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今年の雑感 
                             奥村 豊（京都教区司祭） 
 
酒や煙草やギャンブルを楽しみに暮らしている人は相当多い。一方でそれらの依存症で

苦しんでいる人も多い。だからといって酒・煙草・ギャンブルはおそらくなくならない。

それはそれらの効用の方を優先しているからだ。少し複雑な話になるが、依存症の人や精

神疾患の患者が治療に利用する精神科で処方されている薬物はなくならない。向精神薬・

睡眠薬などの依存性は煙草の依存性の比ではないし副作用はとても深刻である。それでも

それらの薬物を求めて依存症者や精神疾患の患者が精神科で処方される薬物を飲み続け

るのは、その薬物の効用を依存性や副作用のデメリットよりも優先しているからだ。いず

れも危険性をはらんではいても、その効用の方を大方の人が優先しているので、酒・煙草・

ギャンブルはあり続ける。 
 

 このように世の中にあるものには危険性と効用が共有されている。包丁が存在するのは、

使い方をまちがうと人の命を奪う危険性がありながらも、台所での調理には欠かせない効

用があるからだ。自動車が存在するのは、年間数千人の事故死者があろうとも、経済活動

やレジャーによる効用を大方の人が優先しているからである。原発のような危険性を持っ

た装置を容易に手放すことができないのは、そこから得られる電気エネルギーによる効用

を大方の人が優先しているからかもしれない。 
 
 個人の意見としては、向精神薬や原発は必要ないと思う。なぜなら、それらの効用より

も危険性の方が大きいと考えるからだ。きっと少数派だろうが。 
 個々の効用や危険性はさておき、今年の新型コロナウィルス感染症がきっかけとなった

社会現象に触れたい。依存症や原発と何の関係があるかと言われそうだが、一般的な意味

での社会活動の持つ効用とその危険性の問題ととらえるなら、わたしたちがどちらを優先

していくか判断しなければならないという点で、大いに共通点のある課題なのである。 
 今年の春には新型コロナウィルス感染症の感染拡大を防止するために、外出自粛や学校

や公共施設の活動の自粛、その他あらゆるいわゆる不要不急の活動の自粛が要請された。

生活に必要な最低限度の範囲での活動以外はまかりならぬ社会的雰囲気が蔓延したと思

う。そんな中で、志村けんさんと岡江久美子さんの新型コロナ感染症による死亡が報じら

れると、その空気はさらに強度を増していったようだ。志村さんのお兄さんが弟と対面で
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きないまま荼毘にふされた様子をマスメディアは大々的に報じた。その時思ったのは、家

