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Ⅰ．はじめに

　筆者は，松田（2016）において，沖縄県石垣島（以下，「石垣市」また単に「石垣」と表

記する場合もある）に住むフィリピン人の集まり「カイビガン」
1)
がカトリック石垣教会

の信者会にある 8 つの会のうちのひとつと位置付けられている（カトリック石垣教会信者

会 2014：15）ことなどを示しながら，石垣島におけるフィリピン人たちにとってカトリッ

ク石垣教会が重要な役割を果たしていることを示した。では，カトリック石垣教会から見

て石垣島で暮らすフィリピン人はどのように映っているのであろうか。この疑問を解く手

掛かりを得るべく，筆者はカトリック石垣教会が創立の節目ごとに編んでいる記念誌に着

目し，その最新版となる 2017 年発刊の創立 60 周年記念誌編集委員会「海の星　カトリッ

ク石垣教会創立 60 周年記念誌」（2017 年，沖縄県石垣市，以下「60 周年記念誌」）の内容

を検討した。その結果，石垣島に住むフィリピン人への言及は，年表「60 年の歩み」では

2000 年から始まり，10 ある章のなかには「フィリピンから石垣教会へ」という全 8 ペー

ジの特集を設けるなど，手厚く扱っていることが分かった。これは，石垣島に住むフィリ

ピン人にとって欠くべからざる存在となっているカトリック石垣教会において，フィリピ

ン人が一定の存在感を保持していることを示す証左と言えるだろう。別の角度から見ると，

そもそも石垣島におけるフィリピン人たちの姿をまとまった形で記録した資料が少ない
2)

という事情を念頭に置くならば，60 周年記念誌は，出身地を離れて海外で暮らすフィリピ

ン人たちの姿をとらえた貴重な資料である。以下，本稿では 60 周年記念誌の構成や内容を

検討しながら，フィリピン人たちがどのように位置づけられているかを詳述していく。
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Ⅱ．研究の方法

　60 周年記念誌は，沖縄県内の公立図書館に収蔵されていない
3)
。筆者は 2017 年 7 月に

カトリック石垣教会で 60 周年記念誌を入手し，掲載されている文章や写真においてフィ

リピンやフィリピン人などに言及している箇所を確認していった。

　本稿が主眼としているのは石垣島に暮らすフィリピン人であるが，その位置づけを明確

にするためには沖縄県内のほかのカトリック教会，とりわけほかの離島にあるほかのカト

リック教会が発行した記念誌などについて検討することが有効と考えられる。本稿の執筆

に当たっては，これらの記念誌を検討してはいないが，以下に備忘的に列記しておく。

　沖縄県立図書館がホームページで提供している県内公共図書館の検索サイトで「カト

リック」を主なキーワードにして沖縄県内のカトリック教会とその関連施設の記念誌を

検索した
4)
ところ，カトリック石垣教会の記念誌以外に 9 点が見付かった。このうち，沖

縄島以外にある教会・関連施設に関する記念誌は学校法人カトリック学園みつば幼稚園

（2013）のみである（カトリック宮古島平良教会に併設されているみつば幼稚園の『みつ

ば幼稚園 創立 50 周年記念誌』）。

　それ以外の 8 点はいずれも沖縄島の教会・関連施設に関するものであり，年代をさかの

ぼりながら列記すれば，次の通りである。

（1）クララ幼稚園記念誌発行部（2011）

　　　『ひかり 創立 50 周年記念誌』

　　　与那原：学校法人カトリック学園クララ幼稚園

（2）記念誌編集委員会（2002）

　　　『カトリック開南教会創立 50 周年記念誌』

　　　那覇：カトリック開南教会創立 50 周年記念事業実行委員会

（3）那覇教区カトリック首里教会創立 50 周年記念誌編集委員会（2001）

　　　『那覇教育
ママ

カトリック首里教会創立 50 周年記念誌』

　　　那覇：那覇カトリック首里教会

（4）うみのほし幼稚園創立 30 周年記念誌部会（1998）

　　　『学校法人カトリック学園 うみのほし幼稚園創立 30 周年記念誌 うみのほし』

　　　名護：学校法人カトリック学園うみのほし幼稚園

（5）記念誌発行委員会（1997）

　　　『記念誌　うりずんの里』

　　　那覇：カトリック那覇教区

（6）カトリック小禄教会（1995）

　　　『創立 25 周年記念小禄教会 25 年史 1970-1995』
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　　　那覇：カトリック小禄教会

