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新しい命を帯びて︑
主は生きておられる

墓へ 向かって出かけま
した ︒この行動自体は
勇気 ある行動だったの
です が︑ここから急展
開が 繰り広げられたと
は︒ 彼女が墓に着いた
瞬間 から︑すべてがあ
わただしくなりました︒
洞穴 の墓をふさいだ石
が取 り除けてあって︑
しの文書 は︑何か大きな出来事
昨日までの大きな騒ぎ︑イエ イエ ス様の遺体はどこ
が秘められるような雰囲気を放っ スの十字架の死刑の騒ぎのあと︑ にも 見当たらなくて︑
ている気 がしてなりません︒何 嵐が去ったような静かな夜の朝 慌て て彼女は弟子の家
か︑爆発 的なことが隠されてい 早くまだ暗いうちに︑一人の女 へ走って︑イエスの遺 体がない
るかのように感じ取っています︒ 性︑マグダラのマリアが闇の中︑ ことを告げました︒
マグダラのマリアも ︑ペトロ
も︑も一人の弟子も︑ 主が復活
されたという新しい事 実をまだ
思ってもいなかったの ですが︑
ここに大きな︑爆発的な出来事︑
昨日の十字架の死刑の 騒ぎより
もっと大きな出来事が 起こりま
したと福音者ヨハネは 伝えよう
としていたのです︒
マグダラのマリアが 考えてい
るように主の遺体が誰 かに取り
去られたのではなく︑ 主は︑も
う死の世界におられないのです︒
死者を包む亜麻布などを残して︑
新しい命を帯びて︑主 は生きて
おられるのです︒死者 に必要な
ものをその墓に残され て︑主は
復活されたのです︒そ の爆発的
なものとは︑これから ︑主の復
活によって人類は新し い時代︑
救いの実現の時代に突 入するこ

大きなだちょうの卵は清水さん（在タ
イ）の置き土産。平川さんのペインティ
ングですが一つは清水さんの作品。

と︒
ですが︑﹁イエスは必ず死者
の中から復活されることになっ
ていると言う聖書のことばを︑
二人はまだ理解していなかった
のである﹂と福音者ヨハネは書
き記しました︒主が死者の中か
ら復活するという真実は︑偉大
な信仰の神秘なのです︒この偉
大で神秘的な出来事である主の
復活にこそ神の救いのご計画が
完成されるのだとわたしたちは
希望を堅く持ちながらお互いに
励ましあってキリスト者として
生きるのです︒
この神秘を受け入れ︑信じる
者は幸いでありましょう︒この
神秘を受け入れ信じ︑その信じ
ることに従って生きようとする
者は幸いです︒
復活祭︑おめでとうございま
す︒
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主任司祭 プリヨ・スサント
﹁週の初めの日︑朝早く︑ま
だ暗いうちに︑マグダラのマリ
アは墓に行った﹂︵ヨハネ二〇・
一︶︒復活主日にいつも読まれ
るこの福音の箇所の︑この出だ
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枝を持った会衆を祝福するプリヨ神父様。共同訳ではなつめや
しとありますが、パームを昔は棕櫚（シュロ）と訳していまし
た。そこで棕櫚と形状が似たソテツを枝の代用にしています。
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います︒すなわち︑シモン・ペ
六回の 主日に加 え︑日 本では
トロと他の弟子と同じように︑
パスカル・キャンドル
主の昇 天を木曜 日から 次の日
わたしたちも信仰によって復活
ご復 活のロ ーソクは 復活徹 曜日ま でずらし ますの で︑計
キリストは復活 き︑永遠 の命の門を開いてくだ されたキリストに結ばれて︑そ
夜祭か ら主の 昇天まで の四十 九日多 いことに なりま す︒四
されました︒アレ さいまし た︒それは罪に陥った の救いにあずかっているのです︒
日間︵ 実際に は四十九 日です︒ 旬節の 四十日間 も同じ ように
ルヤ！
人間を神 様のもとに取り戻し︑ キリストが復活されたことを信
主日は除いて計算します︶ずっ
復活祭にあたり︑ 救うため だったのです︒ヨハネ じているわたしたちが︑シモン・
と︑灯 されてい ます︒ つまり
喜びに満ちあふれ 福音記者 はイエス・キリストの ペトロと共に︑今日︑この聖な
このロ ーソクは 主の復 活の象
た日がわたしたち 復活についてこう記しています︒ る日に︑救いの恵みを受けてい
徴であ り︑この 火はキ リスト
に与えられ︑喜び ﹁シモン ・ペトロは墓に入り︑ ます︒そのため︑この日をとも
の光な のです︒ 平川さ んが見
ましょう︒神様が 亜麻布が おいてあるのを見た︒ に喜びましょう︑今日こそ神の
事に復 活のロー ソクに 桜を描
キリストの受難と それから ︑先に墓に着いたもう 御業の日ですから︵詩一一八・
いてく ださいま した︒ 感謝︒
復活を通して︑わ 一人の弟子も入ってきて︑見て︑ 二四︶︒
なお︑ 昨年の汚 れを綺 麗に取
たしたちを救って 信じた﹂︵ヨハネ二〇・六〜八︶︒
救われた喜びのうちに︑新た
り除き ︑その上 に描い ていた
くださいました︒ その信仰 をもって︑シモン・ペ にされた者として生活を送って
だいた のですか ら︑再 生作業
この偉大なわざを トロは自 分の目で見た栄光に輝 行きましょう︒神の赦しを受け
による ︑文字ど おりの 復活の
感謝するうちに︑ くキリス トの復活を証しして来 た上で︑わたしたちは罪から解
ローソクであります︒︵後藤︶
喜びましょう︒
ました︒ そのお陰で︑今︑わた 放された︑清い心で︑つまり愛
復活されたキリ したちも 同じ信仰を持って︑キ に満ちた心で︑新たな生き方を
ストは死を打ち砕 リストの ご復活を厳粛に祝って 始めていくはずです︒パン種が る血によって︑わたし たちは清 じように︑その復活の証人にな
練り 粉全体 を膨 らま められ︑パン種の入っ ていない りましょう︒使徒ペトロは復活
せる ように ︑罪 がわ 者になったのです︒だ から︑古 されたキリストご自身によって
たし たちの 人生 を損 いパン種や悪意と邪悪 のパン種 力づけられて︑その復活を積極
なうのです︒そこで ︑ を用いないで︑パン種 の入って 的に証ししていました︒ご自分
聖パ ウロは パン 種の いない︑純粋で真実の者として︑ の受難と復活によってキリスト
たと えを使 って ︑復 生 活 を 送 っ て行 き ま し ょ う ︒ が罪深いわたしたちを赦し︑救っ
活へ の信仰 によ る人 ︵一コリント五・六〜八参考︶︒ てくださったことを心に留め︑
生を 話して いま す︒ これはわたしたちが復 活された それを証しすることはわたした
聖パ ウロに とっ て︑ キリストに結ばれたこ とのしる ちの使命なのです︒︵使徒言行
キリ ストは わた した しなのです︒
録一〇・四二〜四三参考︶︒そ
ちの 過越の 子羊 とし
キリストのご復活に よって︑ の証しすることによって︑多く
て屠 られ︑ その 聖な わたしたちの信仰が強 められ︑ の人がイエスのみ名にひざまず
また心が清められたこ とをわた き︑﹁イエス・キリストは主で
しは誇りに思っており ます︒そ ある﹂と公にのべて︑父である
れで︑その誇りを持っ て︑シモ 神をたたえますように︵フィリ
ン・ペトロと他の弟子 たちと同 ピ二・一〇〜一一参考︶︒
三月七日︑病者 の
塗油をされるヘ ル
マス神父様
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助任司祭 ヘルマス・アスンビ

今日こそ神がつくられた日

主のご復活おめでとうござい

時期のご復活となったことと思

います︒私もおかげさまで︑無

事に神学校生活の一年目を終え︑
四月から二年目︵哲学科二年生︶

に入ります︒昨年一年間の神学

校生活は︑お祈りも︑勉強も︑

そして仲間との共同生活も色々
なことが新鮮で︑覚えることも

必死で︑あっという間でもあり︑
でも充実した一年だったと振り
返っています︒
しかしながら︑神学校生活も
そんな楽しいことだけではあり
ません︒時には試練も与えられ
ます︒この一年で特に苦労した
ことを少し分かち合えたらと思
います︒それは神学院の入学し
たての頃︑ある先輩から言われ