族が遺体に対面することは果たして不要不急のことなのだろうかということである。法律

で決まっていることとはいえ、だれもそれを仕方のないことだと受け入れられるだろうか。

遺体との対面に限らないことは容易に想像できるだろう。危篤の家族を見舞えないことだ

って今年は相当多かったはずだ。今生の別れをしっかりと味わうことは人間の正当な権利

だと思うのだ。 
 
 また文化的な活動も自粛を余儀なくされた。音楽・演劇・スポーツなどは、不急といえ

ばいえるのだが、果たして不要なものだろうか。人間は食えさえすれば生きていけるとい

うのは本当だろうか。人間を生かすのは生きる喜び・楽しみであって、むしろそのために

働いているといえないだろうか。文化的活動だけではない。人々が移動する機会が減った

ため、交通機関が大打撃を受けている。通常の経済活動自体の縮小や旅行者の減少により、

鉄道・バス・航空機の利用者が減ったのが原因である。経済活動の基本は人の移動である。

人の往来が街を活性化するのである。 
 
 さて、宗教活動は不要不急であろうか。春、教会はいち早く門を閉じ典礼歴の頂点であ

る復活祭を集まることなくやり過ごした。教会で集団感染が起こることを危惧しての対応

であったと思う。少なくともその意図が非常に濃厚であった。惜しむらくは、十分注意し

て挙行するようにと前向きの対応をいただきたかった。文字通り聖堂の扉を閉めることは

わたしにはできなかった。なぜ開けておいたかというと、それによる効用の方がランダム

に人が出入りしそこで感染が起こる危険性よりも勝っていると判断したからだ。どう思わ

れるだろうか。 
 
 １１月１７日現在、日本における新型コロナ感染症による死者数１９０５人。実際には

６月１８日の厚生労働省の通達により、この数字にはこの感染症が原因でない（ｐｃｒ陽

性はでているがそれが死亡原因でない）ものも含まれているから、これよりも少ないはず

だ。因みに２０１８年、国内のインフルエンザ死亡者数は３３２５人、２０１９年１月一

月間の死亡者は一日平均５４人で、なんと一月で１５００人以上が亡くなっている。この

数字を見比べたとき、なぜ今インフルエンザと同じ対応ではいけないのかが正直理解でき

ない。薬やワクチンがあってこの数字である。また今年はやりの pcr検査は新型コロナウ
ィルスとされている RNA 遺伝子３００００塩基中、１００～２００程度の一致を照合す
るもので、しかも CT値という増殖回数４０回で増やしてようやく検知できる程度のもの
を陽性としているため、実際には感染していない人も陽性者として扱われるのだ。だから

この検査を感染症の診断には不適切な旨をこの検査の発明者であるノーベル賞学者キャ

リー・マリスが指摘している。さらに、無症状者からの感染が危険視されているが、実際

にはそのような論文は見つからないとの、ある地方議会における行政側の答弁もある。 
 
 日本では毎年全人口の１％が死亡する。すなわち、１２０万人が亡くなる。一月に１０

❷

万人、１日約３０００人が亡くなる。癌死者は４０万人で全体の３分の１。とすると、一

日に癌で１０００人が亡くなる。１時間に約４０人である。新型コロナ感染症とみなされ

る死者は今１日１０人前後だろう。７月あたりではおよそ一月近く０人の日が続いていた。

果たしてこれが恐ろしい感染症だろうか。うつるから怖いとよく聞くが、うつってこの程

度。うつらなくったって、わたしは正直癌の方が怖い。  
 そのように考えたときに、死に際して家族と会えなかった人々、一生一度の大会やコン

クールが中止になった青少年、悩みを抱えて教会に来たら聖堂が閉まっていて帰っていっ

た人々にまことに申し訳なく思う。そして、閉められた飲食店、倒産した中小企業、解雇

された人々は納得しているのだろうか。 
 
 いったいどこまで安全にしたら気が済むのだろうか。永遠の命を信じますと言っておき

ながらまことに情けない話である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         

 報告 事務局 

8月 1日（土）～2日（日）ヴィリオンホールで
開催しました。 
「人の心にある最も深い望みの一つは、平和と

安定への望み」であり、そのためには、二度と繰

り返さないと言い続けるために「記憶すること」、

自分の利益を後回しにして、平和に向かって「共

に歩むこと」戦争や兵器はもういらないと「守る

こと」。この三つの行動を、教皇フランシスコは呼

びかけられました。この三つには、平和な道を切

り開く力があるという教皇の呼びかけに、コロナ

禍の中での写真展が少しでもそれに応えたものに

なることを願って準備を進めました。 
 

第１3回 平和のための戦争と平和写真展 2020 

月日：2020年 8月 1（土）～2（日）日 
場所：カトリック河原町教会ヴィリオンホール 
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今年の展示 
フクシマ   

2011年以来あまり変わらない荒れたままの
ゴースト化した町、巨大タンポポ、殺処分され

る予定だった数頭の牛、放射性物質に汚染さ

れた廃棄物が詰められたフレコンパックが 

山積みにされている写真にはフクシマの解決

されていない問題が多く含まれています。 

 
原発の廃炉計画はデブリを取り出す技術の確

立もされておらず、トラブルで工程が遅れて先

も見えない状況です。私たちは「フクシマは過

去のことではなく」現在も多くの問題を抱えていることを忘れないでいたいと思ってい

ます。 
 
 
沖縄 

2020 年 7 月 27 日現在、埋め立てが 27％になり、大浦湾の珍しい動植物、ラムサール
条約機構からも保全声明が出される貴重な海、島、珊瑚、クマノミ、ジュゴン、多種の珊

瑚の丘を残したい！そんな住民の願いも空

しく、基地の縮小は進まない。そればかりか、

わずかな土地を返還する代わりに最新鋭の

設備を作らせるという手口で基地機能の強

化が図られてきている。 
県民は反発。世論調査では常に 70～80％
が基地建設に反対の意思を示している。日本

政府が露骨な選挙介入をしているが、辺野古

❹

新基地建設の是非が争点となったほとんどの選挙で

反対派候補が勝利している。 
非暴力不服従の精神に基づき、座り込みで工事を

阻止しようとしている沖縄の人々の心を私たちは他

人ごとではないと考えています。 
 
 
 
