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NEVER AGAIN!
もう二度と繰り返さない！
Day of Remembrance, 2021
2021 年 追憶の日
Roy I Sano, Bishop, The United Methodist Church 2/3-21
INTRODUCTION
はじめに
On the 2021 Day of Remembrance, we recall that 120 thousand Japanese Americans
were sent in 1942 to 10 Concentration Camps. Although the remembrances I share may be
personal, many others in our midst can share similar stories. I hope congregations will record
them for future generations. The words of the Apostle Paul summarize my experiences: “Where
sin abounded, grace did much more abound” (Romans 5:20). These memories of sin and grace,
lead me to say in conclusion, “Never Again!”

今日 2021 年の追憶の日、私たちは 1942 年に 12 万人の日系アメリカ人が 10 の
強制収容所に送られたことに思いを馳せます。 私がこれからお話しする思い出は個人
的なものかもしれませんが、他の多くの方々も同様の経験をお持ちの事と思います。
この礼拝に集われる皆さんが、将来の世代のために、こうした思いを記録しておいてく
ださることを願っています。私の経験は使徒パウロの次の言葉にある通りです。
「罪が増したところには、恵みはなおいっそう満ちあふれました」（ローマ人への手紙
5:20）。 これらの罪と恵みの記憶から、私が今一番お話ししたいのは、「もう二度と
繰り返さない！」と言う事です。
I.

”WHERE SIN ABOUNDED. . .”
罪が多くある所、、、

“Sin abounded” against Japanese Americans after Japan attacked Pearl Harbor, December 7,
1941. Hysteria and hatred erupted against us and turned us into the most accessible target for
retaliations.

1941 年 12 月 7 日、日本が真珠湾を攻撃した後、日系アメリカ人に対して「多
くの罪」が犯されました。激情と憎悪が噴出し、私たちを報復の最も身近な標的に変え
たのです。
The first instance for my family occurred when a Japanese American couple was
murdered on the farm next to ours in Brawley, California. Because Japan invaded the
Philippines the same day as Pearl Harbor, it was rumored that Filipino workers took revenge on
the man for his abusive labor practices. In nearby Holtville, California, a Filipino American was
seriously injured in a drive by shooting because he was too friendly with Japanese Americans. It
was not safe to be a Japanese American nor their friend.

私の家族にとっての最初の報復は、私たちが住んでいたカリフォルニア州ブロー
リーの隣の農場で、日系アメリカ人のご夫婦が殺害されたことでした。日本が真珠湾と
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同じ日にフィリピンに侵略したため、フィリピン人労働者たちが彼らの虐待的な労働慣
行への復讐をしたのだと噂されました。近くのカリフォルニア州ホルトビルでは、一人
のフィリピン系アメリカ人が日系人と友好的だというだけで車の運転中に狙撃され、重
傷を負いました。日系アメリカ人もその友人たちも、もはや安全ではなくなったので
す。
Pearl Harbor also kicked into high gear the anti-Asian, Yellow Peril Press of the Hearst
newspapers. A number of articles said we posed a serious domestic threat and suggested
radical measures. Because members of the Farm Bureau in California were threatened by
successful Japanese farmers, they wanted to send us away. Most forceful was a report by the
military to President Roosevelt. General John DeWitt, reported in words that defy logic: “The
very fact that no sabotage has taken place to date is a disturbing and confirming indication that
such action will be taken.” West Coast units of the American Civil Liberties Union called for
reason. The churches were essentially quiet with a few exceptions. Rev. Frank Herron Smith,
our Superintendent for some 37 Japanese Methodist Churches in the six western states,
vigorously opposed the mass removal of Japanese Americans from the Pacific Coast, but
ultimately to no avail.

