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　　　　　　　　　　　今年の青年プログラムはアイ
　　　　　　　　　　ヌモシリの北海道だということ
　　　　　　　　　　で、関心を高めていただければ
　　　　　　　　　　とひと言。
　　　　　　　　　　　いま北海道では、「明治１５
　　　　　　　　　　０年」ならぬ「北海道１５０年」
　　　　　　　　　　というキャンペーンが行われて
　　　　　　　　　　います。しかし、そこにはアイ
　　　　　　　　　　ヌの人々の存在と歴史への意識
　　　　　　　　　　はきわめて希薄であるといわざ
るをえません。
　ご承知のように、アイヌ民族や北方民族以外の北海
道住民はみな移住民とその子孫です。しかしながら、
わずか数十年、数百年でその自覚が薄れてしまうのも
現実で、あたかもはじめから自分たちの土地であった
かのように錯覚してしまいます。
　その大きな要因のひとつには、幕末から明治にかけ
ての内戦で「賊軍」とされた藩の人々が新政府に土地
を取り上げられて移住を余儀なくされ、失意や悔しさ、
汚名返上の決意をもって「開拓」の苦労を担ったこと。
また、そういう人々を監視しながらロシアへの守りの
ために屯田兵として入植した人々などとの関係性もあ
ろうかと思います。旧倒幕藩の下級武士が広大な土地
を持つ地主となる一方で、旧幕府側の人々の多くは北
部の原野や離島に送られ、餓死や凍死した人も少なく
ないと聞いています。
　じつに北海道には日本列島全体の近代以降の歴史的
経緯が凝縮して内包され、それぞれの地域・家族には
移住の際の歴史的立場と意識とが多かれ少なかれ伝え
られています。しれらには、国策を後ろ盾にした優越
感や誇りであったり、賊軍とされ排除された屈辱感や
怨念であったり、たしかに辛かった開拓の苦労などが
折り重なっています。そのうえ旧幕府側の市町村が新
政府側のそれらと狭い地域で隣り合っているのもめず
らしくなく、両者は何となく疎遠な関係だというのが
実態です。とはいえ、それら和人の移住者全体がアイ
ヌ民族に何の断りもなく、「無主の地」（統治者がいな
い、との意）と一方的に断定して奪い、内国植民地化
していったのには変わりありません。それなのに自分
たちの受けた屈辱感や開拓の苦労の方が意識の中で大
きな比重を占め、アイヌ民族を差別してきた現実に正
面から向き合うことを困難にしているのではないかと