核・第五福竜丸 
 
今年初めて取り上げたのが第五福竜丸。第五福竜丸は、1954 年 3 月 1 日マーシャル諸
島ビキニ環礁でアメリカ軍の水素爆弾実験により、発生した多量の放射線降下物（死の灰）

を浴びた遠洋マグロ漁船です。第五福竜丸の船

員 23 名全員が被爆し、久保山愛吉機関長が約
半年後の 9 月 23 日に死亡しました。久保山さ
んは、「原水爆による犠牲者は、私で最後にして

ほしい」と遺言を残されています。その後焼津

港では、放射能マグロと呼ばれて風評被害が発

生しました。この出来事が、日本での反核運動

が始まる契機となりました。 
 
その後第五福竜丸は、老朽化で廃船処分され

ることになり、船体は東京湾ごみ捨て場に持ち

込まれました。第五福竜丸の危機を知った人々

が保存運動を展開し、保存場所として 76 年東
京都江東区に第五福竜丸展示館が造られまし

た。この船が残ったのは、原水爆被害を

繰り返してはいけない、核の恐ろしさを

伝えなくてはいけない、という人々の強

い願いがあったからです。現在もこの船

の保存に多くの関係者が力を尽くされ

ています。第五福竜丸は平和のシンボル

なのです。第五福竜丸は今も核の脅威を

伝えています。 
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京都江東区に第五福竜丸展示館が造られまし

た。この船が残ったのは、原水爆被害を

繰り返してはいけない、核の恐ろしさを

伝えなくてはいけない、という人々の強

い願いがあったからです。現在もこの船

の保存に多くの関係者が力を尽くされ

ています。第五福竜丸は平和のシンボル

なのです。第五福竜丸は今も核の脅威を

伝えています。 
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★写真は時の違いこそありますが命がないがしろにされ、人の営み生活が踏みにじられ

ているというところで同じ根につながっていると感じます。 

 国民が国家権力に殺されようとしている今、改めて声を上げていかなければ！と力を

いただきました。 
 
★オキナワの現状を見せてもらい改めて心が痛み、また心を一つにして祈らなければなら

ないと感じました。 
 
★原爆、フクシマ、第五福竜丸、辺野古が繋がって見え、見事な展示をありがとうござ

いました。むつかしい時の平和旬間にあえてこの展示を実行してくださったことに感

謝しています。 
 
★オキナワの問題、心には留めているのですが、さて私に何が出来るのか…意識して祈

るしかありません。 
 
★日頃思い出す事もなく過ごしていますが今後もっと意識をもって生活していきたと気

付きをいただきました。 
 

平和に関する取り組みは色々ありますが、

平和とは、正義とは何か、写真展から少しで

も学ぶことが出来るようにと考えています。 
 

 
 開催に当たっては、河原町教会をはじめ、

オキナワ平和サポート、第五福竜丸資料館

など多くの方からご支援、ご協力をいただ

きお礼を申し上げます。教会のミサが中止

されていたこの時期、例年と変わらず来場くださいました方々、ありがとうございまし

た。 
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人権のふるさと水平社博物館と御所教会を訪ねて 

藤沢昭子 （西院教会） 
 

 11月 23日、紅葉の美しい秋の日に水平社博物館と御所教会を訪ねた。参加者は 18名、
「キリスト者 9条ネット和歌山の集い」からも参加された。 
 
 私と水平社との出会いは「橋のない川」（住井すゑ・作）である。学生時代にこの本に出

会い、1巻から 6巻まで一気に読んだことを今も鮮明に覚えている。この本を通して、人
権のことや部落差別のことについて考えるようになった。また、水平社創立の会場が岡崎

