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右の写真は中山一郎さんがポルトガルのファチマに
巡礼された時に撮影された聖母像です。１９１７年５
月１３日に３人の子どもに出現され、その日が記念日
となっています。
１２月８日の無原罪の聖母と本日の聖母被昇天は信
仰箇条です。この両日は聖母の生涯を黙想する良い機
会です。マリア様はイエス様の使命を深く理解され、
母親として出来得る限りの奉献をされましたので、ご
復活は当然のことなのです。しかし、ヤコブスの黄金
伝説によれば、マリア様が天に挙げられた時、その場
にいなくて、被昇天を信じなかった聖トマの前に、聖
母の巻いておられた帯が天から落ちてきたとあります。
教会の宝であります日曜学校の子供たちのために、
サマーキャンプの食事を担当されましたお母さんたち
も城北橋教会のマリア様たちです。きっとイエス様も
日曜学校の子どもたちと同じように、マリア様の手料
理を美味しいと沢山食べられたのでしょう。（後藤）

ＩＮＤＥＸ
●「聖母マリアの被昇天」 プリヨ・スサント神父（p2）
●「イパシオ神父様の初ミサ」（p3)
●「神学生日記」 片岡義博（p4)
●「寄稿」三井浩子・古澤知重子・木川千栄・山本千恵子・西村早苗・田口保（ｐ５～８)
●「不思議発見シリーズ 第８回」（p9）
●「信者動向」（p10）
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聖母マリアの被昇天
「しみやしわやそのたぐいのものは何一つない栄
光に輝く教会」（エフェソ五・ニ七）の未来の姿
であるマリア

希望する死者の復活は確かなも
のであることを示しています。
この「マリアの被昇天」の教義
は、一九五〇年十一月一日に教
皇ピオ十二世によって宣言され

ました。
マリアの被昇天の教義を宣言
されたピオ十二世は、決して新
しい教え、あるいは新しい教会
教義を教えられたのではありま
せん。なぜな
ら、すでに初
代教会の時代
からイエスの
母マリアは、
教会の一員と
して、また、
キリスト者の
母として切っ
ても切れない
存在だからで
す。また、救
い主・キリス
トとなられた
イエスを産ん
で、立派に三
十年間余もイ
エスを育てて、

最後に十字架から降ろされたイ
エスの遺体を抱きしめた母マリ
アは、神から与えられた使命を
完璧に果たされました。
ですから、たとえ教皇ピオ十
二世が母マリアの被昇天を教義
として宣言されなくても、母マ
リアは間違いなく、確実に神の
栄光に包まれて神と共に、永遠
に生きておられるのです。
キリスト者にとって、この世
に生まれ、生きておられた主イ
エスは、母マリアの子イエスで
したので、復活して天に上げら
れたイエス・キリストも母マリ
アの子のままなのです。それは、
ただの親子の血縁関係のためで
はなくて、母マリアは、イエス
の最後まで、イエスと共に苦し
みを忠実に、確実に、耐え忍ば
れたからです。母マリアは、信
仰の恵みを生きられたからです。
マリアの「お言葉通り、この
身になりますように」という信
仰は、イエスを身ごもって産ん
だ時までで終るのではなく、十
字架から降ろされたイエスの遺
体を抱きしめる覚悟も暗示され
たのです。
聖母被昇天の秘儀は、場所的、
空間的な関連を持っていないの
です。この記事の出だしに述べ
た被昇天の教義の内容から見れ
ば、被昇天は神に信頼を置き、
神に導かれて生きる人の最後の
状態を意味するのです。

「あなたはわたしの右の手を
取ってくださるので、常にわた
しは御もとにとどまることがで
きる。あなたは御計らいに従っ
て私を導き、後には栄光のうち
にわたしを取られるであろう」
（詩編七三・二三ー二四）。な
ぜなら、「わたしの肉もわたし
の心も朽ちるであろうが、神は
とこしえにわたしの岩、わたし
に与えられた分」（詩編七三・
二六）だからです。
母マリアは、地上の人生を終っ
た後「神に栄光のうちに取られ
る」（詩編七三・二四）状態と
なったのです。
母マリアは、キリストの罪と
死に対する決定的な勝利に、復
活の勝利に、あずかっておられ
るのです。第二ヴァチカン公会
議は、「マリアは教会が終末の
ときにあるべき姿」であると述
べています。
「恵みあふれる聖マリア、主
はあなたと共におられます。主
はあなたを選び祝福し、あなた
の子イエスも祝福されました」。
母マリアは、その信仰によっ
て、永遠に人間のままでありな
がら、人類のすべて、被造物の
すべてに先立って、キリストの
救いに与り、信じる者の母とな
られました。
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主任司祭 プリヨ・
スサント
マリアは、人間でありながら、
死後、被造物の腐敗から免れ、
魂も体も天にあげられました。
マリアは、死者の復活を先立っ
て味わい、キリスト者が信じて
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皆さん、
今日は「キ
リストの聖
体」という
大切なお祝
いの日です。
キリストの
聖体とは、
どういう意

味なのでしょうか？また、どう
いうことなのでしょうか？
まず、キリストの体をいただ
くことにより、私とキリストが
一つになるためではなく、私と
キリストとキリストの兄弟が一
つになるという意味です。何故
なら、教会はキリストの体だか
らです。教会は建物ではありま