（7）首里カトリック幼稚園（1986）

　　　『創立 25 周年記念誌』

　　　那覇：首里カトリック幼稚園

（8）開南カトリック教会（1974）

　　　『開南カトリック教会創立 25 周年・愛児幼稚園創立 20 周年記念誌』

　　　那覇：開南カトリック教会・愛児幼稚園

Ⅲ．カトリック石垣教会の概要

　60 周年記念誌に掲載の「60 年のあゆみ」（68 ～ 80 ページ）によると，カトリック石垣

教会は，1953 年 6 月に石垣市大川に落成した司祭館において，「海星カトリック教会」と

称して初めてのミサが行われたことをもって創立としている
5)
。関連施設としては八重山

修道院，伊野田教会，天の門墓地，海星小学校，海星幼稚園がある（「現在の教会関係施設」

『60 周年記念誌』7 ～ 10 ページ）。カトリック那覇教区の所属である。

　60 周年記念誌に掲載の「受洗者の推移」（150 ページ）によると，受洗者は 1953 年から

2014 年までの 62 年間に 929 人だった。10 年ごとの推移を追うと，次のように減り続けて

いる（かっこ内に，前の 10 年間との比較を示した）。

　▽ 1953 ～ 1962 年＝ 380 人

　▽ 1963 ～ 1972 年＝ 280 人（26.3 ％減）

　▽ 1973 ～ 1982 年＝ 101 人（63.9 ％減）

　▽ 1983 ～ 1992 年＝ 70 人（30.7 ％減）

　▽ 1993 ～ 2002 年＝ 49 人（30.0 ％減）

　この後，2003 年からの 12 年間では 49 人となり，1993 年から 2002 年までの 10 年間と

同数となっていることから，減少傾向にある程度の歯止めがかかったことがうかがえる。

　60 周年記念誌に掲載のカトリック石垣教会信者会会則（146 ～ 147 ページ）によると，

信徒会には典礼行事，宣教司牧，事業，墓地管理運営という 4 つの「部」がある。これら

の「部」とは別に 8 つの「会」が設けられている。「Ⅰ　はじめに」で述べたように，こ

のなかにカイビガンが組み込まれている。また，石垣永将研究会も「会」のひとつである。

これは「八重山キリシタン事件」で殉教した石垣永将に関する研究を行うグループであ

る。八重山キリシタン事件は，1624 年に石垣島に上陸したルエダ神父と交流した石垣永

将が 1635 年に処刑され，1638 年には弟の宮良永定も処刑された事件である（琉球新報社 

2003：411）。やはり処刑されることになるルエダ神父はマニラから石垣島へ渡航しており，

八重山キリシタン事件は石垣島とフィリピンをカトリック石垣教会創立前から結びつけて



｢ 移民研究」第 15 号　2019.3

‐ 42 ‐

いた接点といえる。実際，60 周年記念誌の第 3 章ではカトリック石垣教会の主任司祭が，

八重山キリシタン事件までさかのぼってカトリック石垣教会とフィリピンとの縁を求めて

いる（「Ⅴ　60 周年記念誌の概要」参照）。

Ⅳ．石垣島におけるフィリピン人の概況

　石垣市役所が年度ごとにまとめている統計集「統計いしがき」には，外国人登録国籍別

人口が掲載されており，これをもとに石垣市内に住むフィリピン人の増減をみていくと，

おおむね 1980 年代までは一けたで推移してきたが，90 年代前半に急増して 95 年には 51

人に達した。その後，2003年の 65人でピークを迎えた。この時期はフィリピン女性が「接客」

するいわゆる「フィリピン・パブ」が流行した時期に当たり，この時期に石垣市で暮らし

ているフィリピン人もほぼ，フィリピン・パブで働くことを目的に興行ビザでエンターテ

イナーとして来日した女性とみてよい（松田 2016）。近年は緩やかに減少する傾向が続き，

16 年には 40 人となった。

　「統計いしがき」において，16 年に登録人口が二けたとなっているのは，フィリピン，

台湾中国
6)
，インドネシア，「韓国又は朝鮮」，米国の 5 カテゴリー。16 年の人数を 11 年

と比較した 5 年間の増減は，フィリピンが 20.0％の減少だったのに対して，台湾中国 47.9 

% 増，インドネシア 50.0 ％増，「韓国又は朝鮮」5.6 ％増，米国 15.0 ％増となっており，

上位の 5 カテゴリーにおいてフィリピンだけが減少していた。

　八重山では近年，外国人観光客の増加や労働力不足に対応するため，海外からの人材確

保に関心が集まっており，2013 年 9 月から八重山漁協がマグロはえ縄漁船でインドネシ

アの実習生を受け入れている
7)
。台湾中国の登録人口増加との関連でいえば，石垣島にお

いて中国語話者に対する需要が高まる要因として，中華圏からの観光客の増加を挙げてお

く
8)
。

　2016 年までの 5 年間で，台湾中国やインドネシアの外国人登録人口が約 1.5 倍もの増

加を示しているのとは対照的に，フィリピンが 2 割減となっている。これは，新たに石垣

島に移動してくるフィリピン人がいないか，いたとしても人数が少なく，それまで石垣島

で暮らしていたフィリピン人が島外へ移動するなどしたことによる差し引きがマイナスに

なっているものと考えられる。筆者の知る限りにおいても，2015 年以降，フィリピン国

籍を持つふたりの女性が子どもの進学を理由に石垣島の外へ引っ越している
9)
。 

Ⅴ．60 周年記念誌の概要

　カトリック石垣教会は，創立の節目に合わせて記念誌を発行してきた。以下の 4 点であ

る
10)
（かっこ内は判型，総ページ数，出版年を示す）。
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　資料 1　「創立 10 周年記念誌『海の星』」（A5 判，40 ページ，1963 年）

