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はじめに

五島列島には、現在、51 のカトリック教会があります。今回の巡礼
で、私達はその中の 20 の教会を訪問しました。

五島列島は、九州長崎から西部約 100 キロの東シナ海に浮ぶ島々で福
江島、久賀島、奈留島、若松島、中通島の五島を中心に、大小 140 余り
の島々からなり、有人島は 18 島で、残りは無人島です。若松島より北
上を「上五島」、奈留島から南下を「下五島」と呼んでいます。美しい海
と豊かな自然に恵まれ、大部分は西海国立公園に指定されています。

現在の五島列島のキリスト教信徒の多くは、18 世紀末に、長崎外海の
黒崎、三重、神の浦などから、キリシタン弾圧を逃れて移住してきたキ
リシタンの子孫達です。

当時、五島列島に移住してきたキリシタン信徒達が歌っていた歌があ
ります。

「五島へ五島へと皆行きたがる、五島はやさしや土地までも、五島へ五
島へと皆行きたがる、五島は田舎のエリを見る、五島は極楽行って見て、
地獄よ、地獄よ、二度と行くまい五島の島へ」

しかし、希望を持って移住してきたキリシタン信徒達には、苦しい生
活が待っていました。肥えた土地や漁獲量の多い海辺は、すでに五島領
民が占有していて、移住してきた信徒達が使用できた土地は、山奥の高
地で開墾がし難く、芋しかできない様な痩せ地で、また、漁には不便な
岬の陰に住むしかありませんでした。そして、五島領民からは，「居付
き」とか「拓（ひらき」「外道（げどう）」などと言われて軽蔑され迫害
を受けました。

特に、明治元年（1868 年）から始まった明治政府のキリシタン弾圧
は凄まじく、迫害は久賀島から浦頭、水の浦、楠原と全五島に広まり、
五島崩れと呼ばれました。信徒達は拷問と死の恐怖にさらされ、それで
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も神を信じて耐え忍びました。
明治 6 年（1873 年）の禁教解除後は、自分達の住む土地に信仰の証

である教会を建立するため、１日 2 食にして、貧しい生活の中で多額の
拠出金を捻出し、労力奉仕をしながら、全員が結束して教会の建設に献
身的に努力をしました。また、私達が訪問した 20 の教会には、どの教
会にも立派な司祭館が建てられていました。これは、自分達の教会に神
父様をお迎えして、秘蹟を受け、信仰の指導を仰ぐ、信徒達の強い願い
を実現するために建てられたそうです。残念ながら、現在は、巡回教会
になったために、使用されていない司祭館がいくつかありました。

私は今回の巡礼で訪問した多くの教会で、先達の信徒達が教会を建て
ようと思う一途な気持を強く感じ、それに思いを馳せると感激で胸が熱
くなり、何度も涙がこぼれました。
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 五島列島のカトリック教会

　（＊は今回の巡礼で訪問した教会）

【上五島地区】
＜中通島＞
＊青砂ヶ浦教会、丸尾教会、小瀬良教会、＊仲知教会、＊江袋教会、
青方教会、跡次教会、船隠教会、佐ノ原教会、福見教会、＊桐教会、
＊若松大浦教会、猪ノ浦教会、＊冷水教会、曽根教会、大水教会、
米山教会、赤波江教会、＊大曽教会、＊鯛ノ浦教会（ミサ）、浜串教会、

高井旅教会、＊中ノ浦教会、真手ノ浦教会、焼崎教会

＜若松島＞　土井ノ浦教会、大平教会、有福教会
＜頭ヶ島＞　＊頭ヶ島教会（ミサ）
＜小値賀島＞　小値賀教会
＜野崎島＞　野首天主堂

【下五島地区】
＜福江島＞
＊福江教会 ( ミサ )、＊浦頭教会、半泊教会、＊楠原教会、繁敷教会、
＊貝津教会、＊井持浦教会、＊堂崎教会、宮原教会、打折教会、
＊水ノ浦教会、三井楽教会、玉之浦教会

＜久賀島＞　＊浜脇教会、＊五輪教会、＊牢屋の窄殉教記念聖堂（ミサ）
＜奈留島＞　奈留教会、江上教会、南越教会
＜嵯峨島＞　嵯峨島教会
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 五島列島のカトリック教会地図
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カバーイラスト：津川洋子（堂崎天主堂）、津川智子（マリア像）
カバーデザイン＆イラスト：溝上なおこ



17

第 1 章　巡礼1日目

羽田から上五島、頭ヶ島教会へ



第１章　巡礼（１日目）　羽田から上五島、頭ヶ島教会へ
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1 日目・2009 年 5 月 11 日 ( 月 ) のスケジュール

　７：３０　羽田空港第２ターミナル２F に集合
　８：２０　羽田空港発　全日空ＮＨ 661 便にて長崎に向かう。
１０：１５　長崎空港到着
　　　　　　路線バスに乗車して大波止港へ行く。
　　　　　　乗船前に大波止場港のレストランで昼食をとる。
　　　　　　昼食は長崎名物「ちゃんぽん」でした。

１３：００　大波止場発　五島産業汽船の「ありかわ８号」快速
　　　　　　艇で上五島（鯛ノ浦港）に向かう。

１４：４０　鯛ノ浦港着
　　　　　　ジャンボ・タクシーに乗り換えて、頭ヶ島教会へ向
　　　　　　かう。

１５：３０　頭ヶ島教会　ミサ（小林神父様）とルルド訪問。
１４：３０　宿泊先ホテル ･ マリンピアに向かう。
　　　　　　途中、海童神社（鳥居が鯨の骨で出来ている）をタ
　　　　　　クシーの中から見学。

１７：００　ホテル到着　
１９：００　夕食　ホテル１Ｆレストラン


