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異なる立場の理解と受容 

主教 アンデレ 中村 豊（神戸教区・退職主教） 

 

12年前、ある学校法人の院長就任を打診されました。学長がこの人事を教授会に諮ったところ、

教授の一人が「中村主教は女性の司祭反対派であるから、女性を軽視する可能性大であり、院長就

任には反対である」との発言があったということです。私には妻と4人の娘がおりますが、女性の

司祭反対派に分類されることに何ら疑義を唱えません。しかし、女性の司祭を容認しないことはす

なわち女性差別であり、人権蹂躙であると断定されたことに強い不快感を覚えました。 

女性像の画一化 

25年以上も前、神戸教区婦人大会で「このままでは婦人会の存在価値が消滅してしまう」と開

会説教で述べたところ、数日後、「婦人会の存在自体を否定するように聞こえたが、おっしゃるこ

との意味を説明して欲しいのでお目にかかりたい」と婦人会長から電話がありました。婦人会員の

ほとんどは、子育てが終わった専業主婦でした。ところが、専業主婦になる女性の割合が一番高か

ったのは1970年代半ばであり、サービス業領域の拡大に伴って、就労する既婚女性が増加してい

きました。働く女性の意識変化を婦人会がしっかり受け止めてきたのでしょうか。専業主婦の経験

に基づく視点だけで婦人会が組織維持を図ろうとした場合、異なった立場にある婦人への理解や配

慮、要望を聞くことが困難になってしまうといいたかったのです。同様の現象が安倍晋三政権の掲

げる「女性の活躍支援」に見られます。 

支援の一環として、「国家戦略特区」での外国人家事労働者の受け入れが解禁され、神奈川県、

大阪府で外国人家事代行サービスが始まりました。時給相場が3千円前後の家事労働者を雇うこと

が可能な高学歴で高収入の中流エリート層の「女性」がこれに該当し、多くの女性がパートタイム

や不安定な地位の非正規雇用で働いているという不均衡な力関係の軽視や隠蔽につながるのです。 

多様と包摂 

女性の聖職反対派に分類される私も女性の聖職を歪なかたちで分類する側に立っていました。私

の主教按手式に際してある教区から、代表として女性の司祭を送りたいと要請されましたがプロセ

ッション参加を断り、後日、当該教区から強く抗議されました。2013年、ポール・トルハースト

聖職候補生執事按手式のときも同様の問題が起こりました。外国からの参加者のなかに女性の司祭

がいたのです。この2つの出来事を経験し、女性の司祭受け入れについて真剣に考える時が来たこ
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とを痛感しました。女性の司祭賛成派と反対派が混在するこの年の神戸教区教役者修養会で、聖餐

式参列だけではなく、補式をも視野に入れて女性の司祭受入れを表明しましたが、反対意見はださ

れませんでした。教区会でも同様です。 

聖公会は様々な場で交流し実践の交錯する中で生み出された経験の積み重ねによって予断や偏

見を払拭しつつ、多様と包摂理解を深めながら今日まで存続してきました。女性の参画に関し、日

本聖公会の教区諸委員や教区会・総会代議員に占める比率は十分とはいえません。特に、教会の責

任者である主教や牧師は深い見識と広い視野をもって適切な女性の人材発掘に努力する必要があ

ります。女性の比率を上げることは、男性だけでは理解が及ばない斬新な視点や考えの導入につな

がり、これによって教会が多様化し宣教活動が促進されるからです。 

 

   ミス・パウルさんに出会う 
司祭 フィデス 金善姫（中部教区） 

 

 2015年 4月より新生病院のチャプレンとして働い

ています。2015年9月よりNPO法人パウル会と2016

年2月よりNPO法人ワンダイムが設立され、新生病

院グループとして様々な事業を展開するようになり

ました。女性フォーラムの時には北川規美子さんが婦

人伝道師について資料を集めてまとめている事を知

り、婦人伝道師のみならず、看護師や教諭として働い

た多くの女性の資料をまとめたい事を知りました。 

 新生病院の2代看護部長であるミス・パウルさんが 

日本を離れる時に残した文書をご紹介いたします。 

 

