教を遂げた父親たち
の模範をわたしたちに与え、家庭をとおして信仰に奉仕する者の姿

の特徴と言えるでしょう。
今回列福される4人の司祭たちは、とりどりの道を歩みましたが、
きわだ

きょうつうてん

を示してくださいます。一家の柱である父親が、家庭にあっても社

同時に、際立 った共通点 も見いだせます。まず彼らは、秘跡にい

会にあっても、その役割を意識し、信仰をもって使命を果たすめぐ

のちをかけていました。信徒たちが活躍する教会が育っていく中で、

みをお与えください。わたしたちの主イエス・キリストによって。

なぜ多くの若者が、厳しい司祭の道をめざしたのでしょう。それは、

アーメン

秘跡をとおして神と人びとに一身 をささげたいという、一途 な思

いっしん

いちず

せいたい

いにかられたからにほかなりません。聖体とゆるしの秘跡なしに、
厳しい迫害と苦難に耐え抜くことは不可能であることを、みな
いちよう

さいぎ

おんちち

一様 に知っていました。感謝の祭儀 には、御父 の愛、イエスの生
せいれい

き方、聖霊 のわざが、すべて現れています。だからキリストをと
おして父なる神に結ばれた人は、聖体の秘跡なしには生きられませ
いっとき

ん。そして信じる者は、たとえ一時、御父を離れてしまっても、ゆ
るしの秘跡によって、何度でも御父に立ち帰ることができます。司
32
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成熟した信徒が育つところに、司祭・修道者の霊性も、その輝き
を増します。同じように、信徒は、司祭・修道者の奉仕によって、

祈 り

さらに成長していきます。これは、迫害のもとにあった日本の教会
とくちょう

人びとを導いてくださる神よ、あなたは殉教を遂げた父親たち
の模範をわたしたちに与え、家庭をとおして信仰に奉仕する者の姿

の特徴と言えるでしょう。
今回列福される4人の司祭たちは、とりどりの道を歩みましたが、
きわだ

きょうつうてん

を示してくださいます。一家の柱である父親が、家庭にあっても社

同時に、際立 った共通点 も見いだせます。まず彼らは、秘跡にい

会にあっても、その役割を意識し、信仰をもって使命を果たすめぐ

のちをかけていました。信徒たちが活躍する教会が育っていく中で、

みをお与えください。わたしたちの主イエス・キリストによって。

なぜ多くの若者が、厳しい司祭の道をめざしたのでしょう。それは、

アーメン

秘跡をとおして神と人びとに一身 をささげたいという、一途 な思

いっしん

いちず

せいたい

いにかられたからにほかなりません。聖体とゆるしの秘跡なしに、
厳しい迫害と苦難に耐え抜くことは不可能であることを、みな
いちよう

さいぎ

おんちち

一様 に知っていました。感謝の祭儀 には、御父 の愛、イエスの生
せいれい

き方、聖霊 のわざが、すべて現れています。だからキリストをと
おして父なる神に結ばれた人は、聖体の秘跡なしには生きられませ
いっとき

ん。そして信じる者は、たとえ一時、御父を離れてしまっても、ゆ
るしの秘跡によって、何度でも御父に立ち帰ることができます。司
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かえり