とまわりと合わせて歌わなあか

ているワケでもないの にと感じ

は︑別にそんなに大きい声で歌っ

なって︑息づかいを合わせる︒
それが皆で心を合わせて祈ると

ン︑そして会衆全体がひとつに

けではなく︑司式司祭︑オルガ

た一言か ら始まりました︒﹁片
んよ﹂という一言でした︒最初

ながら︑先輩のおっし ゃること
が良く分かりませんでした︒

いうことなんだろうなというこ

岡は歌は 上手いけれども︑もっ

しかし︑五月の連休 が明けて

とを学びました︒

活にも大切なことだと いうこと
に気がつくから﹂とお っしゃら

まるし︑それが私たち の日常生

い︒そうすることで︑ 祈りも深

きながら︑祈り︑歌っ てみなさ

そして︑その言葉を味わいな

生活も大切にしていきたいと感
じました︒

本当にひとつひとつ祈りも共同

の典礼音楽の試験で覚えました︒

アクイタヌスの言葉を︑学期末

が︑自分の祈りの姿勢 に変化を

決してまだ充分とは言 えません

気をつけながら︑私自 身この一
年少しずつ直していき ました︒

すが︑その院長のアド バイスに

うなアドバイスがあっ たようで

他の何名かの神学生に も同じよ

長のアドバイスでした︒
このことは私だけで はなく︑

との大切さを考えさせ られた院

私にとっては︑共同体 で祈るこ

かる時にもそのような ことを今
まで気にもしたことが なかった

お願いいたします︒

いと思います︒どうぞよろしく

ら︑四月からも頑張っていきた

道のりを歩めるように見守って
いてください︑とお祈りしなが

と同時に︑私が司祭叙階までの

の為に永遠の安息をお祈りする

可愛がって頂いたスミス神父様

ので五年になります︒私にとっ
て尊敬する師の一人でもあり︑

くなられて︑この四月で早いも

ス神父様がオーストラリアで亡

スミス神父様が聖堂で祈ってみ
えた姿を想い出しました︒スミ

時城北橋教会の主任司祭だった

感じることができまし た︒そし

またそれぞれの場でミ サにあず

今まで城北橋教会にいた時も︑ がら︑まだ私が大学生の頃︑当

れた時︑ハッとさせられました︒

そこでも同じようなこ とを言わ
Lex orandi credendi statuer
れたのです︒そして︑﹁もっと︑
it﹁祈りの法則が信仰の法則
まわりの息づかいを注 意深く聴 を定める﹂という聖ペロスペル・

た頃に︑院長との面談 があり︑

片岡くんは何処にいるのかな？ いたあ〜
神学院の卒業式と修了式合同の記念写真
だけにピカピカの一年生らしく遠慮している・・でも、やっぱり大声で歌っていたんだ・・

て︑自分の気持ちが神 さまに向
かって︑感謝と賛美を 捧げるだ
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神学生日記③
共同体で
祈る大切さ
ヨハネ 片岡
義博

ます︒今年は教会の桜が満開の
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や野菜に関すること︑音楽のこ
と・・・︑神様のもとに集まら
れた皆さんは︑それぞれに素敵
なタレントをお持ちで︑お一人
お一人が︑私にとって父母のよ
うな存在であり︑また︑師でも
あり︑日々︑学ばせていただく
ことがいっぱいです︒
そし て︑こ の教 会で﹁ 私が
できることって︑いったい何な
のだろう﹂と自分を振り返る良
い機会もいただいています︒ま
た﹁私の手足でお役に立つなら﹂
とお引き受けした女性部役員の
務めも︑早いもので二年の月日
が流れました︒元来︑人前で話
岩月さんのご家族は
聖霊降臨の主日が受洗
式となっていますが︑
他の四人の方は復活徹
夜祭に洗礼を受けられ
ます︒
入信される方の努力

をしたり︑リーダーシップをとっ 惑いました︒まして題が復活に
たりするのが得意ではないので︑ ついてであったので初めて深く
神父様をはじめ︑皆さ んに温か 考えました︒
く︵ハラハラかもしれませんね︶
私は︑現在四十五歳︑洗礼を
見守っていただき︑導 いていた 受けたのは十歳︑故郷の鹿児島
だき︑励ましていただ き・・の です︒学生時代は︑毎週のよう
二年間でした︒
に教会へ行きましたが︑就職を
貴 重な体 験を 積む機 会を 与 してからは︑教会からは︑離れ
えてくださった神様に 感謝する ていました︒たまにミサにでて
とともに︑共同体の皆 さんの支 もお客さん状態でした︒
えに心から感謝いたし ます︒ま
最近︑ここ城北橋教会で母の
た︑私事ながら︑教会 委員会の 友人である朝見さんと出会い︑
間︑私を待っていてくれた娘と︑ 仲良くさせていただいています︒
その娘に根気よくつき あってく これからは︑共同体の一員とし
ださった日曜学校のリ ーダーの てできることをやりたいと思い
皆さんにも︑深くお礼 を申し上 ますので︑よろしくお願いしま
げます︒この春︑女性 部役員の す︒
務めは卒業となります が︑これ
さて︑復活についてですが︑
からも﹁私にできるこ とは何だ 今回︑聖書やいろんな本を読み
ろう﹂という模索を続 けつつ︑ ました︒しかし簡単にはわから
神様に見守られながら ︑少しず ず︑自分の信仰の無さを痛感し
つでもチャレンジして いけたら ました︒とにかく信じることが
と思っています︒
大事なのがわかりました︒イエ
スが死んだ時には︑逃げていた
弟子たちが復活したイエスと出
会い︑その後︑聖霊により強め
られ全世界へ布教していくこと
には感動します︒私も弟子たち
にあやかり強くなりたいと思い
ます︒
何か出来ることを見つけてや
りたいです︒今後は︑なかなか
難しいと思いますが︑祈りを増
やし聖書をこれからもっと勉強
して信仰を深めていきたいと思
います︒

原稿の依頼を受けて 文章を書
くなど学生以来なので 正直︑戸

5

教会の右 も左もわからない私で
すが︑日 曜学校や女性部の活動
を通して ︑プリヨ神父様をはじ
め︑城北 橋教会共同体の皆さん
と交流を 深められたことは︑私
にとって 本当に神様からのお恵
みだなぁ ︑としみじみ感じてい
ます︒
結 婚し て郷里 を離れ ︑親 類
縁者のい ない名古屋で暮らし︑
娘が生ま れてからは子育て一本
で︑限ら れた人間関係の中で暮
らしてき た私には︑教会の皆さ
んとの出 会いは︑いろいろな気
づきの連 続でした︒お料理やお
菓子作り ︑裁縫や編み物︑お花
二月二十一日の四旬
節第一主日に︑洗礼志
願式が行われ︑七人の
方に信条の授与が行わ
れました︒山本陽美さ
んの二人のお子さんで
ある真優子ちゃんと道

洗礼志願式
隆君︑酒井佳子さん︑ はもちろんですが︑洗
富永満夫さん︑岩月陽 礼志願式を通して︑神
子さんと︑お子さんの 様の照らしと力づけが
慎一郎君とかほりちゃ 必要なのです︒こうし
んの七人です︒続いて︑ て教会に受け入れられ
四旬節第三︑第四︑第 ていくと同時に︑共同
五主日には︑清めと照 体も宣教と回心の努力
らし︵悪霊からの解放︶ を新たにしていくので
の典礼が行われました︒ す︒
︵後藤︶

復活について
ペトロ
榎木毅

共同体からの
学びに感謝
ルイーズ・ド・マリアック

八幡京子

主のご復活︑おめでとうござ
います︒初めて城北橋教会を訪
れてから八年︑二〇〇六年の復
活祭で洗礼のお恵みをいただい
てから四年・・・︒まだまだ︑
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「受け入れ合
い」に 寄せて
ルチア
須藤ヨシ子