日本を去るにあたって ～ミス・パウル（リリアス・パウル）～ 

今から思いますと、もう33年も前になります。初めてこの日本にくる話がありました時は、本

当に嬉しくて忘れられません。新しい、大変美しいエムプレス・オブ・キャナダ号でした。そして

初めて“船の病気”もいたしました。1938 年 6 月 16 日横浜に着きましたが、あちらも、こちら

も目の前には一杯字ばかりで何も読めず判りませんでした。そのときばかりでなく、それから後も

ずっと字や言葉が難しいと同様に、自分のことを相手の人に判って貰うことが何よりも非常に難し

いと思いました。世界中の人々が、お互いに理解し合うためには、同じ言葉であるのが必要だと沁々

思います。そうすれば戦争も少なくなると思います。 

その6月末、チャペルの開かれる式があって、初めてハミルトン主教とご一緒に小布施に参りま

した。そのあと患者さんの散歩の道を私も散歩したのですが、ブヨが多くて体中たべられました。

まだ新しいのでブヨもおいしかったのでしょう。それから5年間、小布施ではたらきました。 

1935 年休暇でカナダに帰ったミス・ブッチャーが、そのあとスタート先生と結婚されて、困っ

てしまい、急に私が婦長になりました。そのため日本語を勉強する時間が大分なくなりました。そ

の後、ちょうど休暇でカナダに帰っていましたときに戦争となり、そのまま8年間カナダにとどま

小布施町宝のミス・パウル記念館 

 

教役者コーナー 
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りました。戦後、教区は日本にゆずられていましたので、私は日本聖公会から招かれたわけですが、

住む家があること、1年分の食料を持って来ることが規則でした。1年分の食料を選ぶことに私は

余り困りませんでした。カナダの北の方にいましたとき、1年に1度しか便がなく、1年分のもの

を一度にたくわえる生活をいたしましたから。そんな状態で荷物を開けましたとき、ジャガイモか

ら芽が出ていました。8年も小布施を離れていて、帰って来たのでしたが、昨日までずっと小布施

にいた様な親しい気がしましたのは不思議なくらいでした。 

それからずっと今日までをふり返ってみますと、実に沢山な患者さん達が、みんな勇気と忍耐と

協力と、そして親しみによって次々に社会へ復帰し、幸福な生活に戻って行かれましたことを、心

に強く憶えております。長い間にはもちろん問題もありましたけれども、それを覆う程にみなさん

の忍耐と御親切の数々を思います。悪いお天気の日もありましたが、好いお天気の日ももっとあり

ました。小布施を中心にこの信州の山河の美しさは決して忘れられないでしょう。 

清々しい朝、静寂の夕、この自然の中に祈るとき、すぐ詩編121：1～2（聖歌393）のことばが

胸に湧いて参ります。 

われ山に向かいて目をあげん、わが助けは／いづこよりきたるべきぞ。 

わが助けは主より来たる、主は天地を／造りたまえり。         （1966年6月記す）

山彦会発行『久遠の光 新生療養所小史』中抜粋 
 

第61回国連女性の地位委員会に出席して 

ステファニア 浜井美喜（神戸教区） 

3月10日～24日までニューヨークで開かれた第61回国連女性の地位委員会(CSW 61)に、も

う一人の代表である小林真綾さんと共に派遣された。今年度のテーマは「変化しつつある世界の労

働形態における女性の経済的エンパワメント」で、派遣者に求められたのは、①政府、国際機関、

NGO、聖公会中央協議会が主催するセッションへの参加、②代表が各国・各教会・各自の視点か

ら今年度のCSWのテーマに沿った報告書を発表し、討議する会議に参加、③エキュメニュカルな

集まりへの出席、特にプロテスタント諸派の参加者との交流、だった。 

昨年夏に女性デスクから派遣の打診を受けた時には「到底、無理」と思われた。これらすべて

をこなすには、高度な英語力と、ジェンダーに関わる問題や世界情勢についての深い知識が必要だ

し、なにより、アングリカン・ウーマンとしての姿勢が問われる。そのいずれにも欠ける者が果た

して代表足りえるのか、となると答えは明らかである。それでも蛮勇を振るう気になったのは、女

性デスクをはじめとする多くの方々が全面的なバックアップを約束してくださったことと、「広島

平和礼拝」について世界の聖公会代表者たちに話をすることになったことになったからだった。 

また、「国連」「世界会議」というとそれは別世界であり、「誰か偉い人」が「うまくやってくれ

る」ことで、私には「関係ない」、という思いがあった。しかし、「本当にそれでいいんですか？」
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代表全員での夕食会 