せん。教会は信仰する人のもの、
つまり私たちそのものなのです。
私たち日本人でも、気持ちや
性格も違いますが、キリストの
体をいただいて、私たちは本当
に一つになるのです。そして今
日、初めてキリストの体をいた
だく人たちは、どういう人にな
るのか分かりますか？（分かり
ませんという子どもの返事に笑
い）この素晴らしい体をいただ
くことにより、皆さんと一緒に、
神様の愛を分け合って、どうい
う人になったらいいのか、教会
の仕事を見つけましょう。
それから、もう一つの意味で
すが、キリストの体をいただく
ことは、私たちの生命と生活の

記念して、イエスのみ心の祭

一八五九）の没後百五十年を

マリア・ビアンネ（一七八六ー

アルスの司祭、聖ヨハネ・

前で祈ることの重要さを説い

けられました。また、聖体の

人もの人にゆるしの秘跡を授

十六時間も聞かれ、年間二万

来れない人々の告解を、一日

リストの心にとどまり、キリス
トの心に戻るからです。
では、皆様、これから神様と
一緒に頑張りましょう。父と子
と聖霊のみ名によって。アーメ
ン。

日から来年の六月十九日まで

ておられます。じゃがいもを

源になるということです。神様
の体をいただくことによって、
神様から生きる力や、平和や、
愛、そして楽しい生活が与えら
れるのです。何故なら、私たち
はキリストの心から生まれ、キ

を特別年の「司祭年」とする

常食とし、司祭服一枚のみで、

全てを施しにまわすという、

テーマは「キリストの

ことを教皇様が発表されまし
た。

清貧に生きた聖人でした。徹

夜の祈りや断食をされ、司祭

忠実、司祭の忠実」です。

聖心布教会の創立者である

ビアンネを訪ね、大きな慰め

なられる半月程前に、この聖

シュヴァリエ神父様は、亡く

人とされているのです。

ら、全世界の司祭の守護の聖

与されていたのです。ですか

として、イエス様の贖いに参

司祭年（キリストの忠
実、司祭の忠実）

と励ましを受けたことを記し

品行方正、信仰に厚い人でし

かった聖ビアンネでしたが、

貧しくて神学校にもいけな

い年だと思います。 （後藤）

としても考えなければならな

ではなく、私たちキリスト者

た神学生の養成の必要性だけ

祭の役割と使命の重要性、ま

教会と現代社会における司

たので、アルス村の司祭に任

ています。

命され、フランス革命後の動

乱の時代、労働のため教会に
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昨年の十二月十三日、フトゥナ（南太平洋のフィジーに近い
フランスの海外領土）で司祭の叙階を受けられたイパシオ・シ
オネポエ神父の日本での初ミサが、六月十四日（キリストの聖
体）にありました。当日は子どもの初聖体の日でもあり、ミサ
後ホールで祝賀会も開かれ、喜びの日となりました。ただ、こ
の直後に、お父さんがニューカレドニアで入院され、お見舞い
のため一時帰国されています。加納さんからお借りしたビデオ
で当日の説教を要約してみました。