教区の年間テーマを心にとめ
﹁受け入れ合う﹂とは福音書と
自分の体験から思いめぐらして
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本気で関ったかと問い 直してい
三月十四日に シスター林︑シスター・リタ︑
ます︒
日曜学校の感謝 小川さん︑宮崎さん︑山本君︑
自分のおろかさや︑ 見せたく
の会が開かれま 水野さん︑小川ジェスリンちゃ
ない過去も恵みとなっ て今の私
した︒修了式と ん ︑中 高生ク ラス の水口 君︑
が支えられているのです︒
日頃︑日曜学校 片 岡君 ︑みな さん 本当に 有難
すべてのものに神の愛があり︑
をサポートして う ござ いまし た︒ 特に 山本
すべては神の恵みと心 から受け
くださっている 光 太郎 君は郷 里の 金沢に 帰る
入れるのです︒
人々への感謝の こ とに なり︑ まこ とに残 念で
人を受け入れるとは ︑自分の
ためのパーティー す が︑ 新しい 人生 のスタ ート
すべてを受け入れるこ とからは
でしたが︑あい をお祝いしましょう︒
じまり︑そこから痛み の共感︑
にく当日は女子
また ご父兄 の方 のご協 力に
やさしい眼差しで人を見て関り︑
マラソンのため も 感謝 いたし ます ︒子供 のい
肩の力を抜いて自然体 で接して
の交通規制があ ない教会を想像してください︒
いる時に︑相手の方か ら﹁ほっ
り︑参加者が少 お 爺ち ゃんが 侍者 をして いる
とします﹂とか︑﹁あ りのまま
ないのではない 教会がたくさんあるそうです︒
でいいんですね﹂との 言葉を頂
かと心配しまし ぞ っと しませ んか ︒子供 達は
たが︑大盛況で︑ 教 会の 宝だと 言い ながら ︑関
くのです︒
子供たちはおお 係 者に 任せっ ぱな しだっ たの
私たちは日常生活の すべての
はしゃぎでした︒ で はな いでし ょう か︒本 当は
うちに神に聴き︑愛を 味わいな
初聖体クラス 信 徒の 方が日 曜学 校のお 世話
がら神に愛されていることをしっ
のシスター高良︑ を して くださ った 方に感 謝す
かりと心にとどめて︑ 人々と関
小学生クラスの べきでしょう︒反省︒︵後藤︶
わり︑交わりを続ける ときに︑
神はそこに共にいてく ださるの
学んできました︒
です︒
﹁受け入れ合う﹂事の前に︑自
よみがえり
分の長所や短所を丸ごと認めて︑
命 輝く
長所の影に欠点もあり︑短所の
復活祭
中に人の痛みに共感できる良い
ものがあると知りました︒欠点
や弱さは私を謙虚にしてくれて
います︒
教会の祈りの中に﹁わたしが
信じていた親しい友︑パンを分
け合った友が私を裏切った﹂と
この祈りを唱える時に裏切られ
た悲しみよりも自分がどれだけ
います︒
福音で はペトロが﹁イエスを
知らない﹂と三度否定した後で︑
外に出てはげしく泣いたとあり︑
これは主 のそばにいたのに︑主
を裏切っ た後悔から胸のはりさ
ける涙で︑人間のみにくさを知っ
たペトロ ︒その弱さを通してキ
リストを 伝える聖者となって行
かれまし た︒私たちも失敗や裏
切りを経 験して︑おろかさ︑弱
さに気付 いて︑そこから神を愛
すること ︑人を愛することなど

日曜学校「感謝の会」

黄金のイエス像（バンコクの教会で）

主のご復活おめでとうござい
ます︒
昨年十一月に夫の転勤に伴い︑
タイ・バンコクに引っ越しまし
た︒でも教会籍は城北橋に置か
せて頂いているので︑城北橋教
会タイ駐在︵？︶ということで︑
寄稿させて頂きます︒
タイに来て感じたことがふた
つ︒ひとつは︑タイの人達がと
てもパワフルなこと︒タイは貧
富の差が激しく︑大金持ちから
物乞いの人までいます︒物乞い
の人は朝から晩まで︑蒸し暑い
路上に座り続けます︒モーター
サイ︵タクシーのオートバイ版︒
後ろに乗せてもらう︶の運転手
は ︑ 路 地を 一 回 十 バ ー ツ
︵三十円程︶で一日に何往
復も走ります︒露天商や︑
歩道にミシンを置いて裾上
げを専門にしている人︑江
戸時代の魚売りのように棒
の前後の籠に物を入れて売
る人もいます︒勿論︑日本
より遥かに進んだ職業に就
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タ イ駐在便
り ディンプ
ナ

く人もいますし︑冷房が入った
場所で働く人も沢山います︒ど
んな職業の人にも共通して言え
ることは︑とても元気でパワフ
ルなこと︒つきつめて働くので
はなく︑程良く適当に︑貧しく
ても一生懸命に︑毎日を楽しみ
ながら生きているように見えま
す︒︵勿論︑各々に悩みはある
のでしょうが・・︶︒
そしてもうひとつ感じたこと
は︑タイの人はとても信仰深い
こと︒ご存知の通りタイは仏教
王国です︒デパートやマンショ
ンには勿論︑どんな小さなお店
にも仏陀を祀る祠があり︑いつ
も供物があがっていますし︑私
達キリスト者が身につける十字
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マリア 伊集院綾香
我愛新西蘭

架やメダ イのように︑殆どの人
が仏陀を 首から下げています︒
そして日 曜日のお寺はお祈りす
る地元の 人でいっぱいになり︑
参道には 供物を売る露店が並び
ます︒日 常生活に信仰が深く溶
け込んで いることがよくわかり
ます︒
信仰の 心を常に持ち︑毎日を
楽しむよ うに一生懸命生きるこ
と︒それ は私を含む多くの日本
人が忘れ てしまったことのよう
に思います︒
泣く泣くタイに来た私ですが︑
タイの人 々に元気をもらいまし
た︒タイ での生活は私にとって
大きな糧 となりました︒神様の
恵みです︒神に感謝︒
二月 十 一日 ︑ 冷た
い雨の日︑小さな会
場は満員の熱気に包
まれていた︒私たち
﹁みこころコーラス﹂

中力も増 し︑平 和への思
いを込め た さ とうきび
畑 まで 歌いき ることが
できた︒ 幕間に お茶の時
間をとり 会場の 方々と交
歓したり ︑全員 で 花
を歌う楽 しい時 間をもう
け︑温か い拍手 のうちに
幕が下り た︒そ の夕べ︑
メンバー 一人ひ とりが思
いを述べ た︒三 日前に家
族が倒れ 入院し ︑すぐ病
院へと向 かった 方︑コン
サートが 終わる と入院手
術が控え ていて 精一杯頑
張った方 ︑実母 が難病を
患い︑幕 間にも 何度も連
絡をとっ ていた 方︑娘さ

一九八〇年︑みこころ幼稚園
のクリスマス会で当時のお母
さんたちがコーラスを披露し
て誕生したのが﹁みこころコー
ラス﹂です︒クリスマスには
ミニコンサートを︑結婚式で
は綺麗な歌声で新郎新婦を祝
福するなど活躍を続けていま
す︒﹁みこころコーラス﹂に
は︑指導者の高橋のり子さん︑
片岡法代さん︑神谷史さんの
三人の信徒が頑張っておられ
ます︒団員を募集しています
ので問い合わせてください︒
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ちいさなコンサート
マルタ 神谷史

五年 ぶり のコ ンサ ート の幕 が んの 出産 育児 と忙 しい 中︑ 遠
上が った ︒ 青い 目の 人形
くか ら通 った 方︑ 持病 を抱 え
アカ ペラ で あ〜 おい 目︑ あ 大家 族を 支え てい る方 ︑十 二
〜お い目 ︑〜 〜〜 と 続く 緊 人の メン バー それ ぞれ が困 難
張の 出だ しが ︑な んと 止ま っ を乗 り越 え︑ 心を 一つ にし て
てし まっ た︒ 一瞬 会場 がざ わ 作り上げたハーモニーだった︒
めく ︒何 十回 とな く練 習し て そん な中 で︑ 私も 今日 を特 別
きた のに ︒本 番で つま ずく な な思 いで 迎え てい た︒ 六年 前
んて ︒だ が︑ そこ で先 生は 落 の手術︑抗がん剤治療を経て︑
ち着 いて 微笑 んで くれ た︒ 会 ここ に立 って いら れる こと ︑
場の 空気 もほ っと ゆる んだ ︒ その 闘い を見 守り 支え てく れ
そん な風 に始 まっ た演 奏だ が︑ た家 族︑ 友人 に感 謝を 捧げ た
それ 以後 は平 常心 とな り︑ 集 い︒そして最後にこのメンバー
を励まし束ね︑
指導してくだ
さった高橋先
生︑駆けつけ
て応援してく
ださ った 神父 さま をは じめ ︑
教会 の皆 様に 心か らお 礼を 申
し上げたいと思う︒

私は2009年1月6日から12月８日まで、ニュージーランド
のウェリントンに一年間留学しました。ウェリントンは
ニュージーランドの首都で、山や海があり、とてもきれ
いな街でした。最初、ホスト・ファミリーと会った時、
全く英語が話せず、すごく焦りました。でも、ファミリー
はとても優しく接してくれたので、とても安心しました。
現地校はTawa College(タワ高校）という学校です。
学校が始まると、直ぐに友達ができました。それは学
校の、私たち留学生への対応がとても温かったからです。
私の友達は、ほとんどがアジア系で、中国人でした。彼
女たちはとても優しくて、私が上手く英語が話せなくて
も怒ったりせず、話を一生懸命に聞いて、私のことを理
解してくれようとしました。普通、海外の人間は意見を
言わない人を嫌うと言われていますが、彼女たちはそう
いうことが全くなくて、ありのままの私を受け入れてく
れました。ホスト・ファミリーは私が辛い時、悲しい時、
いつも支えになってくれて、とても嬉しかったです。
留学では英語以外にもたくさんの素晴らしいことを勉
強しました。肌や目の色や宗教が違っても、受け入れた
い、理解したいという気持ちが有れば、分かり合えると
いうことです。私は最後まで支えてくれたホスト・ファ
ミリー、友達、現地の先生に深く感謝しています。そし
て日本の家族、学校の先生にも心から感謝しています。
ニュージーランドで学んだことを忘れずに頑張りたいで
す。最後に
I'd like to say I love you all in Newzealand
I'd like to gratitude with all my heart
Many many thanks to you all
I love you all beyond now and forever more
Thank you so much