　資料 2　「創立 20 周年記念誌『海の星』」（B5 判，58 ページ，1973 年）

　資料 3　「石垣カトリック教会聖堂落成記念誌」（B5 判，61 ページ，1980 年）

　資料 4　「創立 40 周年記念誌『海の星』」（B5 判，150 ページ，1993 年）

　これら 4 点の資料のうち，資料 2 は沖縄県立図書館が，資料 4 は石垣市立図書館がそれ

ぞれ収蔵している。だれでもアクセス可能な公共性を有している
11)
。

　本稿で取り上げている 60 周年記念誌はカトリック石垣教会としては 5 冊目の記念誌と

なる。版型は A4 判で，ページ数は目次を除いて全 154 ページ。構成は以下の 10 章であ

る（かっこ内は該当ページ）。

　　1 章　現在のカトリック石垣教会（1 ～ 6）

　　2 章　現在の教会関係施設（7 ～ 10）

　　3 章　ご祝辞・ごあいさつ・回想（11 ～ 24）

　　4 章　創立 60 周年記念事業教会補修・改修工事（25 ～ 44）

　　5 章　みんなの声（45 ～ 66）

　　6 章　カトリック石垣教会の歴史と軌跡（67 ～ 84）

　　7 章　思い出アルバム（85 ～ 114）

　　8 章　『先人達の証言・教会の歴史』座談会（115 ～ 130）

　　9 章　―八重山の宝―　殉教者『石垣永将兄弟』（131 ～ 144）

　　10 章　資料・編集後記（145 ～ 154）

　1 章は歴代の司祭やシスター，信徒代表などを写真や任期とともに列挙している。

　2 章は教会や関連施設を写真で紹介している。

　教会の 60 年間の歩みや，人でいえば「還暦」に相当する歳月を積み重ねてきたことに

対する感慨など記念誌の骨格となる内容は第 3 章から始まっており，本稿が着目している

フィリピン関連の言及が見られるのも 3 章以降である。以下では，フィリピンに関連して

どのような言及がなされているか 3 章以降について各章ごとに見ていく。

  3 章　ご祝辞・ごあいさつ・回想（11 ～ 24 ページ）

　カトリック那覇教区長の司教が祝辞を寄せているほか，主任司祭の神父やシスター，信

徒代表ら歴代・現任合わせて 9 人が「挨拶」や「回想」などの文章を寄せている。

　フィリピン人信徒に対する直接の言及はないが，60周年当時の主任司祭だった神父が「挨

拶」のなかで「私は，60 周年記念の年にフイリッピン宣教会（M.S.P）から派遣されるお

恵みを頂きました。石垣教会とフイリピンの〈きずな〉は，今から 390 年前に始まるので

す」と述べており，フィリピンから派遣の神父が主任司祭を務めることが珍しくない近年
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の状況を八重山キリシタン事件からの縁と位置付けている。フィリピン人信徒が一定の存

在感を示すようになったカトリック石垣教会の現状を指摘する「編集後記」とも呼応して

いる（10 章参照）。助祭が本章に寄せた「挨拶」でも，2009 ～ 10 年在任の第 16 第主任司

祭を指して「フイリッピンで大学院まで出られた勉強家」と述べ，教会がフィリピンから

派遣される神職者と密接な関係にあることを示している。

　八重山キリシタン事件については，その研究に取り組んだ神父が「回想」で 1 ページを

費やしているほか，2 人が「ルエダ神父」「ロエダ神父」との言葉を用いて言及していた。

  4 章　創立 60 周年記念事業教会補修・改修工事（25 ～ 44 ページ）

　創立 60 周年記念事業を取り上げており，写真や関連する新聞記事・新聞への投稿のス

クラップが多くみられ，文章による紹介は，全 20 ページのなかで実質的に 2 ページ足ら

ずに抑えられている。

　60 周年記念行事は 2013 年 11 月 4 日に行われ，バスツアー「殉教者石垣永将巡礼の地

と石垣島めぐり」と記念ミサ，記念講演，祝賀会の様子は前日までの準備の様子も含め

て 64 枚の写真を 11 ページにわたって掲載して紹介している。このうち，フィリピン人

信徒の姿は 7 枚の写真に確認できる。写真の説明文において，フィリピン人信徒である

ことに言及しているものも 2 枚あり，教会の活動にフィリピン人やフィリピン系
12)