ちゅうや

さらに、この4人の司祭の特徴は、並はずれた国際性です。ペト

祭たちは、秘跡による奉仕のために危険を顧 みず昼夜 を分かたず
めぐ

歩き続け、驚くほど広い地域を巡り歩きました。また信者たちも、
きけん

ロ岐部とジュリアン中浦は世界を見て歩き、トマス金鍔次兵衛とデ

しょうち

ィオゴ結城了雪は、マカオやフィリピンで学んでいます。彼らは、

身の危険を承知で司祭を招き、秘跡に近づこうとしました。

なが

次に、いのちがけで信徒の世話をする司祭たちの養成に、当時の

世界という視点から日本を眺 める世界観を養いました。ディオゴ

教会は、きわめて長い年月をかけました。この時代、多くの司祭は、

結城了雪は、日本の教会で働く司祭の養成方法 や日本の教会の運

ようせいほうほう

じょかい

べんがく

ため

つい

叙階 までに勉学 と試 しのために20年以上のときを費 やしていま
き

営について、ローマのイエズス会総長にラテン語で自分の考えを述
けんしき

べ

す。ペトロ岐部は、行く先ざきで司祭への門が閉ざされ、目上の反

べる手紙を送る見識を備えていました。４人の司祭の生き方をたどっ

対さえ受けました。しかし彼は、徒歩でたどり着いたローマで叙階

ていくと、そこには、現代日本の教会に奉仕する司祭や修道者に求

しょうがい

つらぬ

され、生涯 、司祭の道を貫 きとおしました。ジュリアン中浦は、

められる霊性が見えてきます。

けんおう し せ つ

遣欧使節の務めを果たして日本に帰った後、イエズス会に入りまし
しん

た。でもそこから、ジュリアンの真の苦難が始まります。ラテン語

祈

り

かてい

の勉学の過程で二度落第し、同年代の神学生より何年も遅れて司祭
きんつば じ ひょうえ

になりました。トマス金鍔 次 兵衛 は、籍 を置いたイエズス会の
ようせい き か ん

希望のみなもとである神よ、弟子たちを愛しぬかれたイエスになら

せき

い、進んでいのちをささげた殉教者をとおして祈ります。わたし

と

養成 機関 が閉 じられてしまったこともあり、やがて聖アウグスチ

たちもまた、秘跡によって、日々古い人に死に、新たないのちの中

ノ修道会に入って司祭になりました。

で、ひたすら主の道を歩む力をお与えください。わたしたちの主、

なみはず

ごうたん

じゅうなん

か

そな

彼らは、並外れた豪胆さと同時に、柔 軟 さを兼ね備 えていまし

イエス・キリストによって。アーメン

じょう

た。ペトロ岐部は、マカオで司祭への道が閉ざされたと知るや、常
じん

人では考えもつかない柔軟な発想で切り抜けます。インドからイラ
さばく

こ

ン高原の砂漠を越えて歩きとおし、ついにローマにたどり着きまし
なんぱ

た。船での日本への帰り道では、四度の難破を経験しました。トマ
と

しま

ぶぎょうしょ

ばてい

ス金鍔次兵衛は、キリスト信者を取り締っていたその奉行所に馬丁
として住み込み、夜は姿を変えて信者を訪ね歩きました。ジュリ
きゅうしゅうぜんいき

ゆうきりょうせつ

アン中浦は、 九州 全域 を、ディオゴ結城了雪 は、ほとんど日本
全国を歩き回り、旅の途中で捕らえられます。「この大きな苦しみ
を、神への愛のために」
。これがジュリアン中浦の最期のことばです。
34