幼 稚園 水野 先生 のお 嬢
さ ん青 衣ち ゃん を抱 き
しめるクリちゃん。

た︒昨年 七月︑神父様の金祝後
に発見さ れた﹁肺がん﹂から半
年でした ︒十一日通夜︑十二日
十時半よ りダグラスパーク︵修
道院・黙 想の家・神父様達の墓
地︶の聖 堂にて葬儀が行われる
とのメー ルをポール・ブラウン
神父様か らいただきました︒三
月は別れ の季節です︒卒業など
で未来にむかっての別れと違い︑
友人との 死の別れは寂しいもの
です︒
クリち ゃん︵彼ほどこの呼び
方が似合 う人はいません︒尊敬

クリリー神父様が残念ながら︑とうとう三月六日に天
国に召されました︒七十七歳という若さでした︒クリ
リー神父様は︑一九七六年から八四年までの八年間︑
クワーク神父様のあと︑主任司祭として私たちを導い
てくださいました︒大きな心で信徒を信頼し︑人間味
あふれる方で︑幼稚園の園長先生としても活躍され︑
お世話になった方も多いと思います︒

グ ッバ イ フラ ン
ク ク リ リ ー 神父様
の帰天に想う
アウグスチヌス
川口琢

三月六 日︑ク リリ ー神父 様が
死亡との知らせを︑友人バーク
さんの国際電話で知らされまし
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クを和らげるように努 力をしま
した︒
オーストラリアでは 知人が腎
臓病で自宅透析︑余命 少ない彼
の家に機会があるたび に訪問し
て︑食事を共にし︑楽 しい話で
慰め︑生きる勇気を与 えていま
した︒帰国後の赴任先 ダグラス
パークでは大改革︑神 父様とブ
ラザーたちは食事の場 所が違っ
ていたのを︑兄弟皆同 じとテー
ブルを一緒にして︑全 員から絶
賛された事は有名です︒
明るい性質で﹁ジョ ーク﹂ば
かり︑日本語がまだま だの時︑
デパートに﹁扇風機﹂ を買いに
行き︑﹁セップンキ﹂ 下さいと
言ったら︑店員さんが 怪訝な顔
をして笑ったので︑よ く考えた
ら﹁キッシングマシー ン﹂をく
ださいと言ったようで した︒ま
た︑広島カープファン で︑大相
撲も大好き︑高見山が 好きで応
援の時﹁やろうやろう﹂と大声︑
負けたとたん﹁バカヤ ロー﹂い

１９３２年・・・オーストラ
リア・ダーリングハーストに
生まれる
１９５６年・・・聖心布教会
において最終誓願
１９５９年・・・司祭叙階
１９６０年・・・来日
１９７０年・・・江南教会の
設立（初代主任司祭）
聖心幼稚園園長
１９７６年5月1日・・・城北
橋教会主任司祭（１９８４年
６月３０日まで）
１９８４年・・・銀祝、離日
１９８５年・・・オーストラ
リア・シドニー
２０１０年３月６日・・帰天

と信頼をこめて・・・︶と私の
出会いは五十年前にさかのぼり
ます︒一九五九年叙階︑翌六〇
年に日本に就任︵二十八歳︶︒
最初は江南の主任司祭で教会建
設に尽力︑地主との折衝で遺憾
なく実力を発揮されたようです︒
当時二十四歳の私︑同年代のバー
クさん︵元神父︶と三人は固い
友情で結ばれました︒その後︑
クリちゃんは銀祝を迎え︑帰国
されるまで︑日本での布教に全
力を傾けました︒教会の規律よ
り︑心の大きさ︑温かさを重視︑
限りない愛情を信者に与えまし
た︒小牧の信者家族と親しくさ
れていたころ︑事故で御主人が
急死され︑残された子供と奥さ
んが途方にくれておられました︒
神父といえども奥さんと子供だ
けのところに訪問が出来ず︑困っ
て私に相談されました︒父親同
様に懐いていた子供の為に︑私
の友人の別荘を借りて︑二人で
親子のように何日も過ごし︑ショッ

つもこんな調子でした・・・︒
私のオーストラリア訪問時︑
バークさん宅で︑三人一緒に旧
交を温め祝杯を挙げたものです︒
我々は悪友であり︑兄弟のよう
な関係です︒昨年七月︑﹁クリ
ちゃんの金祝にお前ぐらいは参
加したら・・﹂とバークさんか
ら電話があり︑何とか航空券を
手に入れて︑ケンジントンを訪
問しました︒その時︑クワーク
神父様をはじめ︑シスター・エ
リザベス︵妹さん︶や親戚のケ
ネディー一家︵お姉さん︶︑ク
リちゃんが私を紹介した数多く
の方々に会うことが出来ました︒
今考えると︑かなり病気が進ん
でいた彼は﹁金祝﹂の来るのを
ひたすら待っていたようです︒
半年後にこのような別れが来る
などと︑その時は想像も出来な
い事でした︒最後はシスターた
ちが経営する﹁養老院﹂にクワー
ク神父様と共に入居され︑管理
が厳しいので︑キューバの﹁グ
アンタナモ収容所﹂と一緒だと︑
嘆いていましたが︑シスター・
エリザベスの手厚い介護を受け
て旅立った事でしょう︒クリちゃ
ん︑あなたは自分の信念のもと
に︑すばらしい人生を全うしま
したね︒そして︑クリちゃんファ
ン が いっ ぱ い い る ︑ 大好 き な
﹁ダグラスパーク﹂の墓地で安
らかに眠りについて下さい︒あ
なたの﹁帰天﹂で天国が少し賑
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F・クリリー神父

やかになった分︑地上は静かで 先生たち から大目玉︒それでも
寂しくなりました︒あなたは私 ﹁またやっちゃったネ﹂と茶目っ
の心にいつまでも行き続けてい 気たっぷ りの神父様です︒お話
ます︒近い将来︑ダグラスパー はいつも 楽しく﹁浜名湖に行っ
クを訪問したいと思っています︒ た時︑ウ サギ︵うなぎ︶弁当注
グッバイ・フランク・・・︒
文しちゃ ったァ﹂﹁バスに乗っ
て︑この 次の大森で殺して︵降
ろして︶ 下さいって言ったら運
転手さん びっくりしたよォ﹂と
か︑来日 時のお話は︑お腹を抱
え涙を流 しながら聞きました︒
聖心学院 の英会話教室では園長
先生の違 ったお姿も拝見しまし
た︒神父様は私を エーちゃん
と呼び︑ 私たちは密かに クリ
ちゃん とお呼びしていました︒
今思えば 神父様が怒ったのを見
たことが ありません︒いつもニ
コニコと 面白い事や失敗ばかり

クリ リ ー神父様の
思い 出を た ど れ
ば マ リ ア・ク ラ
ラ

のように見えた神父様ですが︑
人間味あふれ周りを明るく照ら
す﹃光の子﹄だったのかも知れ
ません︒︵日本聖公会・愛知聖
ルカ教会在籍︶

クリリー神父様
の思い出
エステル
水野英子

時は人の思いに関り無く過ぎ
去って行く︒人生には時があり︑
始まるに時があり︑終わるに時
がある︒定められた人
生の枠内で︑誰もが出
会いと別れを繰り返す︒
去る三月七日︑日曜日
ミサの時︑ヘルマス神
父様が﹁クリリー神父
様が天国に召されまし
た﹂と言われました︒
闘病生活をしていられ
ると思い︑いつもご回
復を願い︑お祈りして
いました︒こんなに早
く天国へ旅立たれると
は夢にも思っていませ
んでした︒胸が痛くな
り悲しく淋しくて泣き
ました︒

私の次男が交通事故 にあい︑
苦しんでいました︒カ トリック
信者の川口さんにお願 いして︑
城北橋教会に連れて行 っていた
だきました︒一九七六 年四月で
した︒大きなお体で挨 拶してく
ださいました︒私は嬉しかった︒
それから聖書の勉強が 始まりま
した︒日本人のために ご自身の
苦心︑努力︑信仰指導 を天命と
さとされる︑そのお志 し︑熱い
思いは︑私の心にも伝 わりまし
た︒独り︑夜の祈りの 中で黙想
される時︑私は二年間 ︑聖体訪
問を致しました︒御聖 堂に入る
と祭壇の前で夜七時か ら九時頃
までお祈りをしておられました︒
時には気がついたら朝 まで祈っ
ておられたことがあっ たそうで
す︒日本人のために日 本語を習
得されるご努力は到底 想像もつ
かない程︑辛いもので あったこ
ととお察しいたしてい ます︒洗
礼を受ける前︑神父様 は﹁自分
はどうしたらいいのか ︑心のま
まに正直になり︑神様 を信じ︑
愛してください﹂と諭 してくだ
さり︑私は洗礼を受け ることを
決心しました︒川口さ んが代母
になってくださり︑一 九七七年
五月二十九日に洗礼を 授けてく
ださいました︒そして ︑その二
年後に主人と長男にも 洗礼を授
けて下さいました︒
信者にしていただい てから十
名ぐらいの勉強会で︑ クリリー

