カトリック川越教会小教区創設 100 周年実行委員会

最終報告書
徒数はおよそ 20 人だったという文書が残されていますが、
その後 100 年の時を経て川越教会は 1,500 人を越える大
委員長 米田友義
きな共同体に成長し現在に至っています。つまり 100 年の
100 周年事業の内容を固めな 間に川越教会の信徒は 7～80 倍に増えているわけです。
がら実行委員会として具体的な この点において私は先人たちが遺された想像を超えた献
計画を提案し、その事業計画推
身と信仰の業に、深い敬意と感謝を捧げたいと思います。
進のために信徒の皆さんに特別
一方日本のキリスト教の黎明はフランシスコ・ザビエルに
献 金 の お 願 い を 開 始 した の は よって 1549 年にもたらされました。ザビエルの活躍は短命
2016 年 2 月でした。以来 2 年間 に終わりましたが、彼の残した影響が大きく、また彼の遺志
にわたり献金登録への参加を呼
を継いだ後継者の働きでキリシタンの数は大名から庶民ま
びかけご協力をお願いしてきまし で一気に数 10 万人（おそらく 50 万人といっても大きな間
たが、本年 3 月末をもって 100 周 違いではないでしょう）にまで膨れたと言われています。そ
年特別献金枠を閉鎖し、100 周年特別事業の最終決算を の後江戸時代に入ると秀吉や徳川幕府による相次ぐキリシ
終えることができました。
タン弾圧でキリシタンは表面的にはその姿は消え、その後
ここに「100 周年実行委員会最終報告書」としてご報告 250 年の長い禁教時代、沈黙時代が続きました。
申し上げ、お礼に代えさせていただきたいと思います。
再宣教の幕開けは 1850 年以後、明治新政府が諸外国
詳細は後述の記事に譲りますが、概略、献金を含む収 からの圧力に負けて開国に転じてからのことになります。宣
入資金の内訳は次のようになりました。
教師が多数来日し、横浜天主堂や長崎大浦天主堂が建
① 当初収入計画は信徒からの積立資金と建築資金を各
立されたのもこの頃で、教会堂だけでなくキリスト教関係の
1,000 万円の合計 2,000 万円のスタートでしたが、最終 教育施設や福祉施設などが多数生まれました。当時の人
決算では残念ながら信徒からの積立資金は 100 万円程 口推計には諸説ありますが、仮に 1900 年当時の人口を
未達となりました。
3,000 万人とすると信徒数は 1％程度の 30 万人位ではな
② 一方、篤志家による大口献金、式典当日の祝金のほか、 いかと推定されます。その後第 2 次世界大戦を挟んで
15 年にわたる 100 周年積立金などのお陰で、結果とし 1946 年に約 10 万人にまで落ち込んでいた信徒数は 15 年
て 1,000 万円を大きく上回る資金確保（約 1,600 万円） 後の 1962 年には一挙に 3 倍の 30 万人に増えました。し
ができ、1,000 万円の建築資金の取り崩しを最小限（約 かしその後は戦後の混乱期から高度経済成長時代に入る
600 万円）に抑えることができました。
と、信徒数は鈍化して 40 万人から 45 万人に止まることに
特別献金にご協力いただいた信徒の方々に感謝申し上 なります。理由はいくつか考えられますが、人々が物質的
げるとともに、事業計画に直接間接に係わり貴重なご意見、 な豊かさを求めたことが一因だと言われています。直近の
2016 年度の信徒数は 443 千人（人口比 0.34％）でこの 10
ご提案を頂戴してご支援いただいた多くの信徒の方々に
年を見ると人口比も徐々に低減しています。このカトリック
心からお礼申し上げます。
信徒に 60 万人のプロテスタント信徒を加えた日本のキリス
さて 100 周年を越え、川越教会は次のステップである ト者総数は 100 万人強となり人口比は 0.8％前後となりま
200 周年に向け歩み始めたわけですが、これからの更に気 す。
の遠くなるような長い年月を思う時、予測不可能な将来が
以上の日本の信者動向から短絡的に言えることは、ザ
待ち受けていることは確かです。
ビエル時代の 50 万人がピークでその直後に長期の潜伏
そこで私がいづみ 605 号（4/1 発行）に掲載した「100 周 時代を挟んだとはいえ、再宣教のスタートが切られてから
年余話」の続編を書くことで委員長としての職責を締めくく
信徒数の若干の変動はあるものの大きな飛躍を果たせず、
りたいと考えました。以下、ご笑覧願えれば幸いです。
総じて日本のキリスト教は低迷が続いているということでは
ないでしょうか。
日本の信者動向を近隣諸国と比較しますとその傾向が
（続編）
一層顕著です。日本より宣教開始が 20 年遅れた韓国では
川越教会の 100 周年を締めくくるに当り、信徒数の変遷 キリスト者の人口が 30％（1,500 万人）を超え、また中国も
実態は不明ですが、資料によってはキリスト者数は総人口
に絞り川越教会と日本のカトリック教会全体の推移を簡単
の 5％（6,500 万人）という推定値もあります。
に振りかえってみたいと思います。
なぜ日本にキリスト教が広まらないのでしょうか。かつて
川越教会が小教区として発足した 1900 年代当時の信