の信

徒が定着していることをうかがわせている。1 枚は，フィリピン系信徒 9 人がミサで聖

歌を歌う様子を撮影した写真で，「カイビガンの皆さんの美しい歌声が御聖堂一杯に響

きます。」とあった（37 ページ）。これは 60 周年記念誌でカイビガンに初めて言及した

箇所である。もう 1 枚は，祝賀会でフィリピン人信徒がバンブーダンスを披露している

写真で，「フィリピン出身の皆さんで賑やかにバンブーダンス」と書かれている（40 ペー

ジ）。

　このほか，準備中の写真では 2 枚に合わせて 3 人のフィリピン人信徒が写っている（34

ページ）。祝賀会で余興を披露している写真では，「座開き」と呼ばれる開幕プログラムの

写真に踊り手 7 人が写っており，このうちの 2 人はフィリピン人だった（39 ページ）。また，

同じページの別の写真では，写っている 10 人のなかにフィリピン人信徒が 7 人を含まれ

ていた（39 ページ）。ステージでコーラスを披露する 13 人の写真には，3 人のフィリピン

人信徒が含まれていた（40 ページ）。

　参会者をランダムに写したと思われるカットのなかには，フィリピン人信徒の女性と結

婚した男性とその子どもが写っているカットが 1 枚あった（44 ページ）。宮古で活動する

シスターが会食する様子の写真には「フィリピンのシスター方も宮古から駆けつけてくだ

さいました」との説明文が添えられていた（42 ページ）。
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  5 章　みんなの声（45 ～ 66 ページ）

　カトリック石垣教会において，フィリピン人信徒の位置づけが徐々に重くなってきてい

ることが端的に分かるのが本章である。ほかの章より，詳しくみていこう。

　本章は，前半の「石垣教会信徒の皆さん」（13 ページ）と後半の「フィリピンから石垣

教会へ～スナップ写真～」（8 ページ）からなる。前半では，信徒ら教会関係者 23 人がお

のおの，あるいは 2 人一組で合計 22 点の寄稿を行い，教会とのかかわりあいや教会への

思いをそれぞれの「声」として発表している。このなかには，カトリック石垣教会の信徒

でもあるフィリピン女性と日本人男性との間に生まれた男子中学生 A の「心のリフォーム」

が含まれている。A は作文執筆当時，中学 3 年生。作文には，その 2 年前に母とともにフィ

リピンへ行ったときの回想や，フィリピン人の父と日本人の母との間に生まれた石垣市内

在住の男性とのふれあいなどを織り込みつつ，「母が隣にいるということは当たり前のこ

とでしたが，実はそうではなかった」と述べ，「今の当たり前を当たり前とは捉えず，家

族や友人，周囲の全てのことに感謝しながら生きていきましょう」と呼び掛けるものになっ

ている。高校進学をひかえた時期の作文だけに，実母など身近なところにいるフィリピン

系の人々への視線を向け直すことを通じて，将来を強く意識するよう自らや同世代の人た

ちに促す内容になっている。

　Ａが「心のリフォーム」を初めて発表したのは，2014 年 10 月 19 日に開かれた第 39 回

石垣市小中学校童話・お話・意見発表大会（石垣市 PTA 連合会主催）でのことである（2014

年 10 月 20 日付「八重山毎日新聞」9 面）。審査では，中学生の部で最優秀賞を獲得した。

その 1 週間後にカトリック石垣教会で開かれた定例のミサでは，A が「心のリフォーム」

を朗読する機会が設けられた。A は，翌 11 月に沖縄県竹富町内で開かれた八重山地区小

中学校童話・お話・意見発表大会（八重山地区 PTA 連合会主催）には石垣市代表として

出場し，ここでも最優秀賞を獲得した（2014 年 11 月 9 日付「八重山毎日新聞」10 面）。

　記念誌に掲載されているのは「心のリフォーム」の全文である。ただし，以上のような

経緯は紹介しておらず，一読しただけでは，記念誌のために用意された文章と受け止めら

れるような体裁になっている。

　フィリピンに言及したほかの「声」としては，石垣島に一時的に滞在していたフィリピ

ン人がカトリック石垣教会に通っていたことを示すものが 1 篇あった（47 ページ）。執筆

者は石垣島にある国立研究開発法人国際農林水産業研究センター熱帯・島嶼研究拠点（通

称・熱研）で勤務した経験のある人物で，「声」のなかで「農業分野における国際共同研

究を行う仕事に携わっています」と述べている。熱研には，海外の研究者が一時的に滞在

して研究を行うことがあり，そのうち，ブルキナファソ，ナイジェリア，フィリピン，ブ

ラジルから来た研究者のなかにカトリックの信仰を持つ人物がおり，カトリック石垣教会
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に通うケースがあったという。