活動日誌 （３月～５月）

　　　　　　  第２回

マイノリティ ・ ユース ・ フォーラム

Youth Café #9

今年のユースフォーラムの

テーマは「和解の時（kairos）

を求めて」です。アイヌ民

族の方々が多く住む北海道

で先住民族の歴史を学び、

厳しい差別の歴史と現状を

見つめつつ、「和解」への

道のりはいかに可能か、と

もに考えたいと思います。

フォーラムが、差別と排除

が生み出す孤立や分断に抗

う、新たなつながりの場と

「和解」のビジョンを共有する場となることを願いつ

つ、広く青年たちの参加をお待ちします。

●とき：２０１８年９月４日（火）～７日（金）

●場所：北海道母子福祉セン ー（札幌）、二風谷等

●参加費：２万円（食費・宿泊費・プログラム経費）

●交通費の補助があります。出発地によって異なり

　ますので、個別にご相談ください。

＊申し込み締め切りは 6 月 15 日（金）です。

Youth Café #8
北海道「改称（命名）」150

年の今年、「改称」の意味と

先住民族が歩んできた近代の

歴史、そして人権の「いま」

を自分事として考えます。

●講師：上村英明さん（市民外交セン ー代表）

●とき：2018 年 6 月 8 日（金）18:30～
●場所：マイノリティ宣教センター ●参加費：500 円

3/1  外キ協会議
3/5-21   EMS の デニス・シュドラーさんを、イン ーンとして迎える
3/8-10   日・韓・在日協同青年プログラム @ 川崎 (K)
3/12  靖国神社へ学習訪問（案内：辻子実さん）(M)
3/13  人種差別撤廃 (ERD) Net 会議 (M)
3/14-16  日本基督教団宣教師会議 @ 広島 (M)
3/15  日本キリスト教協議会 (NCCJ) 神学校新卒者エキュメニズム研修プログラム
3/16  Queer Bible Commentary 勉強会 (K)
3/19-20  NCCJ 総会 (K)
3/20  国際人種差別撤廃デー 院内集会 @ 参議院議員会館 (M)
  韓国教会協議会 (NCCK) 総務 李鴻政氏 CMIM を訪問  
3/21  国際人種差別撤廃デー 市民集会 (CMIM/ERD Net 共催 ) @ 在日本韓国 YMCA 
  国際人種差別撤廃デー 合同祈祷会 @ 在日本韓国 YMCA
  CMIM 設立一周年記念 感謝食会 @ 在日本韓国 YMCA 
3/22  マイノリティ問題・宣教国際会議 (2105) フォローアップ協議会 @ 在日本韓国 YMCA
3/26-27  日本キリスト教会 「アン ー１９ 修養会」(K)
4/5  CMIM ユースプログラム作業部会
4/8-10  在日大韓基督教会 人権シンポジウム @ 京都 発題 (K)
4/10  第 6 回９条世界宗教者会議 準備会議 (M)
4/12  「世系に基づく差別撤廃のための国際シンポジウム」@ 参議院議員会館 (M)
4/14  東京 YWCA 憲法カフェ 講演 (K) 
4/17  反ヘイトスピー  ビラ配り @ 川崎 (K)
4/20  反人種差別教育カードゲーム製作委員会
  第 5 回 CMIM 運営委員会
4/21  ユースカフェ #7 「カナ 諸教会の [ 和解 ] への歩み」
                講師 Janette McIntosh さん（KAIROS Canada BC 部会 活動委員）
4/23-25  日韓 NCC 移住民シンポジューム発題 (K)
4/27-28  第 6 回９条世界宗教者会議 準備会議 @ 広島 (M)
4/29  KCCJ 東京中央教会 青年礼拝メッセージ (M)
5/8   青山学院淵野辺キャンパス礼拝 (K)
5/9  国際エンゲージドブディズムネットワーク (INEB) 研究会
                「仏教徒・イスラム教徒・ヒンズー教徒によるアジアにおける多文化平和の可能性」 (M)
5/11   第３回 CMIM 理事会
5/13  反ヘイトスピー 基礎講座（主催：銀座 No!Hate 小店） @ 教文館 (M)
5/15   日本福音ルーテル教会事務局長 来所
  反人種差別教育カードゲーム製作委員会
5/17   CMIM ユースプログラム作業部会
5/22   FEBC ラジオ 番組収録 (K)
5/23  狭山事件再審を求めるキリスト者・市民集会 (M)
5/25   NCC 教育部運営委員会 (K)
  「今こそ日朝対話を、国交正常化の時」神奈川集会 (K)
  QBC 読書会 (M)
5.26   聖心女子大学 講演 (K)
5.28-6.2  Duke 大学「東アジア和解のフォーラム」参加 (K)
5.30  「ヘイトスピー 解消法」2 周年院内集会 @ 参議院議員会館 (M)

神の国はどこに？ 古賀清敬
（センター理事、日本キリスト教会靖国神社問題特別委員会委員長）

思います。そこにはまた、日本の近代史全体が「文明」
対「野蛮」という構図と価値観で進められてきたとい
う最大の要因も重なりあっているでしょうか。この構
図は、政治や思想・宗教などの立場の違いを越えてほ
とんどの日本人に共有され、侵略的膨張主義を正当化
し、隣人を見えなくした元凶です。キリスト教も、明
治政府が「和魂洋才」でキリスト教抜きの方針を不服
として、あくまでこの枠内で「文明」を精神的に内実
化させるのがキリスト教であると、主張するにとど
まっています。
　このように言うのは、けっして敵意を煽るためでは
なく、日本社会全体に蔓延するさまざまな差別や排外
主義を克服するうえでのおおきな課題の所在を考えて
いただければと願うからです。なぜこのように日本は
閉鎖的・排外的で人権を重んじないのか、それは日本
人（和人）同士の歴史的亀裂と敵意とを意識化し克服
しきれていないところに深い要因があるように思われ
てなりません。
　キリスト教会とて例外ではありません。しかし、十
字架によって敵意を滅ぼしてくださったイエス・キリ
ストにある一致の約束のもとに、個別具体的な課題を
共に担うことをとおして和解の福音は広がっていきま
す。「こうして、神の言葉はますます広まり、弟子の
数はエルサレムで非常に増えていき、祭司も大勢この
信仰に入った」（使徒６：７）とあるように。それがまた、
わたしたちが日本列島「住民」としての歴史的経緯を
ふまえながら、たんなる「住み分け」を越えた多民族・
多文化強制社会を実現していくことに、このセン ー
の活動が資するものとなりますように願っています。
とにかく北海道をはじめ日本はいまや外国人労働者な
くして成り立たない社会であるにもかかわらず、人権
を守る移民政策を頑としてとろうとはしていません。
ＯＥＣＤ（経済開発協力機構）３９ヶ国中第４位とい
う事実上の「移民大国」であるにもかかわらず、です。
その根底には、天皇を家長とする戦前からの家族国家
観という虚構から解放されない恐怖心があるのではな
いかと思われてなりません。しかし、「神は、おくびょ
うの霊ではなく、力と愛と思慮分別の霊をわたしたち
にくださったのです。」（２テモテ１：７）
　ということで、木が重くなって行きづらくなったな
どと思わないで、気軽に来てくださいね。そだねー。

アイデンティティ、 信仰、 召命 ～日系アメリカ人四世女性神学生の視点から～
太平洋戦争を強制収容所で過ごした
祖母の体験、人種差別問題に取り組
んできたカリフォルニアの日系人教
会の働き、差別の歴史の影が今も残
るアメリカ南部で生活して思うこと
…。お話しをうかがいながら、過去
と今、私と社会、信仰と業について
一緒に考えましょう。