イパシオ神父様 初ミサ
おめでとうございます

片岡 義博
おけるカトリック教会で働く教

神学院に変わりました。日本に

が一つになり、日本カトリック

「福岡サン・スルピス大神学院」

京カトリック神学院」と福岡の

養成も大切にしています。

く、霊的、人間的、司牧的な

・神学院は知的な養成だけでな

学院で寝食を共にします。

・養成担当する司祭と共に、神

②「神学校は全寮制」

動の手伝いをしながら過ごしま

暇は自分の教区に戻り、教区活

そ して 、夏 休み など の 長期 休

名 古屋 教区 の神 学生 と して 、
に一つの神学院で養成されるこ

同によって、神学生たちがとも

日課表のように、念祷、朝の祈

神 学院の 一日 の流 れ は、 下 の

・神学課程終了後→助祭叙階

・三～五年生・神学課程（福岡）

・一～二年生・哲学課程（東京）

ら、いろいろな示唆を受けます。

音を宣べ伝える現場と接しなが

かけます。ここで自分たちが福

小教区などに「司牧実習」に出

いきます。

区司祭をめざす神学生を養成す

・教員は、共住している司祭だ

らっしゃいます。

える司祭、信徒、修道者がい

けではなく、通いで教えにみ

るために、二つの神学院を合同
することになりました。
その 目的 の一つ に あげ ら れて
いるのが「日本の司教団が一つ

神学院で生活をはじめて、あっ

り、ミサからはじまり、日中は

となって、教区司祭の養成の責 ③「神学校ってどんな生活
任を果たすため」です。この合 をしたり、勉強するの？」

という間に四ヶ月が経ちました。 とで、神学生のころからの交わ

びますが、その他にもラテン語、

授業。授業では、哲学科は文字

宣教の視点を神学生のときから

英語などの語学、聖書通読、カ

りが生まれ、日本の教会全体の

城北橋共同体の皆さんに近況報

持つことができるようになりま

科になると、組織神学、聖書、

告や、神学生の苦労話や感じる

日本 全十 六教区 の 神学 生 が司

典礼、倫理、歴史などを学びま

テキズムなどを学びます。神学

ただけるように、私も元編集者

祭職を目指し、日夜共に祈り、

す。

でした、この「みこころ」の紙

・六年生・・助祭コース（東京）

強するモチベーションを高めて

習ったことを現実につなげ、勉

週末は各自それぞれ派遣された

後は個人の学習時間となります。

の祈り、晩の祈りを行い、夕食

夕方になると聖歌の練習や種々

学びながら、生活をしています。 す。

きたらと思っています。
今 回は 、新 しい 組織 と なっ た

日本カトリック神学院の紹介と
ているのか紹介したいと思いま
す。

二 〇〇 九年 四月 、東 京 の「 東

・司祭叙階へ

神学院で、私がどんな生活をし ①「神学校は六年課程」

■神学校ってどんなと
ころ？

面を通して、出来る限り紹介で

ことを少しでも分かち合ってい

前期の授業が終わり、七月二十

ヨハネ

通り哲学を中心とした授業を学

院と神学校の生活

ために福音宣教する仲間意識と

日本カトリック神学

■ 二 つの 神 学 校 を ひ と
つに！

す。私は今夏、東山教会で立垣

神父様にお世話になりながら、

生活をしています。
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神学生日記①
日に名古屋へ戻ってきました。
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神様、マリア様に祈ることから 鳥 も 巣 を 離 れ 空 っ ぽ で す ね 」
世界中には戦争、貧困、病に
ある 日、 目に は見 えな い 神様
始まります。
「いつものノラちゃん、今日は 苦しんで、生きていく希望、力 のことを先生が、こんな風に教
そして、口ではロザリオを唱 見えないけど、今にも産まれそ も失っている人、まして自分で えてくださいました。「神様は
えながら、心でいろんな会話を うなお腹だったから、産まれた は、どうする事も出来なく、泣 みんなの目には見えないけれど、
しながら歩きます。「今日は良 のかしらね」なんて・・・・。 く力さえない小さな小さな子供 いつも私たちの傍らにいてくだ
いお天気ですね」「久しく見て
こんな風に会話をしながら、 たちが沢山いるのに、その人た さって、見守っていらっしゃる
いなかったつばめが飛んでいき 何時もの道を、マリア様と一緒 ちから比べると、私はなんと恵 のですよ」。『いつも傍らにい
ました」「しばらく通らなかっ に歩いている私は幸せだなと思 まれた国に、そして恵まれた環 てくださる』という言葉がとて
た、この道に何時の間にか、こ います。
境の中で、こうして幸せな時間 も印象的で、それ以来、通園・
んなにアジサイが咲いて、綺麗
勿論、大きな問題が起きたと を持つ事が出来るのだからと、 通学・通勤の時、帰宅の時には
今日も、私はロザリオを握り、 ですね」「お堀の白鳥、今年も き、悩んでいる時も、心のうち 深く感謝せずには居られません。 神様に話しかけるようになりま
ロザリオを唱えながら五キロの 雛がかえりませんでしたね、七 のもろもろを話し、どう対処す
三環近くロザリオを唱えた頃、 した。内容はたわいもないこと
ウォーキングに出掛ける。この 個あった卵、見るたびに減って べきか問いかけ、マリア様から 家に着きます。さあ～残りの仕 です。今日起こった出来事、お
五キロ、一時間弱がマリア様と いって最後は一個に、それでも 神様へと、お取次ぎしていただ 事、張り切ってやりましょう、 友達のこと等、ごくありふれた
私の時間。まず、こうして今日
温めている姿に望みをかけてい くように祈ります。祈ることに 滞りなくこなせますようにお守 ことばかりです。それでも神様
も元気で過ごせ、与えられた仕 ましたが、やはり駄目でしたね、 よって難しい問題でも必ず一筋 りください。
に話しかけることは楽しくて心
事に従事できることへの感謝を 卵はどうしたのかしら？もう親 の明るい道を示して下さいます。
明日もご一緒によろしくお願 強く、幸せで特別な時間を過ご
いいたします。
しているなあと感じます。
んの食料品や、日常品を多くの人にお配りして
ある 時、 神父 様か ら「 祈 ると
も、イエス様のあのパンや魚のように、無くな
いうことは特別、見構えてする
らずにお配りできるということは、ほんとうに
ことではないのですよ。ちょう
凄いことだ！ ということです。私た ちの当初
ど両親に話をするように、神様
>
の小さな予想は見事に外れています！皆様のご
に語りかければいいのです」と
支援とセカンド・ハーベスト（ＮＰＯ法人セカ
教えていただきました。それま
ンド・ハーベスト名古屋）
での私は祈ることもできない、
の貴重な働きに支えられ
駄目な信者だと落ち込んでいま
ています。豊橋の支援活
したが、神父様のお言葉に救わ
動では、三百世帯（人で
れました。私が常日頃、行って
はありません！世帯です）
いたことが「祈り」だったのだ
対象と聞いています。報道でも派遣切れ外国人
と。 相変 わら ず私 は、 恥 ずか
労働者のきびしい現状を特集しています。 コ
しいことですが熱心な信者では
<
ンニチハ～ と明るく来られる皆さん ですが、
ありません。日常の忙しさのた
>
その心中を思いつつ、私たちは祈りながら、チー
め、日曜日のごミサにあずかれ
ムワーク良く、汗を流しています。いつもお祈
ないことも、しばしばです。で
り、ご支援、励ましを有難うございます。今後
も、「祈る」ことだけは忘れる
ともどうぞ宜しくお願いします。（世話係一同）
ことなく続けていきたいと思っ
ています。
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三井 浩子

緊急支援活動の報告②

私 がは じめ て『 神様 』 の存 在
を知ったのは、幼稚園に通い始
めた頃でした。ミッション系の
幼稚園に通っていた私は、そこ
で聖書の物語を聞き、朝夕お祈
りを唱えたのです。聖書のお話
にワクワクし、楽しみで仕方が
ありませんでした。