 

女性の女性による女性のための聖餐式 

 

と問われた気がした。普通の信徒（その多くが女性である）が教会を支えていて、それぞれの場所

でクリスチャンとして精一杯の働きをしておられる。広島でもこの 11 年、8.6 平和礼拝と広島に

来られるゲストを案内する活動を行ってきた。昨年の派遣者、上澤伸子さんのリグリマの働き、福

澤真紀子さんの福島での働きの流れを受けて、私と、広島で小・中・高時代を過ごし、広島の活動

を身近で見て来た小林真綾さんが派遣され、世界の代表者に私たちの広島のレポートをすることは

幾分かでも意義あることではないか、普通の信徒である私たちができることを粛々とやればいいの

だ、と思った。 

実際にニューヨークでの日々が始まってみると、やはり、英語でのハイレベルな意見交換や質

疑応答はかなり大変であった。また、数十年ぶりというブリザードが期間の前半にニューヨークを

襲い、国連ビルも閉鎖され、連日気温はマイナスになり、スケジュールが大幅に変更されるなど様々

なハプニングもあった。会合ではどの場面でも参加者の女性たちは物おじせず質問し、良い意見に

は拍手を惜しまない。反応が良いのだ。私たちの広島の発表でも、各国の現状についての報告会で

も、突っ込んだ質問が出た。平和礼拝の発表は40分程度の予定だったが、時間をオーバーして質

問に答えた。なんとかこなすことができて本当にほっとした。生活と信仰が密接に結びついている

国、キリスト教が社会の基盤にある国では、教会が政治や経済について関心を持ち、発言するのは

自然なことであり、そういう国の代表たちは、国連まで来ている以上、少しでも自国や自分の教会

の為になるようなアイディアを持ち帰ろうという気概に満ちていた。特にアフリカ勢はどんな場面

でも積極的で、どこでも会議をリードしていた。 

今回、特に嬉しかったのは、小林さんを含む20歳の大学生4人（南ア・米国・スコットランド・

日本）が、物おじせず、のびのびと参加していたことだった。この若い世代は私たちが到達できない

かもしれないところへ旅を続けてくれるに違いない。今回の派遣の中で大きな収穫だった。 

帰国して落ち着くと、やはり事前の準備不足が悔やまれた。代表として十分な働きができたかど

うかは大いに疑問だが、自分としてできる精一杯の15日間だった。この派遣のためにお祈りいた

だき、ご尽力いただいたすべての関係者の皆さまに心からの感謝を表してCSW61の報告としたい。 

UNCSW（国連女性の地位委員会）：戦後できた国連は女性の人権を重視し、経済社会理事会の中 

に、政治・市民・社会・教育分野等における女性の地位向上に関し、経社理に勧告・報告・提案等 

を行う女性の地位委員会を設置。毎年 2～3月頃に 2週間の期間でその年のテーマを軸に年次会合 

を開催。ACCも国連オブザーバーであり、この会合に代表団を送っている。 
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■■■■■ コラム わたしの瞳に映る景色 ⑭ ■■■■■■■■■■■■■■■ 