●講師：ジェシカ・カワムラさん（エモリー大学 カンドラ－神学校）

●とき：７月１９日（木）18:00～20:00
●場所：マイノリティ宣教セン ー　●参加費：500 円



日・韓・在日共同プログラムに参加して
イン ーン：デニス・シュレー ー（ドイツＥＭＳ）

ブランケットの上から始まる和解 
 ～カナダの KAIROSの取り組みから学ぶ～

人種差別撤廃デー（3月 21 日）に関連する
三つのプログラムを実施しました

現在、二つの教材を製作しています！
Ａ：在日外国人の声から学ぶ　Ｂ：人種差別を考えるカードゲーム

   異なる背景を持つゲストをお招きして、外キ協・NCC 在日
外国人の人権委員会とともに、昨年度は 4 回の「からふるカ
フェ」を開催しました。①安冨祖樹里（ｱﾌｿ･ｼﾞｭﾘ）さんは、沖
縄にルーツを持つ日本生まれの日系ブラジル人、②小島ひろみ
さんは、幼い時に日本に来た日系ペルー人、③エバデ・ ン愛
琳（ｱｲﾘﾝ）さんは、岐阜の農家で育ったナイジェリア・日本
の ブルの人、そして④魯孝錬（ﾉ・ヒョリャン）さんは、大
人になってから日本に来て、日本の方と結婚して、牧師となっ
た韓国人。カラフルな背景を持つということには、様々な葛藤、
痛み、孤独が伴います。ゲストのお一人おひとりが、生い立
ちや日本での生活体験を話してくださったおかげで、カフェ
参加者はいろんな気づきを与えられました。こういった学び
をぜひ若者にも伝えて、「共感」と「共生」の心を広めたい。
そんな想いから、マンガ家みなみななみさんの協力を得て、
からふるカフェのお話を中学・高校生向けの教材にまとめよ
うと作業を進めています。完成目標は、次号ニュースレ ー
発行の頃です。お祈りと、ご期待をお願いします。

　３月２１日の人種差別撤廃デーの市民集会に集った５０人を超える人びとの前で、

師岡康子弁護士が今年８月に国連人種差別撤廃委員会による日本審査に向けて日本の現

状と課題を整理したあと、「マイノリティ」の切々たる「声」がつらねられました。

東谷誠さんは、家族をも崩壊させる根深い差別の実態を述べられたあと理念法を超

えた枠組が必要であることを訴えました。金永秀さんは沖縄に在住する在日コリア

ンとして自分とは違う痛みが世界にあることの意味について語り、平良愛香さんは、

「沖縄は大変ですね」と外在的に語る語りを指摘し、「痛みの共感」ばかりでなく、

自分が足を踏んでしまっている可能性の自覚と踏まれている者の「怒り」への共感

の大切さを強く訴えました。朝鮮学校に対する差別をなくす取り組みをしている宋

恵淑さんは、アイデンティティの揺らぎに追い込まれている子どもの個的な状況と

マイノリティを抑圧する構造的な暴力との結びつきについて語られ、阿部アポさん

は「アイヌ新法」は結局のところ北海道観光の振興であって、アイヌ民族の先住権

を認めるものではなかったことを憤りをもって話されました。移住女性の支援にか

かわるレニーさんは、移住女性の現状を語る前に、それを聴く人びとの耳の在り方

を問いました。最後に、日本政府・国会にヘイトクライムを糾弾する意志をただち

に表明することや、ヘイトスピー 解消法を実効化し、人種差別撤廃基本法を立法

化することなどを求める声明を出しました。

　続いて開かれた「祈りの会」では、ナ スに弾圧された彫刻家バルラッハの９つ

の彫像をモ ーフに、９の祈りを重ねました。運営委員、青年、支援者が、心と魂

を尽くして、自分の、教会の、社会の破れや欠けを直視し、日々見えなくされてい

る社会の暗部を見えなくさせる「コーティング」の膜を引き剥がすような、切実さ

をもって祈りを紡ぎました。

　22 日の協議会では、マイノリティ当事者がセン ーへの想いを語ったのち、そ

れぞれが重い課題に直面しながら孤立するのではなく、互いの理解を深め相互に支

え合うために、集う場を設けつつ、共通の仕事を模索していくことを確認しました。

   「白人はラップができない」、「ドイツ人はビールばかり飲む」
……。日常のちょっとした現象を見る視点のなかにわたした
ちが点検したほうがよいものがあるのかもしれません。「移民
はわたしたちの金で生きている」、「同性愛者はサッカーをし
ない」・・・。強さを求め、強さを誇ることを暗黙のうちによ
しとしている社会では、このような偏った言説がまことしや
かに流布することがあります。
　この教材はドイツで開発された教材で、すでに学校現場な
どで広く展開されているもので、「常識」と思われるもののな
かに潜む偏見と、知らず知らずのうちにそのような偏見を内
面化してしまうことを点検するものです。楽しさと併せて重
要な事実や考え方を深く学んでいける教材です、現在、日本
版製作委員会が立ち上がって作業を進めています。学校等で
のワークショップの受け入れなどのご協力をお願いします。