マリア･ソフィア
古澤 知重子

マルガリータ

はやいもので城北橋教会緊急支援活動も、動
き始めてからちょうど六ヶ月が過ぎました。私
たち世話係は、当初は活動の具体的イメージも
無いまま、疑問、不安ばかりでした。 必
< 要と
して来られる方はどのくらいか？どんな品をど
のくらいお渡しするのか？お金はたりるのだろ
うか？ 何>度、神
父様や役員の方々
に励まされても、
やっぱり少し、
心配でした。皆
様から様々な物資の支援がありました。募金額
も減りません。ご寄付もありました。いつも声
をかけていただけます。そして感謝して貰って
いかれるご家族がいます。 神
< 様と教 会の仕事
だ、大丈夫！とにかく知恵を絞ってやっていこ
う！ と
> 、私たちは自然に思えるよう になりま
した。そして現在の実感は、 こ
< んな にたくさ

私にとっての祈
り

今日もマリア様
と

うと嬉しい気持ちになった反面、
とても大きな不安も感じました。
それは啓緒は仏教徒として代々
のお墓を守ってきた木川家の後
継ぎとして親戚や、特に義父か
ら期待をかけられているからで
す。幸い主人は個人の生き方を
尊重しようという考えなので、
私の受洗の際はなんとか了解し
てもらえたけれど、いざ長男も・・
となると、どうなるのだろうか
と思い、プリヨ神父様とＳｔ高
良に思いきって相談をしました。
神父様は「家庭の不和になって
はいけないが、カトリックが長
男の生き方の選択肢の一つにな
ると考えたら良いのではないか」
とアドバイスをして下さいまし
た。主人も「それなら・・」と
日曜学校への参加をＯＫしてく
れました。
教会のみなさん、そして日曜
学校のみなさんの善意と優しさ
に触れ、長男はしばらくして
「洗礼を受けたい」と、やはり
願うようになりました。しかし
主人の答えは「ＮＯ」でした。
さらに、「啓緒が自分なりの言
葉で信者になりたい理由を伝え
られるようになるまでは認めな
い」と言い、私からの助言も断
りました。
それでも、時間をおいて又父
親に申し入れをするというのを
啓緒は何回か繰り返しました。
次第に主人の態度が和らいでい

くのを感じることがありました。
それは私と子供達が教会のみな
さんの様子や出来事を楽しく話
しているのを、嬉しそうに聞い
てくれるようになっていたから
です。
ある日、主人が長男に「よし、
わかった、いいだろう。お父さ
んは、ひろつぐの生き方を認め
る。そしてお願いがある。カト
リックを選ばないお父さんの生
き方も認めて欲しい」と伝え、
同時に、みこころ幼稚園に楽し
く通っている静の受洗も了解し
てくれました。
私と子供達を通して、城北橋
教会共同体の優しさに主人が触
れることが出来たのではないで
しょうか。それが長男の思いを
理解することと、長女の受洗に
つながったのだと私は思ってな
りません。次男は「お父さんが
一人ぼっちになるのはかわいそ
うだから僕は受けない」と言い
ます。それもまた優しい心遣い
だと感じます。素直な次男の気
持ちを大切にしたい。次男のそ
ばにも神様はいて下さると信じ
て、見守っていこうと思いまし
た。
城北橋教会という温かな共同
体の中で、子供達は神様のすば
らしさや優しさを学び、私は満
たされ、主人はカトリックへの
理解をさらに広げてくれました。
本当にありがとうございました。

マリア・ベルナデッタ

山本 千恵子

私達夫婦にはまだ乗り越えな
ければならない現実（後継ぎな
ど）が残っていますが、神様を
信じ、心をゆだねて、ゆっくり
と良い道をさがしていきたいと
思います。神様と皆様に感謝！

父の死から
１０年

「ちえちゃーん」、その呼び
かけが父の最期の声だった。十
年前、私は古い精神科病棟に入
院していた。前の病院とは天と
地の差である。でも、手芸や歌
や体操や書道を教えてくださっ
た。クリスマスの前日に、父と
おば様が先生に会いに来た。
「クリスマスだから帰して欲し
い」という言葉に、主治医は許
可を出さなかった。
おば様が「モナがいろいろ薬
の名前を言うと生意気と思われ
て、やりにくいみたいよ」と言
われた。インフォームドコンセ
ントっていったい何なのか心の
中で反論した。そして、病室に
帰る時、私はがっかりして頭を
たれ、面会室の戸をあけようと

した。その時、父が「ちえちゃー
ん」と大きな声で言った。私は
ショックでふりむけなかった。
そして、一月中旬、父は心筋
梗塞でたおれ、八事日赤に運ば
れた。その知らせに私は入院な
んかしている場合でないと思っ
た。姉の車で父の入院先へ行く
と、父は目があけず口もきけな
く、耳だけ聞けた。父の主治医
は中部労災病院にいたので、私
は入院先の公衆電話から父方の
伯母に電話して「中部労災病院
へ父を送って下さい」と、願っ
た。そしてそのようになった。
それまでに三ヶ月かかった。そ
して、私は退院も出来ず、ずっ
と入院していた。どこも悪くな
いという主治医に、なぜ薬を飲
ませるのか合点がいかなかった。
まるっきり人体実験じゃないか
と恐ろしくも思えた。薬の副作
用で体重は増え、前の体とは全
く別人である。日本の精神医学
会は遅れていると思った。三回
外出して父に会いに行き、七月
四日、父は帰らぬ人となった。
知らせは父の兄から病棟の公
衆電話にかかった。「大好きな
お父さんだったけど残念やった
なあ」と・・。声が出なくなっ
た。三日間外泊許可を得て葬儀
に行った。私は外に出られる嬉
しさで喜んだ。父が死んだとは
全く認識がなかった。お茶出し
をしていた。カトリックのよう
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｢ 感謝」
ﾏﾘｱ･ﾏｻﾞｰﾃﾚｻ
木川 千栄