の公会堂と身近な場所で開かれたことを知り、水平社が身近なものとなった。水平社博物

館のことを教えてもらった時、「柏原 3青年」の故郷であり「水平社宣言」の故郷をいつの
日か訪れたいと願っていた。 

 到着後、2 班に分かれてフィールドワーク。博物館の周辺
には、水平社ゆかりの史跡が多数点在している。最初に訪れ

たのが西光寺。立派なお寺である。少数の檀家でこれだけの

ものが建てられるのは、地域の経済力が高かったから、と説

明を聞き、部落は貧しいという概念が払拭された。 
 一番印象に残ったのは、「いのち 燦燦の燈」である。寄り

添うように二本の太い石柱が立っている。1 本は水平社、も
う一本は大和同志会である。二つの団体は差別の捉え方が違い、相反するものと思ってい

た私には、この石柱が不思議に思えた。しかし、「差別を許さず、仲間と手と手を取り合い、

一人一人がしっかりと人間らしく生き、差別のない日が来ることを願っている」という言

葉が刻まれていることを知り、差別のない社会を目指す同じ仲間であることを実感した。

いつまでも敵対していないのである。 
 山頂にある燕神社は燕会によって建立された。この場所で燕会の青年たちは、差別をな

くすための話し合いを重ねた。彼らは実によく話し合いをしている。そして仲間と共に行

動している。  [「解放令」から 5万日]記念碑。いわゆる解放令直後に「5万日の日のべ
の話」が伝えられた。5 万日目が 2008 年 9 月。この日を迎えたことを記念し、さらに解
放運動を前進させるためにこの碑が立てられた。ガイドさんの言葉が心に響く。「5万日を
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迎えましたが、差別は残ったままです。」 
 このほか誓願寺、水平社宣言記念碑等を見学した。また西光万吉さんの晩年の様子を聴

くことが出来た。彼は和歌山で亡くなった。この柏原の地を離れるときの西光万吉さんの

胸中はいかばかりであっただろう。 
1時間ほどのフィールドワークであったが、「橋のない川」の情景や、登場人物を思い起

こすことが出来、またガイドさんの説明がそれぞれの記念碑や場所についての理解を助け

てくれた。人権の故郷に足を踏み入れることが出来たことは感謝であると同時に、部落差

別についてもっと学ばなければとも思った。柏原の３青年の家がそれぞれ近く、幼馴染で

あることに興味を持った。彼らの強い絆は、幼少のころから共に学び、遊び、助け合い、

その中で育まれていったようにも思う。 
 館内の展示で、大和同志会の運動が紹介されていた。考え方が違っていても差別を許

さない仲間であることを知らせている。また、「全国水平社の支援者たち」のコーナーで

は、様々な部落外の多くの人々が運動を支えていたことが分かった。様々な団体や人々

と手をつなぎ、差別を許さない社会を、

「水平社宣言」が大切にされる社会を共

に目指すという姿勢を強く感じた。 注

目したのは、「荊冠旗」である。暗黒を

表す黒色が強烈に迫ってくる。大正時代 
にキリスト教はどれほど浸透していたの

だろう。イエスの壮絶な苦しみと差別と

闘う人々の様子を重ね合わせたことに感

嘆する。館内は、感染拡大予防のためガ

イドさんの解説は実施されていなかった

のが残念。                水平社博物館前にて 
展示内容の理解を助けるガイドさんの重要性を改めて思った。見学を終えて、館内に

設置されていた解説シート№５に記載されていた「なぜ柏原から全国水平社が創立され

たのか」の問いをゆっくり考えたいと思う。  
                  
水平社博物館を後に、一路御所教会へ 
御所教会は敷地が広い。幼稚園から墓地までもある。庭には大きな池もあり、素晴らし

い庭園である。その庭が見える聖堂で御所教会の歴史を信者さんから聞く。御所教会はマ

リスト会が創立した教会である。祭壇や説教台等は木材を利用して作られ、落ち着きのあ

る聖堂である。祈りをささげた後昼食、その後分かち合いをして帰路についた。部落差別

があるということを忘れず、知らないことを知り、分かち合い、差別がなくなる日が来る

ことを祈りつつ。    
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貴重な現地学習会に感謝！！ 
田村悠紀栄 （和歌山紀北教会・聖体奉仕会）  
 

11月 23日に「人権のふるさと 水平社博物館と御所教会を尋ねる」に和歌山から参加さ
せていただきました。 
この日は本来なら「キリスト者 9条ネット和歌山の集い」ですが、世話人代表の太田勝

神父が、京都教区カトリック正義と平和協議会主催の、この企画に参加しませんか？との

提案あり、晩秋の奈良もいいなあと思い変更を承諾しました。 
日本カトリック部落差別人権委員会担当司教ペトロ中村倫明司教(長崎大司教区補佐司

教)もお誘いされたそうですが、長崎教区行事が入ったとかで交流できず残念でした。また、
この参加を提案された太田神父も体調を崩され、結果的に和歌山からの参加者は 3人でし
た。私自身も、入院中の母(96歳)の病状次第でしたが持ち越してくれましたので、同じ教
会所属の影山さんと教会で待ち合わせ、高速道路を利用して 1 時間 10 分余で到着しまし
た。紅葉が美しく見ごろを迎え、コロナ禍対策も取りながら、まずは水平社博物館周囲の