神父様は﹁それぞれ一人一人神
からいただいている恵みと使命
があります︒共々に夫々の場で
聖霊の導きを祈り求めながら歩
んでいきましょう﹂と言って下
さいました︒﹁私たちカトリッ
ク信者にとって︑死は終わりで
はありません︒復活への希望で
あり︑永遠の生命への希望であ
ります︒実に神の国は︑あなた
方のあいだにあるのです︒希望
を見出すこと︑祈りと愛の実践
こそ信徒の努めです﹂と︑静か
に︑しかし熱く説き続けてこら
れたクリリー神父様との出会い
が︑これからも私の支えとなっ
ていくことでしょう︒
城北橋教会の子供たちにいつ
も耳を傾け応えて下さっていた︑
微笑みながら子供から大人まで︑
いつも抱きしめて下さっていま
した︑お優しい神父様︑私たち
にいつもお茶とお菓子をご馳走
して下さり︑時間の経つのも忘
れてよくお話をしてくださいま
した︒帰るときはいつも見送っ
て下さいました︒今も笑顔を思
い出します︒もう一度お会いし

たかった .
クリリー神父様の何年間にわ
たる闘病生活を︑愛の心で看病
してくださいました皆様に心か
ら感謝をこめてお祈り致します︒
本当に有難うございました︒お
礼の言葉にかえて︑感謝︒
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(聖心幼稚園主任 )

面接で初めて神父様にかけら
れた言葉は︑﹁本当に高校を卒
業したの？﹂︒童顔の私を中学
生かと思ったと言うのです︒神
父様は本当にユーモアの方でし
た︒幼稚園の子どもたちは園長
先生が大好きでした︒誕生会に
は祝福していただくのですが︑
よく忘れてしまう神父様に﹁手
帳に書いておきますね﹂と主任
先生はやさしく声をかけていらっ
しゃいました︒それでも翌月に
は﹁手帳見るの忘れちゃった︒﹂
と飛んで来られるのです︒夏の
夕涼み会では西郷隆盛のように
膝丈までの浴衣姿にご父兄の笑
いを誘い︑運動会では子どもの
頑 張 りを 褒 め な が ら ︑最 後 に
﹁今日もっとうれしいのは広島
カープ優勝したョ﹂との一声に

城北橋教会小教区だより「みこころ」第15号

マルガリタ・マリア

木全和子

田口保

に﹁天ぷら︑するのよ ﹂今で言
うエコも教えて下さっ ていまし
た︒ご自分では塩なし キュウリ
を美味しそうに食べて みえまし
た︒その頃から塩分の 制限をな
さっていたのですね︒
私の 家の主 人も ︑今年 の四 月
で透析五年目になりま すが︑少
し遅れて岡田さんも全 く同じ火
木土の週三回ご一緒で した︒四
時間もの長い長い時間 を過ごさ
ねばなりません︒ある 時は血圧
が下がって酸素吸入し たり︑時
間毎に血圧を測られ︑ 自分だけ
でなく︑まわりでドタ バタしま
すし︑気の休まる暇も 無い四時
間だったと思います︒ でも︑岡

田さんは祈りが出来ると︑苦し
みを捧げ︑その苦しみを喜びに
変えていらっしゃる様子でした︒
透 析の あとは ︑疲れ て大 変で
すのに︑毎日曜日には教会にで
きるだけみえてましたし︑みこ
ころ会には必ず前の方に座り︑
熱心でした︒昨日みこころ会の
集まりでしたが︑いつもの席が
ぽつんとあいていて少し淋しく
感じましたが︑まだお別れした
とは思えません︒でも岡田さん︑
天国の住み心地は如何ですか︒
私もそちらで御一緒出来るよう︑
残りの日々を頑張りたいと思い
ますので︑どうぞ私共のために
続けてお祈りをお願いしますね︒

問） 仏教には仏壇があり、神式（神道）には神棚があり
ますが、キリスト教では何かありますか、ある場合、それ
は必要とされるものでしょうか。
答） 仏壇や神棚に代わるものはありませんと、答えるこ
とが聖書的といえましょう。何故ならば、旧約聖書に、
「あなたには、わたしをおいてほかに神があってはならな
い。あなたはいかなる像も造ってはならない。上は天にあ
り、下は地にあり、また地の下の水の中にある、いかなる
ものの形も造ってはならない。あなたはそれらに向かって
ひれ伏したり、それらに仕えたりしてはならない。わたし
は主、あなたの神。わたしは熱情の神である。わたしを否
む者には、父祖の罪を子孫に三代、四代までも問う」（出
エジプト記２０・３〜５）と記されているように、唯一の
神の外に礼拝の対象を造ってはならないと教えられていま
す。あくまでも礼拝の対象とするものを造ったり、拝む対
象としてはならないと諭していますが、イエス・キリスト
を象徴する十字架を家庭内に飾り、家族の祈りの場として、
例えば床の間であるとか、家庭祭壇を用いることは必ずし
も偶像崇拝とは認めがたいものがあります。象徴されるも
のを通して、その奥義にいる神を信仰することは否定され
ることはないと思います。したがって、祈りの場にふさわ
しいものを必要とするかというと、必ずしもそうではない
と言えましょう。食前の祈り、食後の祈り、朝の祈り、夕
べの祈りをはじめ、いつどこでも神を賛美し、祈ることは
可能です。十字架、家庭祭壇などを通した方が祈りが行い
やすいということであれば、あっても良いと思います。結
論としては、代わりになるものはありますが、必ずしも必
要とされるものとはいえないということです。
浴衣を縫ったり︑和裁だけでは
なく信仰についても学ぶものが
多くありました︒お料理上手な
岡田さんは︑お昼時など︑ちゃ
ちゃっと一品こさえて︑添えて
くださったり︑お茶をたててく
ださって︑子育ての忙しさを忘
れ︑ほっとしたひと時でした︒
お餅を焼いて︑その中に黒砂糖
をねじ込んで︑それがとろけて
おいしかったのを思い出します︒
ある時は料理の講習会︑ハンバー
グの生地を作り︑粉をつけてフ
ライパンで焼き︑お水︑調味料
を入れて蓋をして︑・・・粉が
とろみを出してくれます︒で︑
残った粉は捨てないで近いうち

葬儀問答シリーズ③

マリア・アンナ岡田貴代子さんが一月七日︑帰天されました︒
素晴らしいお嬢さんと︑お孫さんに囲まれ︑祈りとパッチワー
クに打ち込まれていた晩年は︑本当に私たちのお手本でした︒
ただ︑この数年は透析のため週三回ほど病院通いでしたが︑そ
れでもみこころ会には元気に顔を出していただいていました︒
みこころ会のメンバーに思い出を寄稿していただきました︒
器具がぶ らさがっていれば︑子
供達はタ ーザンごっこ︒空き箱
をみつけ れば基地作りです︒玄
関でノッ クする音が﹁トントコ
トンのト ントン﹂とするので︑
﹁また悪 戯して﹂とパッと戸を
開けてみ ると背の高いクワーク
神父様が ﹁今そこで学生さんが
売ってい た花を﹂と言って花束
を抱えて 立ってみえました︒そ
こで一番 近くにいらっしゃる岡
田さんを 訪ねて行く様にと勧め
ていただきました︒
そこ で直 ぐに訪 ねてみ るこ と
に し まし
た ︒ 和裁
を な さっ
て い ると
い う こと
で 子 供が
幼 稚 園に
行 っ てい
る 間 ︑学
ぶ こ とに
しまし た︒
夏 に は子
供 の じん
兵 さ んを
こさえ て︑
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岡田さん、天国
の 住 み 心 地は
如何？

私は四 十年前 ︑五 反城教 会か
らみこころ教会に転入してまい
りました︒社宅から︑広い家に
越して参りましたので︑電気の
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に安らかに憩いますことを願い