～いくつかのお詫びと訂正、そして確認～ 

 司祭 アンブロージア 後藤香織（中部教区）

昨年4月に、このコラム「わたしの瞳に映る

風景」を冊子にまとめていただきました。あり

がとうございます。この冊子にするときに、し

っかりと全体に目を通せば良かったのですが、

忙しさを理由に、誤りや曖昧な箇所をそのまま

にしてしまいました。ごめんなさい。 

今回は、その対応を反省して、訂正と確認を

させていただきたいと思います。細かいところ

は沢山ありますが、大切なところを幾つか説明

させていただきます。 

まず、セクシュアリティ/Sexualityについて

です。⑫の中で、わたしはセクシュアリティを、

生物学的な性/sex、性自認/gender identity、性

的指向/sexual orientation、性別役割/gender 

roleの４つの要素で、大まかに分類するという

立場で説明をしました。これについて、セクシ

ュアリティとは、『性行動の対象、恋愛・性愛

がどういう対象に向かうのかを示す概念で、

「性的指向」を指す』ので、「性自認」をセク

シュアリティに含めることは間違いではない

のかと指摘をいただきました。確かに、狭義に

はセクシュアリティは「性的指向」を指すので

すが、わたしは性別、性的指向、性自認、性別

役割に関する意識や行動を総称する言葉とし

て用いています。特に性科学の分野では、用語

の意味内容が変化したり、拡がったりすること

はよくあります。あくまでもわたし後藤の使い

方ですので、どうぞご自身で確認しながら用い

ていただければと思います。 

そして明らかに誤りの箇所が、⑬の「■性的

指向の非典型・同性愛者」の説明にあります。

ここで、『同性愛が「病気」と規定されたのは、

1869 年にハンガリーの医学者ベンケルト

/Benkert が提唱したのが始まりです』と書い

てある古い資料を、そのまま使ってしまいまし

た。古い辞書などでは、医師と紹介されていた

のですが、ベンケルトは医師ではなく、ウィー

ンで活躍したハンガリー人の作家です。確かに

同性愛（Homosexualität）という言葉をドイ

ツ語で造語し、非犯罪化を訴えていますが、同

性愛が「病気」と規定されるのは、もう少し後

のことです。また名前もドイツ語形のベンケル

ト/Benkertから、ケルトベニ/Kertbenyという

ハンガリー人の名前に訂正をしていただける

ようお願いいたします。 

そして、「タリタ・クム」26 号の中で、性

の多様性を表す言葉として、「グラデーション」

が使われていました。グラデーション

/gradationは、実は日本だけで使われている言

葉で、大変多くの人たちが使っていますが、階

級・等級gradeからの派生語です。使うなとい

うことではありませんが、公平・中立的な言葉

遣いを考えるときには使用を避けた方が良い

と、わたしは考えています。多様なセクシュア

リティを表現する場合は、わたしは医療現場で

は使われる、スペクトラム/spectrumという言

葉を使っています。 

またセクシュアリティの説明で、「こころの

性」が日本では良く使われます。この「こころ

の性」は、性同一性障碍の当事者が、性別二分

法を前提に、その枠の中での性別移行を願う自

分たちの状況説明のためにつくり出した言葉

です。性別二分法を前提にし、それを強め固定

化する働きをしますので、公平・中立的を考え

るとき、わたしは「こころの性」は使うべきで

はないと考えています。そもそも「こころ」に 
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性別はありませんし、定義が曖昧すぎます。性

同一性障害碍の当事者からは、とても非難され

ていますが、使うべきではないというのが、わ

たしの立場です。 

また、やっと一般的にも定着してきた、

「LGBT」という言葉にもふれておかなければ

ならないでしょう。LGBTは、女性同性愛者（レ

ズビアン/Lesbian）、男性同性愛者（ゲイ/Gay）、

両性愛者（バイセクシュアル/Bisexual）、ト

ランスジェンダー/Transgender の人々を意味

する頭字語です。でも皆さんは LGBT の他に

も、「GLBT」「LGB＆T」「LGBTI(*1)」

「LGBTIAQ･･･」「LGBT+」「LGBTs」etc.

の表現を目にされたことがあるのではないで

しょうか。いろいろな表現があるということは、

裏返すと LGBT では、多様なセクシュアリテ

ィは表現できないのです。「LGBT」の後に、

他のセクシュアリティを含めようと、I でイン

ターセックス/Intersexを、QでクイアQueer

やクエスチョニングQuestioningを、Aで無性

愛・アセクシュアル/Asexual を加えて行くと

(*2)、限りがありません。そこで、LGBT以外

にもいろいろなセクシュアリティがあること

を表現する「LGBT+」「LGBTs」が、最近は

よく使われているようです。 

しかし、いずれにしても限界があるので、最

近はソジ/SOGI(*3)という言葉が使われ始めま

した。SOGI は、「Sexual Orientation and 

Gender Identity」の略語で、日本語にすれば

「性的指向と性自認」です。これは特定の人々

を指す言葉ではなく、人それぞれの性的指向と

性自認（SOGI）を尊重を表現する言葉です。

誰が、LGBT+で、誰がそうでないなんて区別

しないので、公平・中立的な言葉です。LGBT+

に代わって使われるようになると良いなとわ

たしは思っています。 

 