　                             わたしが会場の教会に着いたとき、まず、

                             韓国から多くの青年がかけつけていたこと

                             に驚いた。場の空気はとても素敵だった。

　                             わたしたちは、韓国・朝鮮のハルモニ（お

                             ばあさん）たちに会った。彼女たちの何人

                             かは第二次世界大戦がはじまる前にすでに

                             日本に来ていたということだった。彼女た

ちは、みな自分のこと、彼女たちがどのように日本に来て、マ

イノリティとしてこの地で自分の人生をどのように生きてきた

のかを語った。在日コリアンのことを本でしか読んだことがな

い人がそうであるように、わたしもこのように声を聴く機会が

与えられたことを感謝したいと思う。わたしたちの誰もが、た

だ聴くだけではだめだ。聴いた物語を私たちの心にとめて、現

実に起きたこと、戦争がいかに恐ろしいものであるのかという

こと、また憎しみがどのようなものをもたらすのかということ

を、常に思い起こすべきだという意見でわたしたちは一致した。

いつの日か、この女性たちはこの世を去るだろう。だから次の

世代である私たちは彼女たちの経験に学び、大切にして、受け

継いでいかなければならない。話を聞いた後、川崎の桜本地域

を歩いた。私は京都、東京、伊勢、大阪などの地を訪ねたこと

はあった。しかし、かつては貧民街であったこの労働者の街で

伝えられたことは、私の目を開かせるものだった。

　次の日、私たちは、中村牧師のすばらしい発題を受けた。そ

れは、日本と世界における性的マイノリティについての問題に

ついてのものであった。彼は、性的マイノリティの人たちが直

面している問題について、教会内での差別を含めて語った。牧

師候補生である私はまた、韓国から来たナム・ギピョン師が同

性愛者のために祝福を与えたということを聞いて強く心を動か

された。それは、韓国ではひどい攻撃にさらされうることだか

らである。わたしは師に尋ねた。「韓国では聖書を口実にしてＬ

ＧＢＴの人たちを抑圧することの多い反対者がいるのに、どう

して祝福をしたのですか」。彼の答えは簡潔だった。「わたしの

仕事ですから」。牧師が、誰か特定のわずかな人ではなくて、す

べての人を祝福することは、まったくもって自然なことである

ことを、わたしは教えられた。わたしたちは、また、二人の

LGBT の方々、自身は男性という自己認識をもっている「女性」

と、ゲイであることをカミングアウトした方のお話を聴く機会

をもった。二人とも生きるなかでいかにたたかってきたのか、

困難に直面したときにいかに信仰を保つ努力を賢明にしてきた

のかを語ってくれた。ゲイであることを表明した方は、保守的

な教会で受けたゲイとしての経験を語った。わたしは、彼が専

門である「哲学」の方法論を使いながら、人間が互いに押しつ

け合っている「ふつう」を問い直していく道を探ろうとしてい

ることに、わたしは大きな刺激を受けた。

　毎日グループごとに各自が得た経験を分かち合いともに振り

返る時間はとても貴重なものであった。この旅のなかで出会っ

た刺激的で愉快な人々とわかちあったものを、わたしは大切に

していこうと思う。

　2018 年 4 月

21 日に行われたマ

イノリティ・ユー

ス・カフェ第 7 弾

では、カナ から

いらしたジャネッ

ト・マッキントッ

シュさんが、カナ

で先住民族との和解に取り組む KAIROS の活動を

紹介された。

　昨年「建国」150 周年を迎えたカナ だが、西欧

人の入植以前からこの地に住んでいた諸民族にとって

は、素直に祝うことのできない歴史がある。入植者た

ちは、先住民の土地だけでなく、言葉をはじめとした

様々な文化をも奪っていった。さらにそうした植民地

支配には、レジデンシャル・スクールなどを通して多

くのキリスト教会も加担していた。

近年になって、政府や諸教会がようやく罪を認め謝罪

するに至ったが、カナ が持つその「負の歴史」を追

体験するのが、KAIROS の特徴的な活動であるブラン

ケット・エクササイズだ。広げた何枚ものブランケッ

ト（毛布）の上で繰り広げられる理不尽な植民地支配

の再現に、参加者の多くは動揺を隠しきれない。頭だ

けでなく身体全体を使って学ぶ自分たちの歴史に、大

きな衝撃を受けるのだろう。

   ただし、「このプログラムは、参加者に罪悪感を与え

るためではなく、希望（HOPE）を与えるため」という

言葉がとても心に残った。できることなら目をそむけた

い加害の歴史にしっかりと向き合うことは、けっして自

虐的ではなく、むしろ平和な未来を創っていくための第

一歩となる。

   今回は説明を聞くだけだったが、9 月に北海道で行わ

れるユース・フォーラムでは実際にこのワークショップ

を体験できるらしい。北海道はアイヌの方々の土地を「開

拓」の名のもとに奪っていった地であることを、私たち

は知識としては

知っていても、真

に理解してはいな

い。差別のない世

界を目指して共に

歩みを始めるため

には、同じ地平に、

共通の歴史認識の

上に立つ必要があ

るのかもしれない。

Youth Café #7  

（柳川朋毅：イエズス会社会司牧セン ー）
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日・韓・在日共同プログラムに参加して
イン ーン：デニス・シュレー ー（ドイツＥＭＳ）