御 霊が︑ 神様 のもと で︑ とわ
いころ身体が弱かったとき︑そ

が受け入れられず︑ミサの折︑
その姿を求める私です︒私が若

うにほっとします︒未だに現実

は︑我が母の顔を見たときのよ

おりました︒お会いできたとき

時折︑見かけないと︑お体の調
子が良くないのかなと心配して

驚きました︒いつも聖堂の右側

ワークの大作に挑み︑入選され
たり︑可愛い小物もたくさん作っ

を受けられていました︒パッチ

信者さんの中にも何人かご指導

用な方で︑和裁の先生であり︑

ぎをいただいたことか︑本当に
有難うございました︒手先が器

る姿が目に焼きついております︒ さん︑どんなに励まされ︑安ら

五列目で御ミサに与っておられ

ておられました︒いつも祈りを

なり話を聞いてくださった岡田

いつも優しく声をかけ︑親身に

まるで耳で聞いてるように聞こ

た︒私の指に伝わる血流がザーッ︑ いました︒会員の皆様に﹁聖心
ザーッと音を立てていました︒ の聖母へのノベナ﹂の表紙カバー

せていただいたことがありまし

腫れ上がった手の血管に触れさ

心に秘めておられることでしょ

ひとりが沢山の温かい思い出を

します︒岡田さんと接した一人

んの隣の席で︑熱心に学ばれて

ります︒みこころ会でも後藤さ

たと記憶しています︒あるとき︑ かりかと想像に絶するものがあ

う︒三・四年前から透析を受け
ておられました︒血圧も高かっ

を作っていただき︑大切に使っ

方も身近におられると思います︒
大変体力も消耗します︒いかば

この療法を受けていらっしゃる

ことは皆さんもよく耳にされ︑

いるからだと・・・・︒透析の

います︒感謝︒

渡しとなってくださると信じて

共同体を守り導き︑神様への橋

くの人々と再会されていると思
います︒そして残された家族︑

神様のもとで︑先に召された多

の世の苦しみから解き放たれ︑

もに歩まれた岡田さん︑今︑こ

のものとして受け入れ︑耐え︑
キリストに倣い︑キリストとと

ぱいです︒大きな十字架を自分

そうです︒感謝の気持ちでいっ

れるまで祈ってくださっていた

一日に全部︑今日は誰々さんの
ためと意向を決めて︑天に召さ

うです︒それも九日間の祈りを

の間を利用して︑されていたそ

透析のために病院に行かれる時︑
﹁ノベナ九日間の祈り﹂を治療

伺いましたが︑週に三回くらい

ています︒先日︑後藤さんから

と いう 課程 を通し て︑ つま り
徹底的な痛悔と回心によって︑
新 しい 人に 復活す るの だと い
う こと を︑ この棕 櫚の 枝と そ
の 灰は 教え ている ので しょ う
か ︒灰 は浄 化︑再 生と 結び つ
い てい ます ︒こう して 棕櫚 の
枝 は勝 利と 殉教の 象徴 とな っ
たのです︒
︵後藤︶

えました︒静脈と動脈を繋いで

サ後︑司祭が﹁回 心
して福音を信じな さ
い﹂と呼びかけな が
ら︑額に灰のしる し
をつけ ます ︒人 は﹁ち りと 灰

に祝 別さ れた もので す︒ 今年
も三 月二 十一 日に︑ 司祭 館前
のソ テツ の枝 を剪定 し︑ 三月
二十 八日 の枝 の行列 に使 いま
した ︒とこ ろで ︑どう して
﹁ダ ビデ の子 にホサ ナ︒ 主の
名に よっ て来 られた 方に ︑祝
福が ある よう に︒い と高 きと
ころ にホ サナ ﹂と叫 び︑ 枝を
道に 敷い た︑ その木 の枝 を灰
の水曜日にも使うの でしょう︒
歓呼 でイ エス を出迎 えた 人達
が数 日後 には ﹁バラ バを ﹂と
か﹁ 十字 架に つけろ ﹂と 一転
してイエスの死を要 求します︒
棕櫚の枝が象徴する歓喜はあっ
とい う間 に死 に︑灰 とな りま
した が︑ 三日 後には 永遠 の命
とな って 復活 するの です ︒し
かし︑﹁すべてはちりから成っ
た︒ すべて はち りに返 る﹂
︵コ ヘレ トの 言葉３ ・２ ０︶

して子供に恵まれなかったとき︑ 込めての作業であったとお察し

棕櫚の枝と灰

岡田貴代子さん
を偲んで
マリア・ローザ
大道紀美子
二月十四日に︑家庭から持っ
てき てい ただ いた 前年の 枝を
焼き ︑灰 を作 りま した︒ 四旬
節の 始ま る灰 の水 曜日の 典礼
に用 いる ため です ︒水曜 日に
来ら れな い人 のた めに︑ 次の
日曜 日︑ 四旬 節第 一主日 のミ

にすぎ ない ﹂こ とを自 覚し ︑
回心を する ため なので す︒ ご
存知の よう に灰 を作っ たこ の
枝は︑枝の主日︵受難の主日︶
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つつ・・・︒突然の訃報を受け
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最近私は︑
約十年ぶりに
老人介護の仕
事を始めた︒
﹁介護﹂と聞
い て ︑す ぐ
﹁大変でしょ
う︒﹂と言わ
れる︒施設で
あろうが︑在
宅であろうが ︑
生活全体にま
で及ぶ介護は ︑
する側もされ
る側も﹁でき
ることなら避
けて通りたい﹂
﹁やっかいな
こと﹂と認識
する人は少な
くないのでは
ないだろうか ︒
介護職員の離

「介護」における霊的成長
クララ 林明恵（聖心の聖母会）

職率の高 さ︑在宅介護における
困惑︑疲 労︑ストレス︑共倒れ
のケース の多さはそれを表して
いる︒
私も この ﹁介護 ﹂を﹁ やっ か
いなこと ﹂と捉えていた︒認知
症を患っ た祖母と共に過ごした
約十五年 は︑自らの思春期と重
なり﹁や っかい﹂であった︒祖
母の介護 は︑家族関係と一人ひ
とりの人 間を浮き彫りにした︒
変わりゆ く祖母の状態を受け入
れること ︑家族の混乱︑いつま
で続くか分からない介護の重圧︑
逃げ道が ない事への不自由さと
閉塞感を 感じた︒家族だけの介
護に行き 詰まった時︑福祉制度
を受ける ことになったが︑家族
の弱い部 分を他人である区の担
当者に話 し︑下の世話までして
もらうことへの抵抗を感じた︒
修道会 入会前に就いていた介
護職も﹁ やっかい﹂と感じてい

た︒ずさんな介護現場と︑複雑
な人間関係で心と体に疲労を感
じていた︒時々できた入居者と
の心の会話が癒しと活力となっ
た︒しかし未熟な私には介護職
員であることに行き詰まりを感
じた︒それは︑業務が流れ作業
のようになり︑援助が施設側の
意向に限定され︑提供するレク
レーション等が幼稚に思えたか
らである︒入居者の心の叫びに
十分耳を傾けることなく天国へ
召された方たちとの出会いは悔
いが残る︒
霊的指導を受けるようになっ
てから︑介護の見方が変わって
きた︒﹁やっかい﹂な出会いの
中に︑神はおられたりする︒み
ことばを黙想しイエスを眺める
と︑それは﹁やっかい﹂なこと
ばかりである︒神との関係を深
めていくプロセスは︑まさに介
護における人間成長のプロセス
そのものであることに気付いて
き た ︒介 護 の 現 実 を きち ん と
﹁見﹂︑﹁受け入れ﹂︑他者と
共に生きる可能性に﹁ゆだねる﹂
プロセスは︑自分の現実を見︑
回心し︑神にゆだねるという信
仰のプロセスとシンクロする︒
すると︑介護がまったく新しい
世界に変わっていった︒抱えき
れないと思っていた事も案外軽
い荷で収まったり︑一時の忍耐
だけで心が解放されたり︑弱さ
ばかり見えていた他者にも心を
開き︑互いの力にゆだねること

で︑限界と思っていた 現実が新
たな可能性へと扉を開 き︑想像
もしなかった良い方向 へと動き
出し︑互いが生き生き し出した
のである︒神の存在が 近くにな
り︑神の働きが感じら れるよう
になった︒
今年の司教年頭書簡 ﹁受け入
れ合い︑生かし合う信 仰〜キリ
ストに結ばれて〜﹂は ︑この介
護にも当てはまるメッ セージだ
と思う︒他人を受け入れること︑
困難な現実を受け入れ て歩きだ
すことは︑人間の力と ヒューマ

新年会が一月十七日に︑ホー
ルで行わ れ︑あわ せて新成 人
のお祝い を致しま した︒し か
し︑祝福 を受けら れたのは お
一人だけ で︑いさ さか寂し い
ものがあ りました ね︒それ で

ニズムだけでは成り立たない︒
そこに信仰の眼がなければ︑互
いの﹁いのちの叫び﹂を尊重す
ることもできないし︑共に神に
感謝をささげることもないであ
ろう︒今なお続く回心と和解の
プロセスは︑忍耐が必要である
し︑時間がかかる︒だからこそ
今︑希望を持って他者を励ませ
る信仰の同伴者︑痛みを聴ける
仲間︑共に考え︑必要ならば助
けを求められる仲間が互いに必
要であると強く感じる︒

も片岡達哉君が︑ビン
ゴゲームで盛り上げて
くれ︑交わりのある教
会︑みこころ共同体の
ために︑今年もまた︑
お互いが協力し合って
いくスタートの場にな
りました︒役員の皆様︑
新年早々ご苦労様でし
た︒
︵後藤︶

新成人の大島佳恵さん
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仰を表明 し︑キリストによって
死者を神 のみ手に委ねる︒ロ︶
神が遺族 の力︑励ましとなって