これからも言葉の説明などを、正確に、丁寧

にしていこうと思いますが、性科学の用語はそ

の意味の変化が頻繁で、使い方も人によって違

ったりもします。どうぞ、後藤の書いているこ

とを鵜呑みにはせずに、ご自身で確認をしなが

ら、学びを深めていただければと思います。 

 

(*1)LGBTI：LGBT にインターセックス

/Intersex の頭文字 I を加えたものです。この

表記は 2010 年 8 月ジョグジャカルタ原則

/Yogyakarta Principlesの解説と同原則を踏ま

えた世界の人権団体の活動について書かれた

文書「Activist's Guide」において一貫して用い

られていて、アムネスティ・インターナショナ

ルなどでも妥当な表記として用いられていま

す。でも、わたくし後藤は使いません。 

(*2)他にも、Pで、多性愛/polysexual、全性

愛/pansexual、Oで総性愛/omnisexual、Gで

ジェンダークイア genderqueer（日本では

xgenderと呼び、性自認が女でも男でもない人、

両方の人などを指します）、また、セクシュア

リティではありませんが Aで支援者/ally を加

えたりしますが、これ以上はあまりに多くて書

ききれません。ごめんなさい。 

(*3) ソジー/SOGIEという表記もあります。こ

ちらは「性的指向と性自認と性表現/Sexual 

Orientation, Gender Identity and 

Expression」の略語です。「自分の性別（性自

認）通りの服装や仕草（性表現）をするとは限

らない」ことを表す言葉です。セクシュアリテ

ィは見た目では、分からないのです。また、

GSRD 「 Gender, Sexual, and Romantic 

Diversity の略」というような言葉もあります

が、わたしは使いませんのでご自身で確認願い

ます。 

 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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２０１７年 第２５回聖公会「女性」フォーラムのご案内 