ブランケットの上から始まる和解 
 ～カナダの KAIROSの取り組みから学ぶ～

人種差別撤廃デー（3月 21 日）に関連する
三つのプログラムを実施しました

現在、二つの教材を製作しています！
Ａ：在日外国人の声から学ぶ　Ｂ：人種差別を考えるカードゲーム

   異なる背景を持つゲストをお招きして、外キ協・NCC 在日
外国人の人権委員会とともに、昨年度は 4 回の「からふるカ
フェ」を開催しました。①安冨祖樹里（ｱﾌｿ･ｼﾞｭﾘ）さんは、沖
縄にルーツを持つ日本生まれの日系ブラジル人、②小島ひろみ
さんは、幼い時に日本に来た日系ペルー人、③エバデ・ ン愛
琳（ｱｲﾘﾝ）さんは、岐阜の農家で育ったナイジェリア・日本
の ブルの人、そして④魯孝錬（ﾉ・ヒョリャン）さんは、大
人になってから日本に来て、日本の方と結婚して、牧師となっ
た韓国人。カラフルな背景を持つということには、様々な葛藤、
痛み、孤独が伴います。ゲストのお一人おひとりが、生い立
ちや日本での生活体験を話してくださったおかげで、カフェ
参加者はいろんな気づきを与えられました。こういった学び
をぜひ若者にも伝えて、「共感」と「共生」の心を広めたい。
そんな想いから、マンガ家みなみななみさんの協力を得て、
からふるカフェのお話を中学・高校生向けの教材にまとめよ
うと作業を進めています。完成目標は、次号ニュースレ ー
発行の頃です。お祈りと、ご期待をお願いします。

　３月２１日の人種差別撤廃デーの市民集会に集った５０人を超える人びとの前で、

師岡康子弁護士が今年８月に国連人種差別撤廃委員会による日本審査に向けて日本の現

状と課題を整理したあと、「マイノリティ」の切々たる「声」がつらねられました。

東谷誠さんは、家族をも崩壊させる根深い差別の実態を述べられたあと理念法を超

えた枠組が必要であることを訴えました。金永秀さんは沖縄に在住する在日コリア

ンとして自分とは違う痛みが世界にあることの意味について語り、平良愛香さんは、

「沖縄は大変ですね」と外在的に語る語りを指摘し、「痛みの共感」ばかりでなく、

自分が足を踏んでしまっている可能性の自覚と踏まれている者の「怒り」への共感

の大切さを強く訴えました。朝鮮学校に対する差別をなくす取り組みをしている宋

恵淑さんは、アイデンティティの揺らぎに追い込まれている子どもの個的な状況と

マイノリティを抑圧する構造的な暴力との結びつきについて語られ、阿部アポさん

は「アイヌ新法」は結局のところ北海道観光の振興であって、アイヌ民族の先住権

を認めるものではなかったことを憤りをもって話されました。移住女性の支援にか

かわるレニーさんは、移住女性の現状を語る前に、それを聴く人びとの耳の在り方

を問いました。最後に、日本政府・国会にヘイトクライムを糾弾する意志をただち

に表明することや、ヘイトスピー 解消法を実効化し、人種差別撤廃基本法を立法

化することなどを求める声明を出しました。

　続いて開かれた「祈りの会」では、ナ スに弾圧された彫刻家バルラッハの９つ

の彫像をモ ーフに、９の祈りを重ねました。運営委員、青年、支援者が、心と魂

を尽くして、自分の、教会の、社会の破れや欠けを直視し、日々見えなくされてい

る社会の暗部を見えなくさせる「コーティング」の膜を引き剥がすような、切実さ

をもって祈りを紡ぎました。

　22 日の協議会では、マイノリティ当事者がセン ーへの想いを語ったのち、そ

れぞれが重い課題に直面しながら孤立するのではなく、互いの理解を深め相互に支

え合うために、集う場を設けつつ、共通の仕事を模索していくことを確認しました。

   「白人はラップができない」、「ドイツ人はビールばかり飲む」
……。日常のちょっとした現象を見る視点のなかにわたした
ちが点検したほうがよいものがあるのかもしれません。「移民
はわたしたちの金で生きている」、「同性愛者はサッカーをし
ない」・・・。強さを求め、強さを誇ることを暗黙のうちによ
しとしている社会では、このような偏った言説がまことしや
かに流布することがあります。
　この教材はドイツで開発された教材で、すでに学校現場な
どで広く展開されているもので、「常識」と思われるもののな
かに潜む偏見と、知らず知らずのうちにそのような偏見を内
面化してしまうことを点検するものです。楽しさと併せて重
要な事実や考え方を深く学んでいける教材です、現在、日本
版製作委員会が立ち上がって作業を進めています。学校等で
のワークショップの受け入れなどのご協力をお願いします。