35

かえり

ちゅうや

さらに、この4人の司祭の特徴は、並はずれた国際性です。ペト

祭たちは、秘跡による奉仕のために危険を顧 みず昼夜 を分かたず
めぐ

歩き続け、驚くほど広い地域を巡り歩きました。また信者たちも、
きけん

ロ岐部とジュリアン中浦は世界を見て歩き、トマス金鍔次兵衛とデ

しょうち

ィオゴ結城了雪は、マカオやフィリピンで学んでいます。彼らは、

身の危険を承知で司祭を招き、秘跡に近づこうとしました。

なが

次に、いのちがけで信徒の世話をする司祭たちの養成に、当時の

世界という視点から日本を眺 める世界観を養いました。ディオゴ

教会は、きわめて長い年月をかけました。この時代、多くの司祭は、

結城了雪は、日本の教会で働く司祭の養成方法 や日本の教会の運

ようせいほうほう

じょかい

べんがく

ため

つい

叙階 までに勉学 と試 しのために20年以上のときを費 やしていま
き

営について、ローマのイエズス会総長にラテン語で自分の考えを述
けんしき

べ

す。ペトロ岐部は、行く先ざきで司祭への門が閉ざされ、目上の反

べる手紙を送る見識を備えていました。４人の司祭の生き方をたどっ

対さえ受けました。しかし彼は、徒歩でたどり着いたローマで叙階

ていくと、そこには、現代日本の教会に奉仕する司祭や修道者に求

しょうがい

つらぬ

され、生涯 、司祭の道を貫 きとおしました。ジュリアン中浦は、

められる霊性が見えてきます。

けんおう し せ つ

遣欧使節の務めを果たして日本に帰った後、イエズス会に入りまし
しん

た。でもそこから、ジュリアンの真の苦難が始まります。ラテン語

祈

り

かてい

の勉学の過程で二度落第し、同年代の神学生より何年も遅れて司祭
きんつば じ ひょうえ

になりました。トマス金鍔 次 兵衛 は、籍 を置いたイエズス会の
ようせい き か ん

希望のみなもとである神よ、弟子たちを愛しぬかれたイエスになら

せき

い、進んでいのちをささげた殉教者をとおして祈ります。わたし

と

養成 機関 が閉 じられてしまったこともあり、やがて聖アウグスチ

たちもまた、秘跡によって、日々古い人に死に、新たないのちの中

ノ修道会に入って司祭になりました。

で、ひたすら主の道を歩む力をお与えください。わたしたちの主、

なみはず

ごうたん

じゅうなん

か

そな

彼らは、並外れた豪胆さと同時に、柔 軟 さを兼ね備 えていまし

イエス・キリストによって。アーメン

じょう

た。ペトロ岐部は、マカオで司祭への道が閉ざされたと知るや、常
じん

人では考えもつかない柔軟な発想で切り抜けます。インドからイラ
さばく

こ

ン高原の砂漠を越えて歩きとおし、ついにローマにたどり着きまし
なんぱ

た。船での日本への帰り道では、四度の難破を経験しました。トマ
と

しま

ぶぎょうしょ

ばてい

ス金鍔次兵衛は、キリスト信者を取り締っていたその奉行所に馬丁
として住み込み、夜は姿を変えて信者を訪ね歩きました。ジュリ
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動きとれず、公の信仰宣言ができないとき、司祭にしか授与できな
テーマ８ 教会・いのちの秘跡
せいたい

ひんぱん

いがゆえに、そう頻繁 に近づけなかった「秘跡」が、キリシタン

さんび

「いとも尊きご聖体は賛美されますように」

ぎゃくせつてき

うちぼりさく う え も ん

（パウロ内堀作右衛門）

共同体のきずなのかなめとなったという事実は、何か逆説的 で不
思議です。秘跡だけが人びとを純粋に結びつけ強める唯一の力で
した。

きゅうれい

「わたしのがわでは、救霊を受けるにふさわしいこ
とは何もできません。ただ、主イエスがお救いに
なろうとする仲間の集いにふたたび立ち戻らせて
つつし

くださるよう謹んでお願いいたします」

つど

信仰が取り締まりを受けはじめたころ、人びとはひそかに集い、
しゅくべつ

祝別 されたコンタツ（ロザリオ）を手に輪となって、ときには思
らいほう

いかけない司祭の来訪 を受けて「ご聖体」の前にひざまずき、ゆ
あんど

むね

やみよ

るしの秘跡に安堵 の胸 をなでおろしました。このように、闇夜 の

（こんちりさんのおらしょ 末尾）

あらし

嵐 が過ぎさるのを待つかのように、息をひそめてじっと迫害を耐
えたのです。

ヨハネによる福音書 6・48−68
コリントの信徒への手紙 一

信仰が固く禁じられた世にあっては、共同体の長老が、いにしえ
きおく

11・16−33

たよ

の記憶 を頼 りに「ミサ」の形をひそかに伝え続けました。また、
もど

「ゆるしの秘跡」は、やがて「パードレが再び戻ったときに告白す
解

く

説

あらた

る」との覚悟をもった人びとの、心からの悔 い改 め（こんちりさ

ざしき

座敷の中央に置かれたご聖体の周りで静かに祈る信徒たち。久し
ひせき

んのおらしょ）によって生き続けました。キリシタンが生きた時代、
せんぷく

きかん

ぶりに現れた司祭に「ゆるしの秘跡」を受け、感激の涙を流す村人

「形」をもって伝えられたイエス・キリストの愛は、潜伏 の期間 、

たち。迫害と潜伏の中、キリシタンは、それまで以上に「秘跡」を

「形なき」祈りとなって人びとを励ましました。

大切にしていました。

多くの殉教者の中でも、とくに聖体への賛美を死にいたるまで口

しまばらはんとう

ときは1590年代の半ば、島原半島はじめ日本のあちらこちらに、
ひでよし

「秘跡」を中心としたキリシタンの集いが見られました。秀吉 の
ば て れ ん ついほうれい

うんぜん

よねざわ

やつしろ

にし続けた雲仙 のパウロ内堀作右衛門や、米沢 の信徒代表、八代
じ ひ や く

しんとそしき

の慈悲役たちは「こんふらりや」と呼ばれる信徒組織をつくり、そ
かしら

伴天連 追放令 後の世で、キリシタン総人口約22万人に、わずか40

の頭として奉仕しました。彼らは、司祭不在の共同体のかなめであ

人そこそこの司祭が奉仕した時代。ご聖体を囲み、ゆるしの秘跡を

り、司祭臨席のもとでは信徒代表として典礼に奉仕しました。い

きょうじん

だんけつりょく

なん

大切にしようとした共同体だけが、迫害の中で強靭 な団結力 を

つ何どき、司祭が訪問してもよいように、ミサとゆるしの秘跡のた

示すことができたと、ある宣教師の報告は伝えています。司祭が身

め、信徒の身辺を見守り、心の準備にあたりました。つまり、殉教
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伴天連 追放令 後の世で、キリシタン総人口約22万人に、わずか40

の頭として奉仕しました。彼らは、司祭不在の共同体のかなめであ

人そこそこの司祭が奉仕した時代。ご聖体を囲み、ゆるしの秘跡を

り、司祭臨席のもとでは信徒代表として典礼に奉仕しました。い
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大切にしようとした共同体だけが、迫害の中で強靭 な団結力 を