真珠湾はまた、ハースト系新聞の反アジア黄禍論を更に激化させました。多くの
記事は私たちが深刻な脅威をもたらすと主張し、過激な対策を提案したのです。カリフ
ォルニア農務局の委員たちは日系人の農場の成功に脅威を感じていたので、私たちを追
放したいと思っていました。中でも最も極端だったのは、ルーズベルト大統領への軍に
よる報告でした。ジョン・デウィット将軍は、次のような全く非論理的な進言をしたの
です。「これまで妨害行為が行われなかったという事実こそが、これからそのような行
動が取られる可能性を示唆している」。アメリカ人権協会の西海岸部は冷静になるよう
に求めました。一方で、いくつかの例外を除いて教会は何も言いませんでした。西部 6
州にある 37 ほどの日系メソジスト教会の監督であるフランク・ヘロン・スミス牧師
は、西海岸からの日系アメリカ人の大量排除に激しく反対しましたが、最終的にはその
意見を通すことはできませんでした。
On February 19, 1942, President Roosevelt issued Executive Order 9066 that sent us
into ten concentration camps removed from population centers. On the same day the Executive
Order was issued, the FBI swept through our communities and took away my father and pastor,
along with thousands of other leaders in our communities—very likely to subvert any resistance
to the evacuation. They were imprisoned in Bismarck, North Dakota, WWII’s “Guantanamo Bay”
for Japanese, German, and Italian Americans.

1942 年 2 月 19 日、ルーズベルト大統領は大統領令第 9066 号を発令し、人口密
集地から遠く離れた 10 の強制収容所に私たちを送還しました。その発令の同日、FBI
は私たちのコミュニティを一掃し、何千人もの指導者と共に私の父と牧師を連れ去りま
した。送還への抵抗を阻止するためと思われます。彼らはノースダコタ州ビスマルクに
ある日本、ドイツ、そしてイタリア系アメリカ人を収監する刑務所に投獄されたので
す。そこは「第二次世界大戦中のグアンタナモ湾収容所」とも言えるような場所でし
た。
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In Dad’s absence and because we were too exposed out in the bunnies, my mother
moved us into town to live with our pastor’s family next to the church. One night we woke up to
gunfire. Vigilantes were shooting up our church. They claimed flashlight signals appeared in the
church’s tall windows so they had to stop it. Send covert messages fully visible in church
windows? Hysteria and hate made people gullible enough to believe preposterous lies.
父が不在であり、私たちはあまりに目につきやすかったので、母は私たちを町に移し、

教会の隣に住む牧師の家族と一緒に居れるようにしました。ところがある夜、私たちは
銃の音に目が覚めました。自警団が私たちの教会を銃撃していたのです。彼らは、懐中
電灯の信号が教会の高い窓に見えたので、それを止めなければならなかったと主張しま
した。一体誰がすぐに目につく教会の窓から秘密の合図を送りますか？ 激情と憎悪は
人々を騙されやすくし、馬鹿げた嘘を信じさせるのです。
As we left for camp, each individual was limited to one suitcase of our belongings.
Members stored valuables in the basement of our church. Arsonist, however, burned down our
church, very likely after looters ran sacked priceless possessions.

収容所に向けて出発したとき、私たちの所持品は一人当たりスーツケース一つに
限られていました。私たちの教会は地下室に貴重品を保管してくれました。しかし、お
そらく略奪者が貴重な所有物を奪い去り、その後、放火犯が私たちの教会を全焼させま
した。
I need to add, Japanese Americans need to be humble telling stories of what they
suffered for a few years. We need to bear in mind Asian Americans from other national
ancestries suffered because Japanese invaded their homeland and followed with decades
repressive colonialism.

でも一つ付け加えさせてください。私たちは日系アメリカ人が数年間苦しんだこ
とについて話すとき、謙虚になる必要があるということです。日本が他のアジアの国々
に侵攻し何十年にもわたって抑圧的な植民地主義を続けたために、そうした国からの移
民の方々が長い間苦しまれたことを心に留めておかなければならないのです。
II.

“. . .GRACE DID MUCH MORE ABOUND.”
「…神の恵みはなおいっそう満ちあふれた」
A. GRACE THROUGH INDIVIDUALS
人々からの恵み

Where sin abounded, however, grace did much more abound. Without minimizing the
evil and power of sin in vindictive retaliations, I can bear witness to the manifold grace of God (1
Peter 4:10, KJV) mediated through individuals by their “faith active in love” (Gal 5:6).