テーマ： 神の豊かさの中で ―多様な性を回復し、自分たちを問い直す― 

                  〔聖書箇所 ガラテヤの信徒への手紙３章26~28〕 

わたしたちは、一人ひとり違っていて、一人ひとりがかけがえのない存在です。 

「神にかたどって創造された」人間が一人ひとり違っているのは、 

神が想像を絶するほど豊かで多様な方だからでしょう。 

わたしたちは、男はこうあるべき、女はこうあるべき、性はこうあるべき、結婚はこうあるべきという 

思い込みをしていないでしょうか？ 

思い込みや先入観から、互いに違う賜物を持つ他者を差別していないでしょうか？ 

第25回「女性」フォーラムでは、東京・聖パウロ教会で平良愛香さんからお話を聴きます。 

ともに語り祈る中で、他者との違いに抱く恐れや思い込みから解放されて、 

神が創られた人間の多様性や豊かさに気づくことができればと願っています。 

みなさまのご参加を心からお待ちしています。 

    日時：２０１７年７月１６日（日）～７月１７日（月・海の日） 

          （  受付 １６日１６：００～ 解散 １７日 １６：００） 

会場：聖パウロ教会 （目黒区五本木２－２０－１） 

            東急東横線 祐天寺下車徒歩５分 

      恵比寿駅(西口)より東急バス・恵32「用賀行き」(約10分) 守屋図書館 バス停向かい 

  発題者：平良愛香さん 

プロフィール：１９６８年沖縄生まれ。高崎芸術短大音楽科、農村伝道神学校卒。 

男性同性愛者としては、日本で初めてのカミングアウト牧師となる。 

現在、日本キリスト教団三・一教会牧師（相模原市）。 

農村伝道神学校教師、桜美林大学、立教大学非常勤講師、 

カトリックＨＩＶ／エイズデスクメンバー。 

セクシュアル・マイノリティ・クリスチャンの集い「キリストの風」集会代表。 

平和を実現するキリスト者ネット事務局代表。 

   【申込み締め切り】：６月１５日（木） 

   【申込み先】   「女性」フォーラム準備会    藤井美佐子 Fax 03-6325-5835 

                               西川華織   

※ 参加費：２５００円＋食費２５００円（１６日夕食・１７日昼食） 

※ 宿泊は各自でおとり下さいますようお願いいたします。  

※ お勧めの本  『虹は私たちの間に』山口里子著         新教出版社 

『「レズビアン」という生き方』堀江有里著     新教出版社 

『１０代のキミへ いのち・愛・性のこと』高橋貞二郎監修 日本基督教出版局 

『コラム集・わたしの瞳に映る景色』後藤香織著 日本聖公会 正義と平和委員会・ジェンダープロジェクト発行 
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タリタ・クムとは？ 
「少女よ、起きなさい」という意味のアラム語です。会堂長ヤイロの願いにこたえて出かけて行き、死

にかかっている幼い娘の手をとって、イエスさまが言われた言葉です（マルコ 5：41）。今までジェン

ダーのために充分に発揮することのできなかった女性たちのさまざまな潜在的能力や感性や行動力が、

神さまの祝福によって主の栄光をあらわすために、より生き生きと用いられますようにという祈りと願

いをこめて名付けました。 

 

正義と平和委員会 

ジェンダープロジェクトとは？ 

教会におけるジェンダー課題の共有と克服のた

めに、すべての人が尊重されるネットワーク作り

をめざして活動しています。機関紙としてのニュ

ースレター「タリタ・クム」の発行(年3～4回)、

学習会の開催、出前ワークショップの実施なども

行っています。一人でも多くの人が、ジェンダー

の課題に関心を持ってくださり、共に考えていけ

る場をつくっていきたいと願っています。 

女性とは？ 
ジェンダープロジェクトでは、「女性」とはあ

らゆる社会構造の中で、立場が弱くされている人

たちの一つのグループであるというとらえ方を

しています。性の多様化の中、「女性」という表

現自体が問題視されることもありますが、タリ

タ・クムで用いる「女性」という表現は、「女性」

の視点を大切にしながらも、男女二分法にとどま

った性別用語としてのみ理解されるより、包括的

な意味で理解される事を意図しています。 

 女性デスクから  

昨年の11月末の日韓合同会議（於：済州島）で、女性やジェンダーの課題に関わっている担当

者でミーティングを行った。その際、日韓に共通する「意思決定における女性の割合を増やしてい

くこと」や「ハラスメント防止」といった課題について両聖公会にぜひ積極的に取り組んでもらい

たいと、主教や神学校の代表者宛てにお手紙を書くことになった。 

私たちはその後、何度もメールをやりとりし、ようやく文書にまとめて 2 月の末に日韓それぞ

れの主教会、神学校に送ることができた。文書をすり合わせる作業を通して私たちはより近くな

れたように思う。その後、3月に大阪で行われた合同会議では、「要望」を送りっぱなしにしない

でぜひこれからもリーダーたちに働きかけていこうと話し合った。 

  ジェンダープロジェクトより 

3/8 は「国際女性デー」。今号にも報告のある UNCSW も毎年この前後に開かれます。このタ

リタ・クムがお手元に届くころにはすでに少し遠いことになっていると思いますが、この日に向け

てある新聞は、「性別にとらわれず、自分らしく生きる社会をめざすには」という特集を組んでい

ました。「気付けば、期待される女性像を無意識に演じてしまっている」という女性の声、背が低

く童顔で声も高めという男性は「世間が求める男性像に追いつけず息苦しさを感じてきた」と言い

ます。「自分らしく生きる」ことがどういうことかにも様々な考えがあると思いますが、少なくと

も「その人をそのまま受け入れる」という関係性の中に成り立つものではないかと思うのです。 

世界経済フォーラムによると、日本の男女格差（ジェンダーギャップ指数）は、2016年度は144

カ国中 111 位。前年度は 101位。「ジェンダーフリー」、「ジェンダー平等」という言葉は年々

人口に膾炙しているように感じるのに、政治、経済への女性の参加度が高まらないのは、頭ではわ

かっていても、実生活では「このままでうまくいっているのだから変える必要はない」という思い

込み、「寝た子を起こすことはない」という感覚と通じるものがあるのでは。一人ひとりが「自分

らしく生きる」ために、個人のレベルでも集団でも必要な変化を起こしていけるようになりたいと

思います。 

 