二 〇〇 九年 四月 十一 日 復活 徹
夜祭において、長男の啓緒（ひ
ろつぐ）と長女の静（しずか）
が洗礼のお恵みを頂くことがで
きました。この日を迎えるにあ
たり、プリヨ神父様、Ｓｔ高良、
Ｓｔ林、日曜学校のリーダーの
方々、代父、代母になって下さっ
た山田裕二郎さん、水野麻衣子
さん、そして城北橋教会のみな
さまに心よりお礼申し上げます。
家族の中で、カトリック信者
は私だけでした。東京教区の成
田教会で受洗し、子供達は私の
信仰のために一緒に連れて通っ
ていました。長男は成田教会で、
とても可愛がっていただいた記
憶が残っているようです。主人
の転勤で名古屋に来てしばらく
した頃、長男が自分から日曜学
校に入りたいと言うようになり
ました。新しい環境に慣れるこ
とへの負担を教会でいやされた
い・・・様子でした。
一途な性格なので「信者にな
りたい」という希望を持ち始め
るのもそんなに遠くはないだろ

城北橋教会小教区だより「みこころ」第13号

に祭壇を設け、禅宗のお坊さん
が来て葬式をした。パッヘルベ
ルのカノンが流れた。その時、
私の心は混沌としていた。父を
失って十年がたった。近頃、父
の事ばかり思い出し、一人泣い
た。「お父さんは、ちえちゃん
がどこにいても見ているからね」
と、小学校の頃私に告げた父。
今、母と暮らしているが、父と
母の違いに毎日驚くばかりで、
近頃は親に対して反感を持つよ
うになった。私一人だったので
周りの姉弟、姪、姉のご主人と
驚くばかりである。忍の一文字
でやってきた。カトリック信者
で良かったと思う。教会は私に
とっては家族である。神父様は
お父様、シスターはお母様とそ
う思って接している。年下のシ
スターは妹のように思っている。
近頃よく話せるようになった。
本当に教会のおかげである。こ
の場をかりてお礼申し上げます。
この十年、孤独になることが多
かった。父の死から十年がたっ
た。そろそろ自己主張してもよ
いように思う。お父さん、天国
から見てくださいね。そして、
一言いいたい。何でも言い合え
る共同体となって欲しい。人間
の持つ唯一の言葉で許し合い、
励まし合い、助け合う、そうい
う共同体であると思うが、もっ
と、もっと皆一致すればいいと
思う。教会は大家族である。私
をここまで成長させて下さった。

城北橋教会小教区だより「みこころ」第13号

ｶﾀﾘｰﾅ
西村 早苗

本当にありがとうございます。
マザー・テレサ百の言葉より
七十五番目、ひとりのジャーナ
リストとの質問、「教会の中で
変わるべきものは？」マザー・
テレサ、「あなたと、わたし」

人に何の自覚
もないからだ。
「人を裁く
な」これはキ
リストの教え
である。しか
し現実では腹
を立ててしま
う。そして更
にもっと恐ろ
しいことに気づく。自分の腹立
ちの裏側に何があるのか。そこ
には他者への軽蔑と「自分はそ
んなことはしない」という驕り
がある。つまり罪がある。しか
も反射的に他人への腹立ちが起
こるということは、自分の罪が
実に根深いものだということだ。
しかし、こうしたことに気づい
て自分の心を少しでも改めよう
とすれば、まだましで、そうし
た場合、自分はとても無力で、
神に祈る。神を求める。
最も救いようがないのは、自
分の罪に対して無自覚でいる時
だ。人の罪にはすぐに気づくの
に、なぜ自分の罪には気づかな
いのだろう？人に対して「あ、
やっちゃった！」と感じて後悔
することができるのは幸せだ。
しかし、いつも通りの毎日を送っ
ている時、私はどうも心が鈍く
なり神を求めなくなり、神から
離れてしまう。
日々是修行。神よ、どうか自
分の罪に気づかせて下さい。
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洗礼を受けて１年

私の 勤務 先は駅 の 百貨 店 の中
にあり、毎日大勢の人を相手に
する。その中で最もうんざりす
ることは何か。ねちっこいクレー
マーか。ヒステリー気味の人か。
いやそうではない。
最もうんざりするのは、法律
に触れることなく普通の生活を
営んでいるように見える、ごく
まともそうな人達（私もおそら
くこの部類に入る）が、お会計
の順番を守らなかったり、商品
の上に（無神経にも）自分の荷
物を置いたり、何も買わないの
に紙袋を要求したりする場面に
ぶつかる時だ。
クレーマーなどよりそうした
一見普通の人に腹が立つことが
多い。それはなぜか。たぶん本