罪が増したところには、恵みはなおいっそう満ちあふれました。復讐のための報
復行為が持つ悪意と罪の力を軽んずることなく、「神の賜物」（ペテロの手紙一 4 章
10 節）が人々の「愛の実践を行う信仰」（ガラテヤの信徒への手紙 5 章 6 節）によっ
て私たちに示されたことをお話ししたいと思います。
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One incident of grace happened on March, 1942. We were boarding buses in Brawley to
leave for camp, not knowing where we were going. After I took my seat, I notice a white man
and several women came to distribute snacks and wish us well. I was only eleven years old, but
that sight became a fond memory I held dearly. It contradicted the violence that threatened to
devastate us. Long after that incident, my brother investigated the memory he too had
treasured. He discovered the man was the local Methodist pastor and the women were very
likely members of the Women Society of Christian Service. The pastor was moved the following
year, no doubt, for being friendly with “enemy aliens.”

1942 年 3 月、その神の恵みの出来事が起こりました。私たちはブローリーから
収容所へと向かう時、何処へ行くのか知らされないままバスに乗りました。席に座ると
白人の男性と数人の女性たちに気付きました。彼らは私たちにスナックを配り、旅の安
全を祈ってくれたのです。その時、私はまだ 11 歳でしたが、今もこの光景は大切な思
い出となっています。それは私たちを打ちのめすための脅迫的な暴力とは真逆の出来事
でした。ずっと後になって、私の弟は彼にとっても大切だったこの記憶について調べま
した。彼によると、その男性は地元のメソジスト教会の牧師で、女性達はおそらくキリ
スト教奉仕団体のメンバーだったようです。その牧師は次の年に異動させられたという
事でした。きっと「敵国人」に友好的だった、いう理由からなのでしょう。
In camp the most direct and sustained influence of God’s grace came through my
parents. Although they lost so much, they were not bitter. A keen sense of God’s presence
strengthened and guided them.

収容所にいる間、神様からの最も直接的で揺るぎない恵みを証してくれたのは、
私の両親でした。両親は多くの物を失いましたが、それについて苦い思いを抱く事はあ
りませんでした。神様の存在への研ぎ澄まされた感覚が、二人をいっそう強くし、また
導いたのです。
In addition, prominent people came to visit us in camp to say we were not forgotten.
Although President Roosevelt sent us to camp, his spouse, Eleanor Roosevelt, protested our
incarceration in speeches and national publications. News of her visit at nearby Gila
Reservation camp comforted and inspired people in all the other camps.

更には、高名な人たちが収容所を訪れ、私たちが忘れられた存在ではないことを
伝えてくれました。ルーズベルト大統領が私たちを収容所に送り込んだのですが、エレ
ノア夫人は講演や全米をカバーするマスコミを通して、私たちの留置に抗議し続けてく
ださいました。夫人が近くのギラ収容所を訪問された事は、他の多くの収容所に居た
人々の慰めと励ましになりました。
And, Dr. Frank Herron Smith may have lost his attempts to prevent our removal from the
Pacific Coast, but once we were interned he virtually lived on the road for his pastoral visits to
individuals and families in the ten camps and our fathers prisoned in North Dakota. Dr. Smith’s
constant bus rides and train trips eventually wore him out. On one trip, he stopped late in the
evening in Cheyenne, Wyoming. Because no rooms were available “in the inn” (as it were), Dr.
Smith slept on a lounge chair in the hotel lobby. The next morning when the janitor arrived to
clean up the bus terminal across the street from the hotel, he discovered Dr. Smith lying on the
floor. He had suffered a heart attack or a stroke. After his recovery, Dr. Smith resumed his
rigorous travels until the camps were closed, and then, after the war helped Japanese American
Methodists rebuild their churches and congregations. Our churches became hostels for

5
returning internees before they found jobs and residences.

また、フランク・ヘロン・スミス博士は、私たちを西海岸から排除するという政
策は阻止できなかったものの、いざ私たちが内陸地へ更迭されると、彼は文字通り旅を
枕に 10 の収容所に散らされた私たちや家族、そしてノースダコタ州に投獄された父た
ちを訪問してくださいました。一方でスミス博士の絶え間ないバスや汽車での旅は次第
に先生ご自身の身体をむしばんでいったのです。ある日 ワイオミング州のシャイアン
市で夜遅く下車された時のことです。文字通り宿では空き部屋がなかったので、仕方な
くそのホテルのロビーの長椅子で休まれました。翌朝、ホテルの向かいのバス停留所の
掃除をする人が宿に入った時 博士が床に倒れているのを見つけたのです。夜の間に心
臓発作か脳溢血が博士を襲っていたのでした。でも博士はその病から回復されると、収
容所が閉じるまで、すぐにそれまでの過酷な活動を再開されました。そして戦争後に
は、日系メソジスト教会の再建や信徒の力強い助けとして尽力されました。そして私た
ちの教会は収容所から戻って来た日系人が仕事や住居を見つけるまでの仮の家となった
のです。
I had a white woman as my teacher in camp; she also mediated the grace of God. She
had gone to Japan as a Methodist missionary but was directed back to the States when the war
seemed imminent. Because she felt called by God to serve Japanese people, the missionary
found a way to fulfill her calling during the war. She obtained a job as a teacher and lived with
us in the desert with its blistering summer heat, bitterly cold winters, and suffocating dust
storms.