　                             わたしが会場の教会に着いたとき、まず、

                             韓国から多くの青年がかけつけていたこと

                             に驚いた。場の空気はとても素敵だった。

　                             わたしたちは、韓国・朝鮮のハルモニ（お

                             ばあさん）たちに会った。彼女たちの何人

                             かは第二次世界大戦がはじまる前にすでに

                             日本に来ていたということだった。彼女た

ちは、みな自分のこと、彼女たちがどのように日本に来て、マ

イノリティとしてこの地で自分の人生をどのように生きてきた

のかを語った。在日コリアンのことを本でしか読んだことがな

い人がそうであるように、わたしもこのように声を聴く機会が

与えられたことを感謝したいと思う。わたしたちの誰もが、た

だ聴くだけではだめだ。聴いた物語を私たちの心にとめて、現

実に起きたこと、戦争がいかに恐ろしいものであるのかという

こと、また憎しみがどのようなものをもたらすのかということ

を、常に思い起こすべきだという意見でわたしたちは一致した。

いつの日か、この女性たちはこの世を去るだろう。だから次の

世代である私たちは彼女たちの経験に学び、大切にして、受け

継いでいかなければならない。話を聞いた後、川崎の桜本地域

を歩いた。私は京都、東京、伊勢、大阪などの地を訪ねたこと

はあった。しかし、かつては貧民街であったこの労働者の街で

伝えられたことは、私の目を開かせるものだった。

　次の日、私たちは、中村牧師のすばらしい発題を受けた。そ

れは、日本と世界における性的マイノリティについての問題に

ついてのものであった。彼は、性的マイノリティの人たちが直

面している問題について、教会内での差別を含めて語った。牧

師候補生である私はまた、韓国から来たナム・ギピョン師が同

性愛者のために祝福を与えたということを聞いて強く心を動か

された。それは、韓国ではひどい攻撃にさらされうることだか

らである。わたしは師に尋ねた。「韓国では聖書を口実にしてＬ

ＧＢＴの人たちを抑圧することの多い反対者がいるのに、どう

して祝福をしたのですか」。彼の答えは簡潔だった。「わたしの

仕事ですから」。牧師が、誰か特定のわずかな人ではなくて、す

べての人を祝福することは、まったくもって自然なことである

ことを、わたしは教えられた。わたしたちは、また、二人の

LGBT の方々、自身は男性という自己認識をもっている「女性」

と、ゲイであることをカミングアウトした方のお話を聴く機会

をもった。二人とも生きるなかでいかにたたかってきたのか、

困難に直面したときにいかに信仰を保つ努力を賢明にしてきた

のかを語ってくれた。ゲイであることを表明した方は、保守的

な教会で受けたゲイとしての経験を語った。わたしは、彼が専

門である「哲学」の方法論を使いながら、人間が互いに押しつ

け合っている「ふつう」を問い直していく道を探ろうとしてい

ることに、わたしは大きな刺激を受けた。

　毎日グループごとに各自が得た経験を分かち合いともに振り

返る時間はとても貴重なものであった。この旅のなかで出会っ

た刺激的で愉快な人々とわかちあったものを、わたしは大切に

していこうと思う。

　2018 年 4 月

21 日に行われたマ

イノリティ・ユー

ス・カフェ第 7 弾

では、カナ から

いらしたジャネッ

ト・マッキントッ

シュさんが、カナ

で先住民族との和解に取り組む KAIROS の活動を

紹介された。

　昨年「建国」150 周年を迎えたカナ だが、西欧

人の入植以前からこの地に住んでいた諸民族にとって

は、素直に祝うことのできない歴史がある。入植者た

ちは、先住民の土地だけでなく、言葉をはじめとした

様々な文化をも奪っていった。さらにそうした植民地

支配には、レジデンシャル・スクールなどを通して多

くのキリスト教会も加担していた。

近年になって、政府や諸教会がようやく罪を認め謝罪

するに至ったが、カナ が持つその「負の歴史」を追

体験するのが、KAIROS の特徴的な活動であるブラン

ケット・エクササイズだ。広げた何枚ものブランケッ

ト（毛布）の上で繰り広げられる理不尽な植民地支配

の再現に、参加者の多くは動揺を隠しきれない。頭だ

けでなく身体全体を使って学ぶ自分たちの歴史に、大

きな衝撃を受けるのだろう。

   ただし、「このプログラムは、参加者に罪悪感を与え

るためではなく、希望（HOPE）を与えるため」という

言葉がとても心に残った。できることなら目をそむけた

い加害の歴史にしっかりと向き合うことは、けっして自

虐的ではなく、むしろ平和な未来を創っていくための第

一歩となる。

   今回は説明を聞くだけだったが、9 月に北海道で行わ

れるユース・フォーラムでは実際にこのワークショップ

を体験できるらしい。北海道はアイヌの方々の土地を「開

拓」の名のもとに奪っていった地であることを、私たち

は知識としては

知っていても、真

に理解してはいな

い。差別のない世

界を目指して共に

歩みを始めるため

には、同じ地平に、

共通の歴史認識の

上に立つ必要があ

るのかもしれない。

Youth Café #7  

（柳川朋毅：イエズス会社会司牧セン ー）
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マイノリティ宣教
センターニュース
第５号　２０１８年
５月２５日　発行 