つ何どき、司祭が訪問してもよいように、ミサとゆるしの秘跡のた

示すことができたと、ある宣教師の報告は伝えています。司祭が身

め、信徒の身辺を見守り、心の準備にあたりました。つまり、殉教
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者の信仰は、一人ひとりのものというより、「こんふらりや」とい
つちか

う共同体の支えによって培 われたということです。その中心にあ
ったのが「秘跡」です。
たん

そうごふじょ

しゅうだん

キリシタンの信徒共同体は、単 なる相互扶助 のための集団 では
ないことを思い起こすべきでしょう。キリストの「愛のしるし」
である「秘跡」を中心に、この信徒共同体は存在したのです。イエ
ス・キリストの救いのわざ。その目に見えない現実を、目に見える
形とした「しるし」。いつかは過ぎさる「この世」の苦しみや迫害
ふ とう ふ くつ

た

しの

ちょうしぜん

を、不 撓 不 屈 の精神で耐 え忍 ばせたものは、秘跡が与える超自然
とうと

なぐさ

のきずなの強さです。その秘跡の 尊 さと 慰 めのゆえに、この世
くつ

では貧しく弱い人間が、どのような圧力にも屈することのない強さ
ほこ

と誇りを身におびることが可能となりました。

祈

り
愛に満ちた父である神よ、あなたは聖体の秘跡によって信じる者を

一つに集め、ゆるしの秘跡をとおして、あなたに立ち返る者に慈し
みを示してくださいます。教会が、秘跡による奉仕をとおして、あ
なたの愛を力強くあかしするめぐみで満たされますように。
わたしたちの主、イエス・キリストによって。アーメン

38

39

188殉教者一覧
主な殉教者

殉教年月日

殉教地

1603. 12.08

熊 本

1603.12.09

八 代

1606.08.16

〃

1609.01.11

〃

メルキオール熊谷豊前守元直

1605.08.16

萩

ダミアン

1605.08.19

山 口

1608.11.17

川内平佐

ヨハネ南五郎左衛門
1八代の殉教者1

11人

シモン竹田五兵衛

他04人

ヨアキム渡辺次郎右衛門
ミカエル三石彦右衛門

他03人

1萩・山口の殉教者

2人

1薩摩の殉教者

1人 レオ税所七右衛門

1生月の殉教者

3人 ガスパル西玄可

他02人

1609.11.14

生 月

1有馬の殉教者

8人 アドリアノ高橋主水

他07人

1613.10.07

有 馬

1天草の殉教者

1人 アダム荒川

1614.06.05

富 岡

1619.10.06

京 都

1619.10.15

小 倉

他01人

1619.10.15

豊後日出

他14人

1636.01.30

熊 本

1623.12.04

江 戸

1624.02.16

広 島

1624.02.17

〃

1624.03.08

〃

他02人

1627.02.21

島 原

他15人

1627.02.28

雲 仙

ヨアキム峰助太夫

他09人

1627.05.17

〃

53人 ルイス甘糟右衛門

他52人

1629.01.12

米 沢

1633.07.28

長崎西坂

1633.07.31

〃

1633.10.21

〃

1京都の殉教者
1
1小倉・大分・熊本の
1殉教者
1江戸の殉教者

52人 ヨハネ橋本太兵衛

他51人

ディエゴ加賀山隼人
18人 バルタザル加賀山半左衛門
小笠原玄也
1人 ヨハネ原主水
フランシスコ遠山甚太郎

1広島の殉教者

3人 マチアス庄原市左衛門
ヨアキム九郎右衛門
バルタザル内堀

1島原・雲仙の殉教者

1米沢の殉教者

29人 パウロ内堀作右衛門

ミカエル薬屋
1長崎西坂の殉教者

3人 ニコラオ福永ケイアン
ジュリアン中浦（司祭）

1大坂の殉教者

1人 ディオゴ結城了雪（司祭）

1636.02.25

大 坂

1長崎西坂の殉教者

1人 トマス金鍔次兵衛（司祭）

1637.11.06

長崎西坂

1江戸の殉教者

1人 ペトロ岐部かすい（司祭）

1639.07

江 戸
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この冊子は、皆様から寄せられたご寄付によって
制作し、送料をのぞき、無料で配付しています。
列福と、その関連行事のために、皆様からの善意
のご寄付をお願い申しあげます。
下記の振替口座をご利用ください。
この「手引き」にとじ込みの払込書の場合、払込
料金は無料です。

口座番号

00160−1−483345

加入者名 （宗）カトリック中央協議会 列福献金口