もキャンプの楽しさの一
つですが、今回はお母さ
んに食事の準備は全て任
こ の 人
せ、日曜学校の同級生だっ
今年も、８月２日～３日に日曜学校のサマーキャンプが た人に子供たちと一緒に遊 テレジア水野麻衣子さん
ありました。神父様やシスター高良の支えがあったとは ぶスタッフをお願いしたと
いえ、このキャンプの企画、実施のリーダーという大任 いうことでした。社会人となったり就職活動に忙しい、
を任され、期待に違わぬ大活躍をされました。参加者十 日曜学校の卒業生が子供たちのために、参加してくれる
四人の中には、初めての合宿という子供たちが多いので、 という話に、水野さんの人柄と神様の働きを感ぜずには
お兄ちゃん、お姉ちゃんの役割を高学年の子どもに期待 おられません。それにしても、純粋過ぎる、真っ直ぐな
したいと、「皆が仲良く遊び、楽しんで欲しい」をモッ 生き方に眩しさと、多少の不安を感じていたのですが、
トーにしたとのこと。問題は、同学年という横割りで育っ 正直、真摯な生き方に圧倒されました。「生命を守る」
てきた子供たちが、幼い子供たちの面倒をみれるかとい というゼミで、摂食障害についての論文を纏めているう
う心配です。自分の接触の仕方で子供たちの反応が変わ ちに、心理学との繋がりを強く意識し、臨床心理士の資
るということを、今までの日曜学校で、経験してきたの 格を取って、心理学の専門家として社会に出たいと決意
で、子供たちの不思議な力に信頼していこうと思ったか を語ってくれたのです。その願いが適う事を切に祈りた
らですと言っておられました。上からではなく、共にと いと思いました。お婆ちゃんはパッチワークの岡田貴代
いう気持ちが自分自身を変えていったと、力強い発言に 子さん、お母さんはオルガン奏者の水野敦江さん、三代
頼もしさを感じました。もう一つは、強力な片岡兄弟や 目の信仰は、理屈ではなく本当に生き方になっているこ
シスター林の欠けるスタッフの確保です。料理の手伝い とを実感しました。（後藤）

子供たちに教えら
れ、育てられた

の

会

教

「日々是修行」

りましたが、いつかは必ず公共
交通機関を利用せざるを得ない
ときがやってきます。そのよう
な場合においても、教会へ足を
運ぶ事が苦にならない歩行時間
と地下鉄一本で行くことができ
る教会に所属できたことは幸い
といえます。
さて、私事ですがご存じの方
もおられますが、二〇〇八年の
クリスマスを前に十二月二十三
日に弁護士事務所へ自己破産の
申し立てに伺い、その後の対応・
準備を含め今後の方向性を検討
する事と相成りました。
クリスマスを含めほぼ年末近
くまでこれまでの取引先や関係
先へ経緯を報告し、理解をして
頂くこととなりました。当然連
れ合いである妻や家族にもかか
る状況は知らせておりましたが、
なるようにしかならないのだか
ら、自分の過去を捨て去る事が
できるかどうかだねという言葉
を投げかえされ、気持ちの整理
をすることができました。これ
まで個人的に親しくさせて頂い
た一部の方にこの状況を伝え新
年を迎えました。
世界同時不況の荒れ狂うなか
にもかかわらず、年明け早々に、
二組の信徒の方から電話を頂戴
し、年始早々お会いするここと
相成りそれぞれに良きお話をい
ただき、恵をただただ感謝する
ばかりです。

お会いした方よりお話を伺い、
これまで同様の仕事に励むこと
ができる機会が与えられ、新た
な気持ちで業務に取り組むこと
ができることはありがたいこと
です。
そこでは、遅くとも三月頃を
目途に会社を設立するので、
「ノウハウ」を生かしてほしい
との要望でありました。二月に
入りアルバイトとして準備に関
わり、三月より社員として迎え
て頂き三月下旬に会社が設立登
記されました。目下資料作成に
集中し現在に至っております。
新たな勤め先は、社名を「株
式会社マリヤサービス」、屋号
を「白ゆり社」としての発足で
あります。社名の「マリヤ・・・・」
から推測されるとおり、プロテ
スタントのクリスチャン一家で
三代目となる孫が本業との取締
役兼務で設立に関わり、介護福
祉をはじめとする「トータルケ
ア」を目指す第一段階として
「キリスト教葬儀」に取り組み
始めた次第であります。
キリスト教の葬儀は簡潔であ
る、あっさりしている等様々な
とらえ方がありますが、聖書を
ひもとけば、アブラハムが妻サ
ラを葬るために私有墓地を購入
したことや、アブラハムの一族
がそこに葬られたことが聖書
（創世記二三章以下）に記され
ています。新約では、キリスト

田口保

葬儀問答シリーズ①

今日に至るまで様々な事があり
継続している問題もありますが、
どのような状況下にあろうとも
「主はわたしとともにおられる」
ということをたえず感ぜざるを
えません。これまでは頭で理解
していたキリストの言葉を体で
感じることができつつあること
は幸いなことであります。小さ
きもののそばにおられ「恐れる
な、わたしはおまえとともにい
る」と言われる主キリストに信
頼し、残されている時間を主と
ともに歩んでまいりたいと願っ
ています。小さきものの一人で
すが、良き交わりをお願いいた
しまして転入のご挨拶とさせて
いただきます。