フィールドワーク、語り上手な案内ガイドの説明を

受けながら「人権のふるさとマップ」を片手に、ス

タートしました。 
 ⑴神武天皇社⇒⑵誓願寺⇒⑶水平社宣言記念碑

(人類解放の歴史に輝く「人間宣言」として不滅の意
義を持つ水平社の創立 50 年を記念して発祥の地に
之を建てる。1973年 3月 3日 荊冠友の会)と記さ
れていました。⇒⑷人権のふるさと公園内に入り⇒

⑸水平社創立事務所跡(駒井喜作宅跡)⇒⑹西光寺
(全国水平社創立宣言の起草者である西光万吉さん《本名、清原一隆》の墓碑があり、西光
さんの墓は亡くなられた当初は和歌山県西井阪にあり、そこから移されたそうです) ⇒⑺
小さな山の上にある燕神社(1921 年 8 月 28 日、柏原の燕会の人びとによって建立。燕会
の青年たちはここに集まり部落差別をなくすために話し合いを重ね、この広場を「建議の

庭」と呼んでいたそうです)⇒⑻共同浴場跡⇒⑼記念碑(《「解放令」から 5万日目》2008年
9月 3日に、さらなる部落解放運動の前進を記念して建立されました)⇒博物館というコー
スでした。 
 
水平社博物館内の見学は時間の都合で 20分弱しかなく、7～8年前に大阪教区職員研修

で訪れたものの展示内容は詳しく記憶していませんでしたが、御所教会での「分かち合い」

で、ある方が展示内容は 10 年前と変わっていると話しておられたのを聴いて、この地に
おいても部落差別のことが薄められているのかなと思いました。  
大阪市にあった人権博物館はリニューアルしたにもかかわらず閉館に追い込まれてし

まったようですし、先日、訪問した広島の原爆資料館の展示もリニューアルされ、負の
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遺産の歴史がどこも薄められていく現実を考えさせられました。 
私は、今年から、カトリック学校で宗教を担当し、高校 3年クラ
スの授業で『差別―いのちへのまなざし【増補新版】抜粋―』(日本
カトリック部落差別人権委員会：編集)の小冊子を使用し、輪読し、
感想を述べ合う時間がなく感想を書いてもらいましたが、「部落差別

が日本にあったのには驚いた」という感想を何人かが書いていたこ

とに衝撃を受けました。今、小・中学校で教えないのでしょうか。

同和対策事業の時限立法の期限が終了したからでしょうか。 
やはりまずは「知ること」から。折に触れて語り継ぐ必要性を痛感

しています。 
「現場に立ってふるえる」故相馬信夫司教の言葉ですが、現地学習会は貴重な体験とな

ります。今度は小・中学生、高校生の参加も呼びかけて！と思いつつ、晩秋の奈良を後に

しました。 
 

「人権のふるさと水平社博物館と御所教会を訪ねる」に参加して 
萩原三義 

 
 2020年 11月 23日（月・祝）「京都教区カトリック正義と平和協議会現地学習会」の「人
権のふるさと水平社博物館と御所教会を訪ねる」に参加させて頂きました。私は未信者で