　このほか，八重山キリシタン事件に言及した 2 篇（48，57 ページ）と，カイビガンや，フィ

リピンのカトリック教会の雰囲気に言及した 1 篇もあった（53 ～ 54 ページ）。

　後半は実質的にフィリピン人信徒を特集するものとなっている。全 8 ページのうち，表

紙に続いて最初の見開きとなる 2 ～ 3 ページ目（60 ～ 61 ページ）には，カイビガンのメ

ンバー 21 人の名簿と，出身地を図示したフィリピンの地図，石垣島でフィリピン人がロ

ザリオをスタートさせるきっかけをつくったシスター B（松田 2016：60）がロザリオやカ

イビガンの結成・活動内容を説明する文章「「KAIBIGAN」の家庭ロザリオ」を寄せている。

600 文字ほどのコンパクトな文章でまとめた石垣在住フィリピン人信徒の小史といえるだ

ろう。

　3 ページ目（61 ページ）には，八重山キリシタン事件とフィリピンのかかわりを説明す

るコーナーがあり，八重山キリシタン事件で処刑されたルエダ神父について，水田（2014：

17）をほぼそのままで掲載した。ルエダ神父の足取りを地図上で説明するとともに，「薩

摩による琉球支配が始まった 17 世紀初頭，スペインの植民地であったマニラはアジアに

おけるキリスト教布教の重要な拠点のひとつだった」と解説している。

　4 ～ 6 ページ目（62 ～ 64 ページ）では，フィリピン信徒 3 人の寄稿文を掲載している。

3 人とは，シスター B の文章「「KAIBIGAN」の家庭ロザリオ」で，カイビガンの「責任者」

「呼びかけ係」とそれぞれ紹介されている 2 人の女性と，前半に掲載の「心のリフォーム」

に登場する，フィリピン人の父と日本人の母との間に生まれた石垣市内在住の男性である。

　その要旨を掲載順にみていく。

　「責任者」の女性の文章は，松田（2014：10-11）を転載したものであり，筆者（松田）

がインタビューに基づいて執筆したものである。

　まず，石垣島での観光ガイドや自身の子どもが通う学校での学習ボランティアなどを挙

げて，フィリピンで使用していた英語が石垣島でも役立っていることを述べる一方，日本

語の難しさを挙げる。また，石垣島での生活が約 20 年になり，フィリピンへ帰国したと

きにタガログ語の単語を思い出せないことがあるというエピソードにも触れた。

　3 人いる子どもたちの教育では，自身がフィリピン在住中に大学を中退せざるをえなかっ

た経験を教訓とし，「大学はきちんと卒業しなさい」と伝えていることを紹介した。

　カトリック石垣教会のフィリピン信徒の活動については，カイビガンとロザリオについ

て取り上げただけでなく，「模
も

合
あい

」（「頼母子講」の沖縄での呼び名）にも触れ，「石垣島か

らフィリピンに帰る時は，台北や香港を経由していくのですが，お金がかかるんですよ。

だから，お金を取る順番は，「今回は私に先に取らせてね。フィリピンに帰るから」と希

望に合わせて決めることもあります」とした。記念誌のなかで模合に言及しているのはこ
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の箇所だけである。