問（１）家族の中で自分一人だけが洗礼を受けた信者
です。教会で葬儀を行ってもらうには、誰に相談すれ
ばよいでしょうか。司祭・教会委員にお願いすればよ
いのでしょうか。
答
司祭・教会委員会・教会の親しい友人ももち
ろんですが、それ以上に大切なことは、生前に「はっ
きり」と家族・親戚に葬儀に関しての「自分の意向」
を表明しキリスト教での葬儀をお願いしておくことが
肝要です。そうでないと、家族・親戚の意向で仏式に
よる葬儀で人生を終えたというケースも多々見受けら
れます。これは自分の葬儀を死者が係わることができ
ないため、実際に起こりうることなのです。死を迎え
てからでは遅すぎます。生前に葬儀の意向を残される
家族・親戚に伝え、必要ならば遺言を残すことも一考
です。従って、司祭・教会委員にではないと言えましょ
う。（葬儀に関する質問をお寄せください。例えば、
どれくらい費用がかかるのかなど、何でも結構です）

が死に葬られ三日目に復活され
ますが、死んだ後、十字架から
降ろされ葬られる様子が詳細に
四福音書に記されています。
死者を丁重に葬る「お葬式」
すなわち「香・水を使用する」、
「死に装束をする」、「柩に納
める」、「祈る」、「墓地を準
備 する 」、 「石 柱を 立て る 墓
(
石 」
) 事 など の葬 送儀 礼 は旧 約
時代からすでに行われており、
死者を丁重に葬ることは聖書的
といえましょう。決して非聖書
的ではありません。ある意味式
に関わるものは皆、主の祝福の
うちにあるといえます。この祝
福の恵のうちにある業務に関わ
れることは幸いと思っています。
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転入にあたっ
てのご挨拶
洗礼者ヨハネ

田口 保

みなさん、こんにちは。この
三月より城北橋教会へ転入をい
たしました。
昨年の暮れより仕事の都合上、
一時車を手放す事態が生じ、三
十数年ぶりに公共交通機関を利
用した生活を余儀なくされまし
た。どのように利用すればよい
かがわからず、どうにか地下鉄
に乗ることができるという状況
でした。どこへ行くにも目的地・
経路を調べ、乗り換えをする場
合はその経由地も把握しないこ
とには、行き着くことができな
いというごく当たり前のことを
改めて経験するとともに、不便
さも大いに感じました。
こういう状況下において、乗
り換えもせずに駅から近い教会
はといえば城北橋教会が歩く時
間を含めて最も近い教会との結
論に達しました。所要時間概ね
十九分、その他の教会はそれ以
上を要し問題外としました。改
めて自動車を利用するようにな

城北橋教会小教区だより「みこころ」第13号
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不思議発見シリーズ⑧

聖櫃のランプが
点いていません？

どうして、聖櫃の赤いランプ 今から思いますと、初めて体験
が消えている時があるのでしょ した聖なるものへの畏怖だった
うか、それが今回の謎です。
のでしょうか。背面ミサの時代
四十年も前のことですが、カ は過ぎていましたので、大理石
テキスタの片岡章子先生に案内 の祭壇は前にずらしてありまし
され、初めてお聖堂を訪ねた時 たが、まだ階段の上にあり、そ
のことは生涯忘れません。お聖 の祭壇の左隅に木製の聖櫃が置
堂に入りますと、夜だったから かれていた時代のことです。
でしょうか、赤い小さな灯りが
祭儀は階段下の木製の祭壇で
最初に目に飛び込んできました。 行われていました。やがて木製
「 怖 い 」 と い う 私 の 印 象 に の祭壇が三階に移され、今のよ
「優しい方がおられるのに、怖 うになりましたので、聖櫃の置
いだなんて」と笑われましたが、 き場がなくなり、聖香油を入れ
ていた小
さな壁が
んを利用
していた
時代もあっ
たのです 。
右側の相
当低い位
置にあり
ましたの
で、緊急
措置とは
いえやや
問題でし
た。聖櫃
は教会に
ただ一つ
だけです
ので、付
属の小聖
堂か、司
祭席内の
どちらか

に置かれます。
「御聖体は、教会堂内の、よく
知られ、重要で、はっきりと目
立ち、美しく飾られ、祈りにふ
さわしい場所にある」「祭儀行
う祭壇から離れたところに、よ
りふさわしい形と場所を選ぶ。
ただし、もはや祭儀のために使
用されない古い祭壇の上を妨げ
るものではない」「聖櫃の近く
には、・・特別なランプが絶え
ずともさなければならない。こ
れによって、キリストの現存が
示され、称えられる」とローマ
ミサ典礼書総則３１４～３１６
にあります。
聖櫃が置かれる場所について
は、いまだに論議がありますの
で、以下は私見として説明させ
ていただきます。
まず何故ミサを行う祭壇から
離れたところに聖櫃を置くかと
言う問題です。つまり、聖変化
によりご聖体にキリストが現存
されるのですから、ミサの初め
からご聖体が保存されている聖
櫃が祭壇上にあるのはおかしい
のではないかという事です。
このことは、ミサから切り離
されて、ご聖体だけが特別な扱
いを受ける、聖体行列などいわ
ゆる聖体への信心という問題に
も連なってきますので、これ以
上の言及は避けますが、聖櫃は、
病気などでミサに参加できなか
った人に、後から届けるために、