病者の塗油

病 者訪 問奉仕
者養成コー スに
参加して
ヨゼフ 飛石喬

二月から 毎月第一日曜 ゆだねるよう励ます秘跡です﹂
日に﹁病者の塗油﹂が行 ︵カ トリッ ク教会 の教え ２２
われるようになりました︒ ２頁︶︒
プ リヨ 神 父様 は ︑前
か つては 終油の 秘跡と 呼ば
任 地 の福 井 教会 で も実 れて いたた め︑死 を迎え よう
施 さ れて お り︑ 多 くの とす る方を 対象と する秘 跡と
方 に 慰め を 与え て こら 思っ ておら れるか たもま だお
れました︒
られ るかも しれま せんが ︑第
﹁ 病者 の 塗油 は ︑病 二ヴ ァチカ ン公会 議後︑ 本来
者 の ため の 油を 病 人に の意 味の問 い直し がされ ︑対
塗 油 しな が ら︑ 司 祭が 象者 を臨終 に限ら ず︑身 体と
行 う 祈り に より ︑ その 心の 健康を 回復す るため の秘
人 の 苦し み を和 ら げ︑ 跡となったものです︒
慰 め を与 え ︑主 へ の信
そ のため ︑身内 や関係 者だ
頼 の うち に 病苦 を キリ けと いうの ではな く︑今 ︑実
ス ト の受 難 に合 わ せて 際に 病気で 苦しん でいる 人の
さ さ げる よ う勧 め ︑最 ため に︑共 同体と して祈 ると
後 の 時が き てい る なら いう ことの 大切さ が理解 され
ば︑ 平安 のう ちに 自分 るよ うにな ったの ではな いで
のす べて を神 のみ 手に しょうか︒
︵後藤︶

くださるように祈ると同時に︑
洗礼を受けた生者がその復活に
も結ばれる事を祈る場でもある︒
③私の感じたこと イ︶訃報は
突然である︒現時点では葬儀︑
通夜を委員で全て行うことは無
理だと思う︒組織を作り︑仕事
の分担が必要かと︒また葬儀会
社との連携により︑費用の節約
にならないか︒ロ︶告別式が終
わって︑火葬場へは数人が同行
何もわからないまま ︑病者訪
し︑焼却炉の前で︑私たち共同 問奉仕者養成コースの 研修会に
体の一員へ最後のお別れの祈り 参加しました︒昨年七 月から今
を捧げたいものです︒
年の二月まで計四回︑ 大阪大司
教区神戸地区の三つの 教会を会

毎月第一日曜日に行われます

場として開催されました︒
参加要請があったからという
のが理由ですが︑昨年の母親の
死と私自身の大腸ポリープの切
除ということも参加の動機にな
りました︒
大阪大司教区神戸地区の十一
の教会からの毎回百人超の参加
でお世話は養成委員の方々です︒
受講全日程を終了した人は養成
委員から大司教区に報告し︑終
了証が渡されるということでし
た︒
対象者は︑聖体奉仕の経験者
と私のように全く初めての者︑
それ にリフ レッ シュ 聖
( 体 奉仕
の資格を得ても三年に一回更新
講習を受ける必要あり︶の方々
です︒
各回とも︑お祈りに始まり講
師の 方 神
( 父様 を含む ︶の お話
の後︑分ち合い︑食事をはさん
で午後の講義と分ち合い︑まと
めとお祈りで散会というもので
した︒分ち合いは七〜八人のグ
ループに分かれて︑今聞いた講
義について実施されました︒で
きるだけ別の教会の人とのグルー
プ分けになっていたのはよかっ
たです︒
第一回目 病者訪問コース１
︵一︶病者の訪問に際する心構
えとして単なるお見舞いでなく
少しでも心と魂のケアができる
ように①聴くことを第一とする
②心を込める③病者の気持ちの
変化に敏感であること④人格の
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昨年の一月から今年の一月まで︑毎月第四日曜日に︑﹁カトリッ
ク教会の教え﹂をテキストにして︑葬儀司会養成講座が行われ︑
沢山の方が受講されました︒城北橋教会は聖心布教会の本部付
き教会のため︑司祭がおられないことはほとんどありませんで
したので︑信徒の典礼奉仕職について︑他の教会と比べると︑
積極的な取り組みをしてこなかったのが現実でした︒しかし︑
高齢化社会が現実のものとなってきました私たちの共同体にとっ
て︑病者の訪問︑葬儀における奉仕については︑避けることの
出来ない問題となってきております︒そこで︑この講座を受講
されました清水さんと︑六甲教会に転籍されました飛石さんに︑
そちらでの取り組みを報告していただきました︒

葬儀 委員 の
一人として
アウグスチノ
清水隆

昨年か らプリ ヨ神 父様よ り講
習を受けた事を︑また感じたこ
とを︑簡略に記してみます︒
①まずこれからの教会は︑主任
司祭の多忙︑不在もあり得るこ
となので︑信徒の祭司職が求め
られる︒その中に︑葬儀︑通夜
があるということ︒今までは前
向きの信仰では︑信徒使徒職と
いう言葉が語られていましたが︑
信徒の祭司職という言葉は︑も
う一歩進んで︑典礼活動も行わ
ねばならないということになり
ます︒②葬儀についての学習
イ︶葬儀では︑何よりも復活信
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尊重
︵二 ︶終末 医療 私( 設ホス ピス
と在宅ホスピス︶近代医療が医
師の不足・超勤の実態も原因で
すが病人より病気だけを対象と
して病者の人間的側面を事実上
軽視またはその余裕がないこと
が背景にあると思います︒暮ら
しなれた環境︑単に物質ではな
い使い慣れた︑見慣れた︑贈ら
れた︑思い出の詰まったモノに
囲まれた空間で最後を迎えたい
というのは誰しもの願いだと思
います︒卑近な例ではそういう
モノが取り去られると記憶も薄
れてしまうということがありま
す︒しかし在宅では看護の限界
があり︑終末医療に対応したホ
スピスが求められます︒
第二回目病者訪問コース２
キリスト教徒としての病者訪
問 マ
( ザ ーテレ サに ならっ て︶
①孤独 神様の愛を全身で受け
止め︑喜びにあふれているなら
ば︑わたしたちの存在全体が神
様の愛の目に見えるしるしにな
る︒その喜びが病者に伝わり︑
彼らの孤独を消し去る︒②痛み
痛みは共に担われるとき耐え
うるものになる︒③意味への疑
問 病苦には人間の理解を超え
た意味がある︒誰も無意味に苦
しむことはない︒
病者訪問コースの分ち合いで
は家族の介護に伴うこと︑病者
訪問のときのご聖体の扱いのこ
と︑お見舞いする病者ご本人や
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家族との 応対にまつわる困難な
どについ て忌憚なく話しが出き
ました︒ 病気のかたと訪問者の
人間的な 相性の問題があり︑あ
の人には 来てほしくないという
こともあ るとか︒普段の元気な
姿で教会 にきていた方が︑病気
でやつれ たところを見せたくな
いということも︒
第三回目基礎コース
一
( 聖)書と信仰共同体につい
てのお話 信徒使徒職と信徒奉
仕職に関連したお話
二( ペ)ト ロの希 望の弁 明 ペ
(
トロの手 紙一三・一五〜三・一
六 ︶a ﹃心 の中で キリス トを 主
とあがめ なさい︒あなた方の抱
いている 希望について説明を要
求する人 には︑いつでも弁明で
きるよう に備えていなさい︒そ
れも︑穏やかに︑敬意を持って︑
正しい良 心で弁明するようにし
なさい︒ ﹄①第二バチカン公会
議以降︑ 司祭職も結婚も共に召
命であり 祝されている②日本の
社会環境 とイエズス様の教えの
違いとし て︑仕えられることよ
りも仕えることを︒イエスかノー
かをはっ きりさせる選択するこ
とに責任 が伴うということのお
話があり ました︒基礎コースで
の分ち合いでは﹃いまさら教会っ
て何？﹄ ﹃わたしの希望﹄﹃そ
んなちか らがどこにあるの﹄と
いうテー マでした︒私のような
年齢を経 ての受洗者と幼児洗礼
の方とで は若干感じ方が違うな

という気がしました︒一番印象
的だったのは﹃教会のいろいろ
な祝日よりも葬儀が最も教会外
の一般の人に感動をもたらすも
のだと思った︒肉親の葬儀に外
部の方が参列されたが何とその
中で八人 聞(き違いでなければ︶
の方が受洗された︒わかり易い
言葉で異なる視点でのお別れの
式が強い影響を与えたもので自
分自身も動かされた﹄と証しさ
れたことでした︒
第 四回目 聖体 コース 聖( 体と
ミサ︶
一( 最)後の晩餐と主日の意義
①聖週間の中での洗足式は神と
子の共に仕えあう関係を示して
いる②晩餐には神に捧げられた
ものをともに分ち合うという意
味があった︒③晩餐を共にする
ことは赦しと交わりを表わして
いる④平和のあいさつはもっと
強調されてよいこと⑤主日・日
曜日は復活したキリストと出会
う記念日︒主の招きに応え︑主
の身もとに集い︑救いの業に感
謝し賛美の捧げものを捧げる喜
.びの日︒またもう一度自分の心
の姿勢を振り返り︑神の前で本
当の自分を見つめ直す日︒
︵二︶ミサの流れと意味①典
礼全体が言葉で表されないこと
の象徴である②キリストの復活
は過去の事柄でなくミサの中で
復 活 され た キ リ ス ト に出 会 う
︵キリストの現存と聖霊︶③ミ
サという言葉の原義はラテン語