すが、韓国語講座の受講に通っている、京都市地域多文化交流ネットワークサロンで学習

会の案内を目にし、「希望の家」の前川様にご紹介を頂き申し込みさせて頂きました。 
 
 当日は三連休の最終日でもあり、京都駅八条口にも朝からスーツケースを持った多く

の観光客が見かけられ、集合場所にはマスク着用でも見知った方がおられました。アル

コールで手指の消毒もし、バスは二人掛け席に一人ずつで前後もゆったりとしていて、

安全で贅沢なツアーがスタートしました。高速道路は渋滞することもなく予定の 10時少
し前には水平社博物館に到着し、２グループに分かれてガイドさんの説明を受けなが

ら、水平社ゆかりの地を訪ねた後には水平社博物館の展示を見学しました。 
「現地研修会」に参加しての感想は、まず「先達はあらまほしき事なり」ということ

です。「人権のふるさとマップ」の「フィールドワーク解説」をよく読めば理解できるよ

うにはなっているのですが、例えば満願寺川と本馬川それに中方川と曽我川の合流地点

を挟んで同じ宗派のそれぞれに立派なお寺があり、その地域にはそれを支える財力があ

っただけではなく、誓願寺の住職さんが西光寺の西光万吉さんたちの支援者となってお

られたこと。また、「燕神社」は、神社を拠点に人々が集ったのではなくて、「燕会」の

❿

有志がお金を出し合って購入し「建議の庭」を確保した地に、いわゆる「解放令」50周
年記念事業として、大阪府西成郡西中島村の廃社となった村の氏神を貰い受け建立され

た等、現地に立ってガイドさんへの質問もしながらであればこそポイントとポイントの

つながりが、思い込みに惑わされることなく理解できました。 
 
 さて、部落差別の歴史や水平社の運動に関しては、岡崎にある京都市美術館別館が以前

「岡崎公会堂」があった場所であり、今も玄関の西側に「全国水平社創立の地」の碑が建

てられていることや、私の所属している立命館大学衣笠総合研究機構の生存学研究所に、

部落解放運動の歴史研究の専門家がおられたこともあり、2016年の「部落差別の解消の推
進に関する法律」の立法・公布・施行前後の時期に

は研究内容を手にし、お話を伺う機会も多く、自然

に関心が高まっていたのですが、同じ時期に施行さ

れた「障害を理由とする差別の解消の推進に関する

法律」や「京都府障害のある人もない人も共に安心

していきいきと暮らしやすい社会づくり条例」の実

際の取り組み内容や、特に私の所属している NPO
法人オレンジコモンズの事業領域である記憶障害

を代表的な症状とする認知症の人が安心して暮らせる仕組みに関心の焦点が絞られてい

たことも再認識しました。 
 「法の不知は恕せず」「法の不知は許されない」という法諺（法律に関する格言）があり

ますので改めて自らのために、「部落差別の解消の推進に関する法律」の目的と基本理念を

転記したいと思います。 
（目的） 
第一条 この法律は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って

部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、全ての国民に基本的

人権の享受を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないも

のであるとの認識の下にこれを解消することが重要な課題であることに鑑み、

部落差別の解消に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を

明らかにするとともに、相談体制の充実等について定めることにより、部落差

別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現することを目的とする。 
（基本理念） 
第二条 部落差別の解消に関する施策は、全ての国民が等しく基本的人権を享受するかけ

がえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、部落差別を解

消する必要性に対する国民一人一人の理解を深めるよう務めることにより、部落

差別のない社会を実現することを旨として、行われなければならない。 
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 差別は、私たち一人一人の日常の振舞の中で発生している行為であり、したがって今の

流行語となっている「新しい生活様式」の具体的行動である、手洗い・消毒・マスクの着

用・「三密の回避」という私たち一人一人の日常の実践によってしか、感染症の拡大を防止

することができないのと同じように、私たち一人一人が「現在もなお部落差別が存在する」

という現実を直視し、私自身の身についた日常生活行動の中で、全ての人々が等しく基本

的人権を享受するかけがえのない個人として尊重され

ていると思える振る舞いを実行できているか、日々問い

返していきたいと思います。 
 御所教会は、広々としていて庭の植物のアーチや日本

庭園が印象的でした。食事場所や温かいお茶のご提供を

頂き、ありがとうございました。 
多くの学びを得、さらに自省の導きを与えられたこ

とに感謝いたします。 
 

 
 

「沖縄の慰霊は、沖縄から基地をなくすこと」 

沖縄戦犠牲者を想い、平和を祈る 
中口尚子（西院教会） 

 
１１月死者の月、沖縄戦犠牲者の慰霊と基地撤去を願い、祈りながら歩く機会を得まし

た。毎年、東京から長崎に向けて平和行進をされている日本山妙法寺の一行。ここ数年は

西院教会にも立ち寄られ、私も滋賀・京都・奈良あたりで、休日に一緒に歩かせていただ

いています。今年は新型コロナウィルス感染拡大で、平和行進の行程も短縮され、教会で

の宿泊は無理。私自身「コロナ疲れ」で、予定していた兵庫県行程に参加できませんでし

た。秋になり、沖縄の平和行進の案内が届いたとき、「今なら時間があり、まだ体力的に歩

けそう」だけど、「今年、沖縄は無理」と思っていました。 
 
８日間の沖縄の旅を終えて京都に戻ってからも、１週間ほどは「南無妙法蓮華経」と祈

る声と、うちわ太鼓の音が身体に残っていました。一方、記憶はどんどん薄れていきそう

なので、訪れたところを「道の駅」で入手した地図の上で確認しました。日本山妙法寺の

沖縄平和行進は、例年は１０月、２週間の日程のようですが、今年は１１月１０日から１

６日の短縮行程でした。沖縄に行ったことのある人、沖縄を知っている方から見ると、な

んと短期間であちこち忙しい日程に見えるかもしれません。私自身、歩いている途中から、

昨日、今日どこへ行ったのかわからなくなるほどでした。 
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１０日、沖縄市役所前で出発式。人通りの少ない国際通りを行進した後、宜野座
ぎ の ざ