ご聖体を一時的に保存する場所
として出来上がったものですか
ら、ここが論議のスタートでは
ないでしょうか。
つまり、キリストの体にあず
かるということは、たとえミサ
に参加出来なくても、兄弟姉妹
としての共同体と一致すること
を実感できる大切な意味があり
ます。ご聖体を拝領することは、
キリストと出会う個人的な恵み
だけではないのです。イパシオ
神父様がキリストの聖体の祝日
にあたり、説教で強調されてい
ましたのは、この点なのです。
もちろん、ミサ以外にも、お
聖堂を訪ねて祈りを捧げる聖体
訪問とか、聖体賛美式など素晴
らしい伝統があります。
拝領するだけではなく、顕示
され、拝むことにより、キリス
トとの深い一致を味わっておら
れる方も多いと思います。アル
ス村の聖ビアンネが強調したご
聖体の前での祈りについても、
クワーク神父様が実行されてい
たことを思い出します。
さて 、今 回の 謎で ある 聖 体ラ
ンプは、キリストの死を記念す
る聖金曜日だけ、消えます。そ
れは聖木曜日のミサが終った後、
聖体安置式が行われ、ご聖体が
仮祭壇に移され、ご復活までの
主の受難と死を表すために、聖
櫃は空になるからです。
（文責 後藤明憲）
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洗礼者ヨハネ 山田 達義
ルカ
若林 昴樹
みんな笑ってるね
「ごんべさんの赤ちゃん」で知
られる、リパブリック賛歌はご
存知のように北軍の行進曲でし
た。この曲を作詞した女性が、
「母の日」制定に深く関ってい
ることを、暮しの手帖３４で知
りましたので、紹介します。彼
女は南北戦争が終った一八七〇
年、夫や子どもを失った悲しみ
にくれる多くの母親たちの立場
から、もう、夫や子どもを二度
と戦場に送らないように母親た
ちは結束しようと、平和と非武
装を訴える「母の日」宣言を書

じ、そこに向かって旅をする力
を与えて欲しいと祈る日ですと。
②シスター・クララ林は、毎
年イソダンで行われている、修
道会の霊性・カリスマ・ミッショ
ンを学ぶ一ヶ月の研修を受ける
ために七月中旬に渡仏、その後、
霊的指導やマザーハウスでの介
護体験を済ませ、十月十五日に

帰国の予定。四年間にわたる勉
学と修道会発祥の地での研修を
終えられた後は、具体的な司牧
活動に専念される予定です。終
生誓願を目指して頑張っておら
れるシスターのために、皆様の
お祈りをお願いします。
③ 片岡 君が 神学 生日 記 を連 載
してくれます。ご愛読と彼とそ

きました。女たちの友愛は国境
を越えてひとつだから、他の国
の女の息子を殺すための訓練を、
自分の息子に受けさせることは
許せない！武器を捨てよう！暴
力では、何も得ることはできな
いと、訴えたのです。この呼び
かけは、残念ながら、生前には
実を結ばなかったのですが、彼
女の娘さんが、一九〇七年五月
十二日に、日曜学校で母を偲ぶ
記念会を持ちました。感動した
人たちが翌年も集まった時、彼
女が好きだった赤いカーネーショ
ンが参加者に配られ、とうとう
一九一四年には、母の日はアメ
リカの祝日になり、五月の第二
日曜日と定められました。お母
さんありがとうと、母に感謝す
る日は、戦争へ駆り出される子
や夫を思う母親の切ない気持ち
がもとになっています。全世界
から戦争がなくなり、母親が悲
しむことのない日が来ることを
願わずにはいられません。おま
け扱いの父の日も、実は南北戦

の仲間の神学生のためにお祈り
をお願いします。
最後にお断りしますが、文章
には必ず筆者名を記し、記述の
責任を明らかにしております。
それはカトリックの公式な見解
と異なる場合もあり、個人の意
見であることを明記するためで
す。（後藤明憲）

争が原因となっています。戦争
中、家を守っていた母が過労で
亡くなり、戦争が終った後、男
手一つで育ててくれた父に感謝
するため、ある夫人が、父の誕
生月の六月に、牧師さんに頼み、
教会で礼拝をしてもらったこと
が始まりと言われています。国
民の祝日に制定されたのは、一
九七二年ですので、母の日制定
から、半世紀以上も後のことで
す。やっぱり・・・。それにし
ても、お爺さんの日？（後藤）

マスクのとれた父の日

信者動向
鴨池教会よ

ペトロ 榎木 毅
名古屋教区 江南教会よ

鹿児島教区

【転入】
宜しくお願いします
四月
り
五月
り

編集後記 ━━
①無原罪の聖マリアと聖母の
被昇天を祝う日は、太平洋戦争
の開戦と終戦に重なり、心から
平和を願う日でもあります。ま
た、八月十五日は、聖フランシ
スコが日本にキリスト教を伝え
た日でもあり、祖先の霊を祀る
お盆でもあります。そのため、
十一月の死者の日のほかに、日
本の教会では亡くなった方々の
ためにミサを捧げる習慣があり
ます。城北橋教会でも八月九日
に死者のための合同ミサを致し
ました。プリヨ神父様が特に説
明されたことは、故人の霊を慰
めることではなく、天上の教会
と地上の教会が一つになって、
故人と私たちが神の民であるこ
とを示す日であり、神を讃え、
神と共に永遠に生きることを信
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マリア・グラチア
中村 理紗

宮地 海翔
岩佐 ひとし

五月三十日
山本
博基
マリア・アンナ
山口 真里奈

【初聖体】
おめでとう
写真右より
トマス
トマス

マスク着用の母の日

【結婚】
おめでとうございます

城北橋教会小教区だより「みこころ」第13号