収容所での私の先生は白人女性でした。その先生も神様の大いなる賜物を私に取
り次いで下さいました。彼女はメソジスト教会から宣教師として日本へ派遣されておら
れたのですが、日本との戦争が近くなった時、本国に召還されました。先生ご自身は、
日本の人々を救うという使命を天より授かっていたので、戦争中にもその使命を成就す
る道を見つけられたのです。先生は収容所の教師となり、猛暑の夏も極寒の冬も息の詰
まるような砂嵐の季節も、砂漠の収容所の中で私たち日系人と一緒に日々を送ってくだ
さったのです。
The day before my family and I left Poston for Pennsylvania, my teacher called me
forward. She rose from her desk and said, “Let’s say goodbye to Roy. He and his family are
leaving camp.” Then, she turned and hugged me. I melted in her arms with tears streaming
down my face.

私と家族がポストン収容所を出る前日、先生は私を呼び出されました。彼女は机
から立ち上がり、こう言われたのです。「ロイにお別れを言いましょう。ロイとご家族
は明日ここを出るのですから。」 そして私の方に向き直り、私を抱きしめて下さった
のです。私は先生の腕の中でむせびながら涙で頬を濡らし続けました。
You can imagine the taunting I experienced from classmates in the recess that followed.
“You let an old woman hug you! And you cried!” For a long time, I could only remember that my
teacher humiliated me. With the passing of the years, however, the witness of my teacher’s
selfless service and her loving care eventually registered: “Let people around you do what they
will. Let the larger society call you by hateful names. I am saying, ‘You are a child of God!’”

皆様、ご想像いただけますか、その後私が級友たちから、どんなにからかわれた
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かを。「おばさんがお前をハグしたんだぜ！そんで、お前は泣いたんだぜ！」と。長い
間、私は先生に恥をかかされたと思っていました。でも年が経つにしたがって 先生の
無私の奉仕と真心のこもった愛情が、私にも次第に分かってきました。「人々には望み
通りさせればよい。私を好き勝手な名前で呼ぶがいい。私はただ、『私たちは皆、神の
子なのだ』と言っているに過ぎないのだから」。
Thus, despite tyranny of sin and evil during WWII, experiencing God’s grace through
caring and courageous individuals saved me from self-destructive anger and hate that could
have consumed me. Love in action (Gal 5:6) mediated the “grace of God” and prepared me to
respond to the “God of grace” (Rom 2:4c).

このように、あの忌まわしい第二次世界大戦中、罪と悪が社会を支配していた時
も、大いなる神の恵みが優しく勇気ある人々を通して私に示されたことは、自己破壊的
な怒りや憎しみから私を救いあげてくれました。愛の実践（ガラテヤ書 5 章 6 節）は
神の恵みを私に示し、私を恵みの神（ロマ書 2 章 4 節）に応じる道へと備えてさせて
くださったのです。
B. RESPONSES TO GOD’S GRACE
神の恵への応答
Many of you can tell similar transforming stories like mine, and I hope you do. In the
summer, 1947, after we left Poston, Arizona, I attended a Camp Meeting at the historic Chester
Heights Campgrounds close by our home in Media, Pennsylvania. After my pastor, Rev.
Chester Buzzard preached, he invited us “to accept Jesus Christ as our personal Lord and
Savior.” I walked forward, knelt over a rickety altar, and broke down crying uncontrollably. A
burden I had not noticed was lifted from me. You’ve heard it before, but I can say it actually
happens. On the way home, I stepped off the bus and felt I could run and run through the open
field to our home. As Isaiah said, “you shall run and not grow weary” (Is 40:31). The stars
sparkled more brightly, and the air felt so fresh. I still treasure the vivid memories of my
conversion as a teenager. Seven decades later, I am still fathoming the inexhaustible riches of
that transforming moment.