　　　　　　　　　　　今年の青年プログラムはアイ
　　　　　　　　　　ヌモシリの北海道だということ
　　　　　　　　　　で、関心を高めていただければ
　　　　　　　　　　とひと言。
　　　　　　　　　　　いま北海道では、「明治１５
　　　　　　　　　　０年」ならぬ「北海道１５０年」
　　　　　　　　　　というキャンペーンが行われて
　　　　　　　　　　います。しかし、そこにはアイ
　　　　　　　　　　ヌの人々の存在と歴史への意識
　　　　　　　　　　はきわめて希薄であるといわざ
るをえません。
　ご承知のように、アイヌ民族や北方民族以外の北海
道住民はみな移住民とその子孫です。しかしながら、
わずか数十年、数百年でその自覚が薄れてしまうのも
現実で、あたかもはじめから自分たちの土地であった
かのように錯覚してしまいます。
　その大きな要因のひとつには、幕末から明治にかけ
ての内戦で「賊軍」とされた藩の人々が新政府に土地
を取り上げられて移住を余儀なくされ、失意や悔しさ、
汚名返上の決意をもって「開拓」の苦労を担ったこと。
また、そういう人々を監視しながらロシアへの守りの
ために屯田兵として入植した人々などとの関係性もあ
ろうかと思います。旧倒幕藩の下級武士が広大な土地
を持つ地主となる一方で、旧幕府側の人々の多くは北
部の原野や離島に送られ、餓死や凍死した人も少なく
ないと聞いています。
　じつに北海道には日本列島全体の近代以降の歴史的
経緯が凝縮して内包され、それぞれの地域・家族には
移住の際の歴史的立場と意識とが多かれ少なかれ伝え
られています。しれらには、国策を後ろ盾にした優越
感や誇りであったり、賊軍とされ排除された屈辱感や
怨念であったり、たしかに辛かった開拓の苦労などが
折り重なっています。そのうえ旧幕府側の市町村が新
政府側のそれらと狭い地域で隣り合っているのもめず
らしくなく、両者は何となく疎遠な関係だというのが
実態です。とはいえ、それら和人の移住者全体がアイ
ヌ民族に何の断りもなく、「無主の地」（統治者がいな
い、との意）と一方的に断定して奪い、内国植民地化
していったのには変わりありません。それなのに自分
たちの受けた屈辱感や開拓の苦労の方が意識の中で大
きな比重を占め、アイヌ民族を差別してきた現実に正
面から向き合うことを困難にしているのではないかと