　次に掲載されているのは，「心のリフォーム」で A が取り上げた男性の文章である。男

性は，フィリピン人の特性として「優しさ」を取り上げるとともに，「主に先進諸国でと

りわけ急速に進んでいる文化に「個」というものがあります」と指摘し，両者の対比から

一種の文明論を展開している。ここで補助線となるのが，自らが体験したとする「フィリ

ピンの貧困」と，日本がフィリピンをはるかにしのぐとする「裕福」「安全」というもう

一つの対比で，男性は「貧困な国は明日食べるものはありません。しかし，今日を豊かに

生きる笑顔があります。貧困な国はゲームはありません。しかし，ゲームを持つ手は他者

との繋がりを求める手に変わり，笑顔で握手をします」と述べている。

　最後に掲載されているのは「呼びかけ係」の女性である。A の母親に当たる。フィリピ

ン信徒の家族の中で，記念誌に複数の構成員の文章が掲載されているのはこの家族だけで

ある。女性は日本人の夫との間に男児 2 人を設けているが，2 人が幼かったころに教会へ

通っていた思い出として「幼い 2 人を連れていくのはうるさいと思われたりするのだろう

か，外国人の私はどう思われたりするだろうかと心配がありました。でも，石垣の信者さ

んたちはそんなことはなく，私たち 3 人をやさしく暖かく歓迎してくれました」と振り返

る。自らは 2011 年から典礼行事部長，2 人の子どもは侍者をそれぞれ務めていることを

例示しているところには信仰の厚さが端的に現れ，「60 年という歴史を持つ石垣教会は私

の人生を色濃くしてくれた大切な場所」とも述べている。

　寄稿文の最終ページ（64 ページ）後半から 66 ページまでは「スナップ写真」のコーナー

があり，64ページに 1枚，65，66ページに 8枚ずつと計 17枚が掲載されている。写真説明は，

神父やシスターの名前，撮影場所となった信徒の名前など簡単なものである。筆者がこれ

までの取材で得た情報や撮影してきた写真と照らし合わせてみたところ，ロザリオでの集

合写真が 13 枚含まれていた。このなかには，信徒の自宅の改装祝いに合わせて行われた

ロザリオの様子を映した写真 1 枚と，信徒の誕生日祝いとロザリオを同日に同じ場所で行

い，特別に焼き上げた豚の丸焼きを参集者が囲んでいる集合写真 1 枚も含まれている。フィ

リピン信徒が集まる機会として，ロザリオが定着していることをうかがわせている。

　カトリック那覇教区が 2013 年 10 月 26 日に那覇市のカトリック小禄教会で開いた県内

のフィリピン信徒が集まるイベント「フィリピン・ギャザリング」では，石垣からフィリ

ピン信徒 8 人が参加しているが，その会場で撮影した集合写真 2 枚も含まれていた。

　60 周年記念の祝賀会で余興を披露した時の衣装のままで撮影した集合写真も 1 枚あっ

た。

　また，石垣のフィリピン信徒のもとへ通い，ロザリオを始めるきっかけを作ったシスター

B は 3 枚に写っていた。
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  6 章　カトリック石垣教会の歴史と軌跡（67 ～ 84 ページ）

　年表と，教会組織の変遷を示した表で構成される。カトリック石垣教会を読み解くうえ

で必要な基本的なデータだといえる。

　「60 年の歩み」と題した年表は 68 ～ 80 ページの 13 ページに記載され，1952 年から

2016 年までの 65 年間に 522 項目が記されている。▽全項目数▽フィリピン信徒関連の項

目数▽八重山キリシタン事件の項目数―の年代別の内訳は以下の通りである。

全項目数 フィリピン キリシタン 　備考

1952-59年 19 0 0 （8年間）

1960-69年 29 0 0
1970-79年 32 0 4
1980-89年 70 0 0
1990-99年 105 0 3
2000-09年 158 6 4
2010-16年 109 8 1 （7年間）