皆さんの中にも、私のような自分が作り変えられる経験をお話しできる方が多く
居られると思いますし、またお話しして頂きたいと願います。1947 年の夏、私たちが
アリゾナのポストンを去った後、私はペンシルベニア州メディアの自宅近くにある歴史
的なチェスターハイツ・キャンプグラウンドで、収容所に関するミーティングに出席し
ました。説教の後、私の牧師であったチェスター・バザード師が「イエス・キリストを
自分自身の主であり救い主として受け入れるように」と私たちを招かれました。私は前
に進み、壊れそうな聖壇の上にひざまずき、どうしようもないほどに泣き崩れました。
自分自身が気づかなかった重荷から解放されたのです。それまでにも耳にした話だった
のですが、実際にその事が我が身に起こったのです。家への帰り道、私はバスを降り、
野原を駆け抜けて家まで走り続けることができるように感じました。預言者イザヤが
「走っても弱ることなく、歩いても疲れない」（イザヤ 40：3）と言ったようにです。
星が一層明るく輝き、空気がとても新鮮に感じられました。私は 10 代のその回心の生
き生きとした思い出を今でも大切にしています。70 年経った今でも私はその造り変え
られた時の尽きる事のない豊かさに思いを巡らすのです。
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III. NEVER AGAIN
もう二度と繰り返さない
These stories about sin and evils as well as God’s grace during WWII lead me to ask,
What should we do with our memories? The first and most obvious today is to say, “Never
again!,” not for ourselves particularly, but more for others because the hostility in our society
toward immigrants and foreigners in our midst. I say so, because God reminded Israelites after
they were liberated from bondage in Egypt and journeyed toward the Land of Promise: “You
shall . . . love the stranger, for you were strangers in the land of Egypt (Deut 10:19). God also
said, “You shall not strip your vineyard bare; . . . you shall leave [what remains] . . . for the poor
and the alien” (Lev 19:10). Early Christians similarly said, “extend hospitality to strangers” (Rom
12:13b); repeated in Heb 13:2). As we live in the Land of Promise of the modern world, God is
calling us to protect the human and civil rights of foreigners who are threatened by abuse. And,
because we are not single issue Christians, we will also address the mounting homelessness
and appalling income disparity, as well as loopholes in our health care system and domestic
violence.
We will do so in response to God’s call to promote justice, practice kindness, and walk humbly
with our God (Mic 6:8). Dear God, we are resolved to do so! Amen.

第二次世界大戦中の罪と悪、そして神の恵みについてのこうした物語は、私を一
つの問いへと導きます。「私たちの記憶をどうすべきか？」今、第一に挙げるべき最も
明白な答えは「もう二度と繰り返さない！」と言う事です。それは、私たち自身のため
のみではなく、より他者のためにです。なぜなら、私たちの社会には移民の方々や外国
人に向けられる敵意があるからです。私がそのように述べるのは、エジプトでの束縛か
ら解放され、約束の地に向けて旅をしたイスラエルの民に、神が次のように語りかけて
おられるからです。
「あなたたちは寄留者を愛しなさい。あなたたちもエジプトの国で寄留者だった
からです。」（申命記 10:19）
神はまた言われました。
「あなた方はぶどうを摘み尽くしてはならない。あなた方は、それらを貧しい者
や寄留者のために残さねばならない」（レビ記 19:10）。
初期のキリスト者も同じように言いました。
「旅人をもてなすように努めなさい」（ローマ 12：13b）、これはヘブライ人
への手紙 13:2 でも繰り返されています。
現代社会における「約束の地」に住んでいる私たちに、神は力によって虐げられ
ている外国人の人権と市民権を守ることを求めておられるのです。そして私たちは一つ
の問題だけに取り組むクリスチャンではないので、ホームレス人口の増加や恐ろしいほ
どの所得格差、そして医療制度の盲点や家庭内暴力にも向き合わねばなりません。
神の招きに応え、私たちは正義を行い、慈しみを愛し、へりくだって神と共に歩
む（ミカ 6:8）のです。愛する神よ、私たちはそのようにして歩む事を決意します！
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