活動日誌 （３月～５月）

　　　　　　  第２回

マイノリティ ・ ユース ・ フォーラム

Youth Café #9

今年のユースフォーラムの

テーマは「和解の時（kairos）

を求めて」です。アイヌ民

族の方々が多く住む北海道

で先住民族の歴史を学び、

厳しい差別の歴史と現状を

見つめつつ、「和解」への

道のりはいかに可能か、と

もに考えたいと思います。

フォーラムが、差別と排除

が生み出す孤立や分断に抗

う、新たなつながりの場と

「和解」のビジョンを共有する場となることを願いつ

つ、広く青年たちの参加をお待ちします。

●とき：２０１８年９月４日（火）～７日（金）

●場所：北海道母子福祉セン ー（札幌）、二風谷等

●参加費：２万円（食費・宿泊費・プログラム経費）

●交通費の補助があります。出発地によって異なり

　ますので、個別にご相談ください。

＊申し込み締め切りは 6 月 15 日（金）です。

Youth Café #8
北海道「改称（命名）」150

年の今年、「改称」の意味と

先住民族が歩んできた近代の

歴史、そして人権の「いま」

を自分事として考えます。

●講師：上村英明さん（市民外交セン ー代表）

●とき：2018 年 6 月 8 日（金）18:30～
●場所：マイノリティ宣教センター ●参加費：500 円

3/1  外キ協会議
3/5-21   EMS の デニス・シュドラーさんを、イン ーンとして迎える
3/8-10   日・韓・在日協同青年プログラム @ 川崎 (K)
3/12  靖国神社へ学習訪問（案内：辻子実さん）(M)
3/13  人種差別撤廃 (ERD) Net 会議 (M)
3/14-16  日本基督教団宣教師会議 @ 広島 (M)
3/15  日本キリスト教協議会 (NCCJ) 神学校新卒者エキュメニズム研修プログラム
3/16  Queer Bible Commentary 勉強会 (K)
3/19-20  NCCJ 総会 (K)
3/20  国際人種差別撤廃デー 院内集会 @ 参議院議員会館 (M)
  韓国教会協議会 (NCCK) 総務 李鴻政氏 CMIM を訪問  
3/21  国際人種差別撤廃デー 市民集会 (CMIM/ERD Net 共催 ) @ 在日本韓国 YMCA 
  国際人種差別撤廃デー 合同祈祷会 @ 在日本韓国 YMCA
  CMIM 設立一周年記念 感謝食会 @ 在日本韓国 YMCA 
3/22  マイノリティ問題・宣教国際会議 (2105) フォローアップ協議会 @ 在日本韓国 YMCA
3/26-27  日本キリスト教会 「アン ー１９ 修養会」(K)
4/5  CMIM ユースプログラム作業部会
4/8-10  在日大韓基督教会 人権シンポジウム @ 京都 発題 (K)
4/10  第 6 回９条世界宗教者会議 準備会議 (M)
4/12  「世系に基づく差別撤廃のための国際シンポジウム」@ 参議院議員会館 (M)
4/14  東京 YWCA 憲法カフェ 講演 (K) 
4/17  反ヘイトスピー  ビラ配り @ 川崎 (K)
4/20  反人種差別教育カードゲーム製作委員会
  第 5 回 CMIM 運営委員会
4/21  ユースカフェ #7 「カナ 諸教会の [ 和解 ] への歩み」
                講師 Janette McIntosh さん（KAIROS Canada BC 部会 活動委員）
4/23-25  日韓 NCC 移住民シンポジューム発題 (K)
4/27-28  第 6 回９条世界宗教者会議 準備会議 @ 広島 (M)
4/29  KCCJ 東京中央教会 青年礼拝メッセージ (M)
5/8   青山学院淵野辺キャンパス礼拝 (K)
5/9  国際エンゲージドブディズムネットワーク (INEB) 研究会
                「仏教徒・イスラム教徒・ヒンズー教徒によるアジアにおける多文化平和の可能性」 (M)
5/11   第３回 CMIM 理事会
5/13  反ヘイトスピー 基礎講座（主催：銀座 No!Hate 小店） @ 教文館 (M)
5/15   日本福音ルーテル教会事務局長 来所
  反人種差別教育カードゲーム製作委員会
5/17   CMIM ユースプログラム作業部会
5/22   FEBC ラジオ 番組収録 (K)
5/23  狭山事件再審を求めるキリスト者・市民集会 (M)
5/25   NCC 教育部運営委員会 (K)
  「今こそ日朝対話を、国交正常化の時」神奈川集会 (K)
  QBC 読書会 (M)
5.26   聖心女子大学 講演 (K)
5.28-6.2  Duke 大学「東アジア和解のフォーラム」参加 (K)
5.30  「ヘイトスピー 解消法」2 周年院内集会 @ 参議院議員会館 (M)

神の国はどこに？ 古賀清敬
（センター理事、日本キリスト教会靖国神社問題特別委員会委員長）

思います。そこにはまた、日本の近代史全体が「文明」
対「野蛮」という構図と価値観で進められてきたとい
う最大の要因も重なりあっているでしょうか。この構
図は、政治や思想・宗教などの立場の違いを越えてほ
とんどの日本人に共有され、侵略的膨張主義を正当化
し、隣人を見えなくした元凶です。キリスト教も、明
治政府が「和魂洋才」でキリスト教抜きの方針を不服
として、あくまでこの枠内で「文明」を精神的に内実
化させるのがキリスト教であると、主張するにとど
まっています。
　このように言うのは、けっして敵意を煽るためでは
なく、日本社会全体に蔓延するさまざまな差別や排外
主義を克服するうえでのおおきな課題の所在を考えて
いただければと願うからです。なぜこのように日本は
閉鎖的・排外的で人権を重んじないのか、それは日本
人（和人）同士の歴史的亀裂と敵意とを意識化し克服
しきれていないところに深い要因があるように思われ
てなりません。
　キリスト教会とて例外ではありません。しかし、十
字架によって敵意を滅ぼしてくださったイエス・キリ
ストにある一致の約束のもとに、個別具体的な課題を
共に担うことをとおして和解の福音は広がっていきま
す。「こうして、神の言葉はますます広まり、弟子の
数はエルサレムで非常に増えていき、祭司も大勢この
信仰に入った」（使徒６：７）とあるように。それがまた、
わたしたちが日本列島「住民」としての歴史的経緯を
ふまえながら、たんなる「住み分け」を越えた多民族・
多文化強制社会を実現していくことに、このセン ー
の活動が資するものとなりますように願っています。
とにかく北海道をはじめ日本はいまや外国人労働者な
くして成り立たない社会であるにもかかわらず、人権
を守る移民政策を頑としてとろうとはしていません。
ＯＥＣＤ（経済開発協力機構）３９ヶ国中第４位とい
う事実上の「移民大国」であるにもかかわらず、です。
その根底には、天皇を家長とする戦前からの家族国家
観という虚構から解放されない恐怖心があるのではな
いかと思われてなりません。しかし、「神は、おくびょ
うの霊ではなく、力と愛と思慮分別の霊をわたしたち
にくださったのです。」（２テモテ１：７）
　ということで、木が重くなって行きづらくなったな
どと思わないで、気軽に来てくださいね。そだねー。

アイデンティティ、 信仰、 召命 ～日系アメリカ人四世女性神学生の視点から～
太平洋戦争を強制収容所で過ごした
祖母の体験、人種差別問題に取り組
んできたカリフォルニアの日系人教
会の働き、差別の歴史の影が今も残
るアメリカ南部で生活して思うこと
…。お話しをうかがいながら、過去
と今、私と社会、信仰と業について
一緒に考えましょう。

●講師：ジェシカ・カワムラさん（エモリー大学 カンドラ－神学校）

●とき：７月１９日（木）18:00～20:00
●場所：マイノリティ宣教セン ー　●参加費：500 円