村に向

けて車で移動しました。今年は公民館などの利用ができないので、宜野座村（３泊）読谷

村（２泊）の宿から、早朝に車でその日の行進出発地点に移動することになりました。 

１１日、大宜味
おおぎ み

村の喜如
きじょ

嘉
か

公民館から出発して大宜味村役場へ向かい、東村へ車移動。

東村役場では、村長さんからも挨拶と激励をいただきました。そこから高江の米軍ヘリパ

ッド反対運動をされているテントに行き、現状のお話を伺いました。この地域には沖縄県

民の水源となっているダムもあり、そんなところでオスプレイが飛んでいる、墜落事故が

起きているという現実。道路から見える美しい森からは全く違った世界が垣間見えました。 

１２日、本部
もとぶ

町の塩川港へ。沖縄に着いた日から「沖縄は風の強さが半端ではない」

と思っていましたが、この日の前日も強風で、辺野古へ土砂を運搬している船が着岸で

きず、塩川港では積載作業がお休み。 
魚を釣っている人の姿がありました。少し先の琉球セメント安和桟橋では、土砂を運

んでいるトラックがどんどん入っていきます。ここで辺野古新基地建設反対行動に合流

して、祈念。私もお太鼓をたたきながら、行ったり来たり…。トラックを通すために

「危険ですから、歩道にあがってください」と誘導する警官も、年配女性には優しい？

対応。「お疲れでしょうから」と、基地建設反対運動されている地元の方たちからおぜん

ざいを振舞っていただきました。 
安和港から島の反

対側の辺野古へ車で

移動。こちらも搬入ゲ

ート前の抗議活動に

合流して祈念を続け

ます。移動する途中、

車窓からパトカーを

先頭にミキサー車の

列が停車しているの

が見えました。 
 
 
 

辺野古新基地建設反対活動（写真提供：日本山妙法寺） 

 
時間になるとゲート前に座り込んでいる人たちは排除され、トラックやミキサー車の

車列が途切れることなく入っていきました。ゲート前から歩いていくと、那覇に帰るバ

スに乗り込んでいる人たちが見えました。土砂搬入のない日を除いて、毎日バスが出て
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いるようです。ちょうど正午を過ぎた後で、今回の平和行進のメンバーでもある黒柳上

人の日蓮宗辺野古法華道場で昼食休憩。そこから新基地の見える港まではすぐ近くでし

た。浜辺の向こうに見える新基地建設現場では、着々と工事が進んでいる様子。反対運

動のほうは、コロナ感染予防態勢で、テントでの監視に来られるのは午前中のみという

ことでしたが、この日は私たちのために午後も来てくださっていて、現状のお話をお聞

きしました。帰り道に宜野座村にある日本山妙法寺沖縄道場に立ち寄り、夕方は宜野座

村役場で、たくさんの職員労働組合の方々の出迎えを受けました。 

 
１３日、うるま市役所から出発。沖縄市のコザと呼ばれる地域を歩きました。日本とは

（沖縄とも）思えない街の様子、ゲート通りの先に米軍嘉手納基地第２ゲート。「その黄色

い線まで」と言われなかったら、そのまま入ってしまいそうなところです。私たちが黄色

の線のところで立ち止まって祈念を続けると間もなく、ポリスが私たちの監視を始めまし

た。そのうちパトカーが出てきましたが、そのポリスが何かを言ったら停止。祈りが終わ

り、米軍へのメッセージが終わると、そのポリスが近づいてきて日本語で話しかけてきま

した。長年沖縄にいて、奥さんは沖縄の人。とてもフレンドリーな雰囲気でした。 
このあと泡瀬干潟で、埋め立て反対運動をされている人たちと会い、お話を聞きました。

この日から宿は読谷村に移るので、宿へ向かう途中で、最上階から米軍嘉手納空港がよく

見える「道の駅」に立ち寄りました。嘉手納町観光ガイドマップを手にとって見ると、な

んと小さな町。何やら町の下にグレーで描かれた飛行場の一部。街の総面積の８３パーセ

ントが米軍基地だと、ガイドマップはこんな風になるのかと思いました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（写真提供：日本山妙法寺読谷村役場） 