のイテ・ミサ・エスト で派遣さ
れること︒主の食卓で 戴いた力
に支えられ︑そのまま ミサは今
週の日常生活に繋がっ ていくも
ので︑クライマックスではなく︑
始まるもの︵主日は週の第一日︶
である︒④ミサの式次 第の解説
⑤聖体奉仕者は少なく とも月に
一回ゆるしの秘蹟をう けなけれ
ばならない︒わかって いるよう
で解っていないこわと をていね
いに解説していただい たのがよ
かったです︒分かちあ いの中で
はゆるしの秘蹟や大斎 ・小斎に
ついて話しが進みまし た︒その
後︑参加者全員︑聖堂 で派遣の
ミサに与り解散となり ました︒
研修を終わって 背 景として
司祭の高齢化と減少︑ 信者の高
齢化を実感しています ︒一月に
実施した壮年会の参加 者を見て
も六十歳台以上が九割 ︑六十五
歳以上が八割︑七十歳 以上が六
割ということで話題も ︑老老介
護とか認認介護とか独 居老人と
か︑孤独死とかの現代 用語が飛
交っていました︒誰も が避けて
通れない問題に教会も 直面して
いる状況の中で信徒全 員がそれ
ぞれ使徒職・更には奉 仕職を果
たすことが求められて いること
を感じます︒
︽最後に︾第一回に講 義を戴い
た私設ホスピスの院長 様が大切
にしていると紹介があ った祈り
です︒勇んでしてあげ ることを
良しとし勝ちな私たち ですが︑

していただくこと︑お世話にな
ることに耐える︵？︶のもたい
へ ん なこ と と 思 う 次 第で す ︒
﹇最上の業﹈へルマン・ホイベ
ルス神父の祈り
この世の最上の業はなに？
楽しい心で年をとり 働きたい
けれど休み
失望しそうな時に希望し 従順
におのれの十字架を担う
若者が元気いっぱいで歩むのを
見ても妬まず
人の為に働くよりも謙虚に人の
世話になり
弱っても もはや人の為に役立
たずとも 親切で柔和であるこ
と
光りの重荷は神の賜物 古びた
心に
これで最後の磨きをかける 誠
の故郷に行くために︒
己をこの世につなぐ鎖を少しづ
つはがして行くのは真にえらい
仕事
こうして何も出来なくなればそ
れを謙遜に承諾するのだ
神は最後に一番よい仕事を残し
てくださる
それは祈りだ 手は何も出来な
い けれど最後まで合掌できる
愛する全ての人の上に 神の恵
みを求めるために︒
全てをなし終えたら 臨終の床
に神の声を聞くだろう
﹁来よ 我が友よ われ汝を見
捨てじ﹂と・・・・

14

城北橋教会小教区だより「みこころ」第15号

緊急支援活動
最終報告④
城北橋教会緊急支援活動は︑
この三月を以って予定通りに

一応の終了
を致しまし
た︒沢山の
ご支援を有
難うござい
ました︒収
支の報告と世話係からの挨拶
をさせていただきます︒

あっという間の一年でした︒
皆様からのご協力もたくさん頂
き︑何とか一応の終わりとする
ことができました︒このような
活動が必要のない日が︑早く来
ることを祈りたいです︒ありが
とうございました︒︵マルガリー
タ 三井浩子︶
新型インフルエンザからも守
られ︑なんとかお仕事を終える
ことができました︒世にある困
難は様々ですが︑今は全て神に
感謝の気持ちです︒皆様の大き
なご支援︑ブラジルやペルーの
方達のことは忘れられないと思
います︒ありがとうございまし
た︒︵幼いイエスのテレジア
田村由美子︶
支援物資の配布の日と私用と
が重なることが多く︑結果的に︑

買い出しなどのお手伝 いが主に
なってしまいましたが ︑このプ
ロジェクトにたずさわ らせてい
ただけたことは︑私に とって大
きなお恵みでした︒無 事にここ
までこれたことを神様 に感謝い
たします︒また︑多く の方々の
祈りや︑ご理解︑ご協 力に支え
られた一年であったこ とにも︑
感 謝しております ︒︵ルイーズ
八幡京子︶
日本の経済を支えて 下さって
いる外国人労働者のた め︑いち
早い景気回復を願って います︒
︵ベルナデッタ 柴田かをる︶

庭が明るくなりました

防犯のために円球型の 照明灯が
三基新設され︑夜間には少し暗かっ
た庭が明るくなりました︒東南の
隅に設置されましたものには︑ま
だ照明灯が付いていませんが︑マ
リア様の前庭のものは︑夜桜専用
みたいですね︒

リーマ ン・ショックが 世界
中を駆け 回り︑日本では 特に
製造業に 大きな痛手を与 えま
した︒そ の結果︑外国人 労働
者など正 社員でない人達 が︑
まるで在 庫調整のように ︑職
を奪われ ました︒日本で の仕
事に見切 りをつけ︑帰国 する
方もみえ ましたが︑子ど もを
抱え︑そ の日をどう暮ら して
いったら 良いのか︑途方 に暮
れている 人たちも大勢お られ
ました︒ そこで︑一年間 と期
限をきっ て︑そうしたご 家族
に緊急の 支援を行ってき まし
た︒その 結果︑昨年の三 月か
ら今年の 三月まで︑延べ 五百
七十五家 族のブラジル人 やペ
ルー人に 支援をすること がで
きました ︒担当していた だき
ました︑ 四人の世話人は 実に
誠実に︑ そしてさりげな く︑
その責任 を全うされまし た︒
感謝致します︒
︵後藤︶
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信者動向
︻転出︼

︻転入︼

寂しいですね

︻帰天︼

編集後記
ご復活おめでとうございます︒
散り急ぐ桜も︑なんとか持ちこ
たえて︑ご復活を飾ってくれま
した︒四十年ほど前になります
が︑洗礼を授かるにあたって︑
聖週間の典礼のため︑会社を早
退して少し早めに教会に来てい
ました︒その時見ました夕焼け
に映える桜は見事としか言いよ
うがありませんでした︒
しかし︑もっこりと膨らんで
みえるほどだった教会の桜も︑
次第に老いて朽ちてきており︑
枝を切り落としたり︑支柱を立
てて守らなければならなくなっ
てきました︒私たちみこ
ころ共同体も高齢化が進
み︑桜と同じように︑今
まで以上に支えあう必要
性を痛感いたします︒今︑
日本で起きている高齢化
だけではない多くの問題
はキリストによって結ば
れているはずの私たちみ
こころ共同体でも多かれ
少なかれ直面している問
題であります︒緊急支援︑
葬儀司会養成講座︑病者
の塗油は︑こうした問題
への取り組みの第一歩で
しょう︒今年の年頭書簡
にありますように︑キリ
ストに結ばれているわた
したちは︑互いに受け入

れ合い︑生かし合って 交わりの
教会を実現していこう と思いま
す︒この﹁みこころ﹂ も︑ひと
つの絆になるようにと 願ってい
ます︒
牧野神父様と高山神 父様の銀
祝が近づいてきました ︒五月八
日︵土︶午前十一時か らです︒
他教会からすでに︑約 二百名ほ
ど参加される予定にな っており
ます︒城北橋教会も︑ いよいよ
ご復活祭から︑参加者 の募集を
始めます︒つきまして は︑お二
人の神父様に一人︑二 〜三千円
のお礼をお願いするこ とになり
ましたので︑宜しくお 願い致し
ます︒
最後にお断りします が︑文章

には筆者名を記し︑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︶
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さようなら︑お元気で
二〇一〇年二月十日
札幌 教区 円山 教会へ
アントニオ 高田 裕行
二〇一〇年三月十八日
名古 屋教区 緑 丘教会 へ
ミカエル 殿村 武
マリア
恵美
ラファエル
和也
二〇一〇年三月二十一日
名古屋教区 金沢教会へ
ミカエル 山本 光太郎
二〇一〇年三月十四日
聖アン ナ
吉田 愛 子
マ リアンナ 山田 綺華
︵あやか︶
ルカ
山田琥太郎
こ(たろう︶

︻結婚︼

おめでとうございます

宜しくお願いします

二〇一〇年一月二十三日
堀之内 佑 哉
マリア ア･ナスタシア
可児 優

二〇一〇年三月三十一日
横浜教区藤が丘教会より
小さき花のテレジア 大岡敦子

おめでとうございます

︻洗礼︼

二〇一〇年一月七日
マリア・ アンナ 岡田 貴代子
︵享年八十四歳︶
二〇一〇年二月十四日
マリア 谷 みつえ
︵享年八十六歳︶
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