1952-2016年 522 14 12 （65年間）

　Ⅳで述べたように石垣市のフィリピン国籍人口は 1990 年代に増加している。その後，

フィリピン信徒がカトリック石垣教会の活動に根を張っていくこれらの様子は年表「60 年

の歩み」からも読み取れる。年表「60 年の歩み」におけるカイビガンの初出は 2008 年 8

月の「「祈りの園」完成（カイビガンを中心に作業進める）」である。ほかに特徴的なもの

としては，2002 年 6 月に英語ミサが定期化されていたことが分かる。2002 年 2 月と 2003

年 3 月，2012 年 12 月には英語黙想会が行われていた。英語で行う活動はフィリピン信徒

を対象としたものと考えられる。

　八重山キリシタン事件関連では，1971 年 11 月に「石垣永将を研究する会」が発足して

いる。殉教ミサや石垣永将墓地の巡礼なども断続的に行われている。

　「石垣教会　組織の軌跡」（81 ～ 84 ページ）では，1953 年から 2016 年までの 64 年間

について主任司祭，信徒会長，信徒会組織とその一部の代表者を年次ごとに列記してい

る。これによって，カイビガンが教会組織に正式に組み込まれたのは 2002 年だと分かる。

2016 年までの 15 年間に代表者として 3 人の名前が挙がっており，ロザリオの「責任者」

が 3 回計 11 年間，ロザリオの「呼びかけ係」が 1 回 1 年間，さらに別の 1 人が 2 回計 3

年間それぞれ務めていた。筆者はかつて，カイビガンとロザリオがスタートした時期を

2003 年と結論付けた（松田：2016 61）が，カトリック石垣教会はその 1 年前にカイビガ

ンを教会内組織と位置付けていたことになり，このズレが生じた原因の究明は今後の課題

としたい。



カトリック石垣教会 60 周年記念誌にみる沖縄県石垣市在住フィリピン人の状況

（松田良孝）

‐ 49 ‐

　ロザリオの「呼びかけ係」は 5 章「みんなの声」の寄稿文で触れたように，典礼行事部

長を務めているが，その時期は 2009 年から 2015 年までの 7 年間に及んでいた。

　「石垣永将を研究する会」は発足年の 1971 年から教会組織に組み込まれており，2016

年まで同じ人物が会長を務めている。

  7 章　思い出アルバム（85 ～ 114 ページ）

　86 ページから 114 ページまでの 29 ページにわたって，歴代司祭の在任期間ごとに計

124 枚を掲載している。このうち，フィリピン信徒の姿が見られるのは 20 枚あった。最

初に登場するのは 102 ページにある 2 枚で，このうちの 1 枚にはその説明として「カイビ

ガンのみなさんと楽しい会食。（2002 年）」と添えられている。6 章で示したように，2002

年はカイビガンが教会組織に正式に組み込まれた年であり，この年を境にしてカトリック

石垣教会に関連した写真のなかにフィリピン信徒がたびたび姿を現すようになったといえ

る。

  8 章　『先人達の証言・教会の歴史』座談会（115 ～ 130 ページ）

　「創立 20 周年記念誌『海の星』」（1973 年）収録の座談会と，「創立 40 周年記念誌『海

の星』」（1993 年）収録の座談会を再録している。その理由について 10 章の編集後記は「石

垣教会も「還暦」を迎えるので，出来るだけ教会創立当初を振り返ることに配慮して，＜

20 周年と 40 周年の記念座談会＞を転載し，創立当時の体験者・殆どが故人となられた先

人の体験に学ぶために＜先人たちの証言・教会の歴史＞として収録しました」と説明して

いる。

　計 15 ページに及ぶ 2 つの座談会はいずれも，フィリピン信徒がカトリック石垣教会で

存在感を示す前に行われており，フィリピン人信徒への言及はみられない。八重山キリシ

タン事件については 20 周年の座談会で 2 箇所見られた（119，120 ページ）。

  9 章　―八重山の宝―　殉教者『石垣永将兄弟』（131 ～ 144 ページ）

　八重山キリシタン事件の 13 ページにわたる特集。5 章「みんなの声」の後半部分にあ

る「フィリピンから石垣教会へ～スナップ写真～」では八重山キリシタン事件で処刑され

たルエダ神父について説明しているが，これは 9 章を補完するものといえる。

  10 章　資料・編集後記（145 ～ 154 ページ）

　資料として，信徒会の会則（146 ～ 147 ページ），教会組織図（148 ページ），2013 年度

信徒会役員（149 ページ），受洗者の推移（150 ページ），民謡聖歌 3 曲（151 ～ 153 ページ）

を載せている。

　信徒会の会則では，信徒会に置かれた 8 つの会のひとつとしてカイビガンが挙げられて
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いる。教会組織図では，典礼・清掃当番として 5 つの「組」が挙げられ，そのうちのひと

つは「四組（カイビガン）」となっている。2013 年度信徒会役員のなかでフィリピン信徒

が確認できるのは，典礼行事部の部長の 1 人，宣教司牧部のメンバーとしての「カイビガ

ン」，女性の会に 2 人いる副会長のうちの 1 人，カイビガンのメンバー 7 人，教会学校の

1 人である。

　編集後記は編集委員長が執筆しており，「現在の石垣教会の大きな特色は，現代のグロー

バル化の世相を反映して，近年フィリピンやベトナム出身の主任司祭が多くなり，従来の

カプチン会の司祭に代わってフィリピン宣教会の司祭やカイビガン（フィリピン出身者の

信徒組織）の果たす役割が大きくなったことです」（154 ページ）と述べている。

Ⅵ．結びに代えて

　60 周年記念誌の全体像を確認したうえで，特に注目すべき点を挙げていく。

　5 章「みんなの声」は，実質的にフィリピン人信徒を特集した全 8 ページの「フィリピ

ンから石垣教会へ～スナップ写真～」があり，フィリピン人やその子どもたちの姿が伝わ

るようになっている。教会と直接かかわりのない内容にも紙幅を割いており，教会組織に

組み込まれる前のカイビガンがたどってきた経緯や，そのメンバーの名前や出身地，日常

生活など私的な領域のほか，ロザリオや「フィリピン・ギャザリング」などカトリック石

垣教会の外で行われる信仰活動への理解を助ける情報も含まれている。

　Ⅳで示した石垣市在住フィリピン人の増減と年表「60 年の歩み」の記述を照らし合わ

せてみることも意味のないことではないだろう。年表「60 年の歩み」の中でフィリピン

人に対する言及が始まった 2000 年代という時期は，石垣市内でフィリピン人が急増した

1990 年代前半に続く時期であり，ピークの 63 人を迎える 2003 年と重なる。カトリック

教徒のフィリピン人がまとまった人数でもって移り住み，カトリック石垣教会が受け皿と

しての役割を果たす必要性が高まっていく過程が，年表「60 年の歩み」の記述時期に反

映されたと考えられる。

　60 周年記念誌が発刊された後の状況についても触れておきたい。

　筆者は，カトリック那覇教区が 2018 年 10 月にカトリック普天間教会で開いた第 4 回フィ

リピノギャザリングを参観したが，会場で確認したところ，カトリック石垣教会からの参

加者はゼロであった。会場に臨席していたシスター B から話を聞いた
13)