 
１４日、読谷村役場から出発。村立図書館（旧読谷村役場）まで歩いて、そこからチビ

チリガマに移動。真宗大谷派僧侶の知花昌一さんから説明を受けました。３年前に肝試し

でガマの中を荒らした少年たちの家族が立てた地蔵菩薩像がたくさんありました。その中

にポツンと一本の十字架が立っていました。そこから米軍トリイゲートを経て沖縄防衛局

へ。お隣は嘉手納町役場。土曜日なのでどちらもお休みでしたが、町議夫妻が激励のあい

さつに来てくださいました。嘉手納町は土地がないので若い人たちは町から出てしまう、

と話しておられました。確かに、町役場から少し歩くと基地でした。この日の最終目的地
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は北谷
ちゃたん

町役場ですが、そこに行くまでに、米軍基地で働いている人々の団地のようなとこ

ろを通って、アメリカンビレッジを車で通り抜けました。サンセットビーチが近いこの辺

りは、大きな家が多く、休日なのでビーチにも人が多いようでした。ビーチ沿いの道路に

駐車してあるのは、沖縄ナンバー。基地で働く米国人はＹナンバーに乗っているそうなの

で、路上駐車は日本人のようです。自動車屋さんもＵＳドルで値段が書いてあり、ここは

基地の中ではないけれど、日本の社会ではなさそうです。 
 

１５日、北谷町役場を出発し、沖縄市を通過して、北 中 城
きたなかぐすく

村へ。北中城村に入ると

すぐにイオンモールが見えました。ここがライカム交差点、平成２２年に返還される前

は、米軍基地内のゴルフ場だったところです。その後、歩いている国道のどちら側も

広々とした米軍基地、キャンプ・フォスター（キャンプ瑞慶覧
ずけら ん

）が見えてきました。高

層住宅やシ

ョッピング

エリアは、

どう見ても

基地に見え

ません。第

一ゲートは

この日はな

ぜか閉じら

れていまし

た。       
北谷町役場を出発（写真提供：日本山妙法寺） ライカム交差

点にあった三線シーサー 
 
 
 
 
 
 
 

     
                

  
普天間飛行場（左 写真提供：日本山妙法寺） 
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ライカム交差点にあった三線シーサー



午後は宜野湾市に入り、市役所へ。そこから 2004年に米軍飛行機が墜落した沖縄国際大
学に行きました。そのあと、すぐ近くの普天間飛行場の第二ゲート付近から中を見ると

オスプレイが１７機ほど。日曜日は、オスプレイもお休みなのか、静かな基地でした。

この日の最後は、在沖縄米国領事館の前での祈念でした。 

 
１６日最終日。沖縄県庁で浦添西海岸埋め立て中止と辺野古新基地建設中止の要請書を

提出後、糸満市役所へ移動。そこから摩文仁の丘を目指して歩きました。途中、米須公民

会で休憩。この米須の近くでも辺野古新基地のための土石採掘がはじまったことを、平和

行進の出発式で知りました。この付近には、まだ沖縄戦の犠牲者の調査が進んでいない地

域があるそうです。米須公民館にも糸満選出の県議さんが来てくださり、南部での土石採

掘に反対していくと話してくださいました。 
 午後２時ごろ、摩文仁平和祈念公園に到着。平和行進の最後は、沖縄平和祈念堂でのア

ジア太平洋戦争犠牲者慰霊法要で締めくくられました。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   辺野古新基地埋め立てのために切り開かれた 
米須公民館で（写真提供：日本山妙法寺）       南部の山。糸満市沖縄戦の犠牲者がここで眠

っているかもしれない。 
（写真提供：日本山妙法寺） 

  

行進中には市町村役場を覚えきれないほど回りましたが、市町村の対応があるところと

ないところ。市町村の議員さんが挨拶に来てくださるところと、対応はまちまちでした。

職員労働組合が対応してくださるところが多く、若い方が多いことが印象的でした。 
行進後、平和祈念公園からの帰り道に立ち寄ったアイスクリーム屋さんでは、１か月

遅れの行進に「今年は来られないのかと思っていた」と、お茶とお菓子を出してねぎら

っていただきました。今年３４年目となる沖縄平和行進は、コロナ禍での旅でしたが、

現地では本当に暖かく迎えていただきました。道を歩いていると車の中から手を振った

り、「頑張ってください」と声をかけていただいたり…。私自身は初めての沖縄で、厳し

い沖縄の現実を垣間見ると同時に、たくさんの強く優しく暖かい出会いをいただきまし

た。 
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