感謝とお礼

１００周年余話

はキリスト教を日本人に受け入れ易くするための宣教論を
展開した聖職者や文化人がいましたが、教会の中心的課
題として位置づけられていません。
宣教の成果は多かれ少なかれ信徒数の動向に反映さ

れます。キリストから託された私たちの宣教の使命をいかに
果たすかはいつの時代においても永遠の、しかも常に新し
い課題であると言えます。

100 周年記念事業投資の予算計画と実績

委員 牧野 誠

100 周年記念事業の計画にあたり、実行委員会では以

計・管理を委託する中屋さんへの設計費⑦などを計画し、

下のような予算計画を立ててその事業の遂行のための投

これらに建築工事以外で 100 周年固有の投資となる記念

資予算と、費用調達計画を進めてきました。

誌⑧印刷費用も含め、2,083 万円を確定予算⑨とし工事契

まず聖堂改築、モニュメント事業などの計画目標に対し、 約を行いました。その後、具体的な設計作業と並行して前
それを達成するための計画予算を 2,000 万円と設定し、そ

述の各項目の見積り内容、例えば収納部分の使い勝手向

の財源として半分を 100 周年事業のために今回特別に積

上などの見直しを進めて工事を遂行し、最終的に 2,226 万

み立てる積立資金①。(以下〇数字は下記グラフと照合し

円が総事業費実績⑩となりました。

ます)残りの半分を聖堂建て替えなどに備えて従来から積

一方資金調達の詳細としては、積立額の実績⑪が積立

み立ててきた建築資金②からの引き当てで賄うこととしまし

目標①を 10%下回る 895 万円にとどまったものの、15 年前

た。

から続けてきた 100 周年記念事業のための積立⑫225 万

具体的な投資計画を策定する中で、最も大きい部分とし

円や、複数の信徒の方々から頂いた 100 周年記念事業へ

て、日曜日ごとに廊下まで信徒があふれていた聖堂拡大

の大口寄付⑬、更に記念式典当日の祝い金やミサ献金⑭

のための聖堂改築費③に 1,420 万円、更に教会正門周辺

164 万円によりなどにより大きく収入額が増加したことにか

の敷地外からのアプローチ性を改善するための岩屋周り

ら、将来の工事への貯えである教会建設資金⑮からの引

工事などのモニュメント工事④。その他聖堂拡張部に設置

き当ては計画の 60%にあたる 612 万円で済ますことが出来

する椅子⑤や、祭壇を大型 TV もしくはプロジェクタ-映像

ました。

で見られる映像システム⑥。さらに聖堂拡張工事全体の設

ご協力ありがとうございました。

写真で見る主な 100 周年事業

「受けるよりは与える方が幸いである」
－川越教会創設 100 周年を振り返って－
十 主の平和

委員会顧問 担当司祭

加藤 智

ひとえに神のあわれみによるとしか申し上げようがありませ

昨年は川越教会創設 100 周年

ん。わたしたちの今後の課題は、「川越教会 100 周年の祈

を現任担当司祭として教会内外

り」のように、川越教会が、わたしたちの内から主の教会の

の皆さまとともに祝うことをゆるされ、 奉仕者(司祭、修道者)を産み育てることができる教会へと、
まことに光栄でした。記念式典お

霊的に成長させていただくことに尽きると思います。聖霊の

よび記念事業への皆さまのご協力

導きを求め、祈り続けましょう。「主イエスご自身が『受ける

に改めて感謝申し上げます。過去

よりは与える方が幸いである』と言われたことばを思い出す

100 年の信仰の父祖方のご労苦に応え、わたしたちの信

ように」。これは『使徒言行録』が伝える使徒パウロの言葉

仰の子や孫たちに少しでも良い教会を残したいとの願い

です。

から、記念式典に加え記念事業を企画し、わたしたちの力

キリストの内に

不足にもかかわらず、ほぼ計画通り実施できましたことは、
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