ところ，カトリッ

ク石垣教会の活動に熱心なフィリピン人のなかには，たとえば，子どもの面倒をみながら，

配偶した日本人男性の両親の世話をし，さらに複数のアルバイトを掛け持ちするケースが

あり，ロザリオの集まりをフィリピン人女性だけで毎月開催することが難しい状況になっ

ているという。こうした忙しさに加えて島を離れるという手間が掛かるフィリピノギャザ
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リングへの参加となると，言うまでもなく困難になってきているという。60 周年記念誌

の 5 章に掲載された名簿に名前が挙がっている 21 人のなかには，その後石垣島を離れた

人も 1 人いた。その一方で，シスター B は，ロザリオの集まりが停滞している状況につい

て「今は一時的なこと。フィリピン人はロザリオが体に染みついている」と話し，フィリ

ピン女性たちの生活状況が変化すれば，再び毎月定期的に開かれようになるとの見通しを

示している。筆者はかつて「石垣島に住むフィリピン人のコミュニティは今も変化を続け

ている。本稿で取り上げた「ロザリオ」の風景もその姿を変えていくかもしれない」（松

田 2016：64）と指摘したが，変化はまさに続いているということになる。

　Ⅴで減少傾向を指摘した石垣市内のフィリピン人の人数にしても，変化する可能性があ

り，増加に転じうる要素がある。2017 年 4 月からは石垣市内の食肉加工会社がフィリピ

ンの実習生を受け入れている
14)

し，外国人労働者の受け入れを拡大する出入国管理及び

難民認定法（入管法）の改正を受けて，フィリピン人があらたに石垣島にやってくるケー

スが今後生じる可能性があるためである。将来，実際にこうした変化が生じた場合，その

変化がいかなる意味を持つのかを考えるうえで，60 周年記念誌は，立ち戻るべき資料と

しての役割を果たすことになるだろう。
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　本稿は平成 28-30 年度科学研究費補助金（基盤研究 (C)）「島嶼への結婚移住をめぐる比

較研究――フィリピン人を中心に」（研究代表者：野入直美　課題番号 16K04073）の研究

成果である。

注

1）フィリピン語で「友だち」の意。kaibigan。

2）八重山で暮らすフィリピン人の姿をとらえた資料としては「石垣島のフィリピン女性

は今　～フィリピン台風被害から 1 年～ 」『月刊やいま 2014 年 11 月号』石垣：南山舎

がある。

3）沖縄県立図書館がウエブサイト上に設けている検索機能を利用して調べた。2018 年 12

月 25 日検索。

4）2018 年 12 月 25 日検索。
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5）この創立時期に忠実に従うならば，60 周年は 2013 年である。

6）2012 年までは「中国」のカテゴリーしかなく，台湾籍の外国人登録者は「中国」に組

み入れられていた。「台湾」のカテゴリーが設けられるのは 13 年以降である。本稿では，

人口の推移を連続的に捉える必要があるため，筆者独自の分類として「台湾中国」を設

け，「統計いしがき」において「中国」と「台湾」というふたつのカテゴリーに分けら

れている人数を合算して表記する。

7）2017 年 5 月 28 日付「八重山毎日新聞」1 面記事「外国人実習生で人材確保」。

8）沖縄県は，石垣島を主島とする沖縄県八重山地方への観光入域をまとめた「八重山入

域観光客数統計概況」（各年度版，一部推計）を公表しており，2013 年からは外国人観

光客の出身国・地域の内訳も公表している。それによると，台湾や香港など中華圏から

八重山を訪れた観光客は， 2013年の 8万 5,114人から 2017年の 13万 8,459人へと増加し，

4 年間で 1.63 倍となった。これらの観光客が観光客全体に占める割合は 2013 年の 9.03 

％から 9.99 ％に上昇している。

9）この 2 人に対して，2015 年 3 月に石垣市内で相次いで行ったインタビューによる。

10）60 周年記念誌の「編集後記」に基づく。

11）沖縄県立図書館がウエブサイト上に設けている検索機能を利用して調べた。2018 年 8

月 29 日検索。

12）本稿では，フィリピン人を親とする子どもやフィリピンルーツであってフィリピン以

外の国籍を所持している人などを「フィリピン系」と呼ぶこととする。

13）2018 年 10 月 27 日，カトリック普天間教会でインタビュー。

14）2017 年 5 月 28 日付「八重山毎日新聞」1 面記事「外国人実習生で人材確保」。
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