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上( お)うっ！ 左( あ)らッ写さないでよ〜

皆で︑ご降誕の準備をしました

左( キ)ャッ〜

ＩＮＤＥＸ 主の降誕号

主任司祭 プリヨ・スサント

毎 年 の を神の﹁言﹂とし︑新 しい﹁天
降 誕 祭 の 地創造﹂である神の救 いがキリ
日 中 ミ サ ストによって実現され ているこ
に 決 ま っ とを述べている︒
てヨ ハ ネ
によ る 福
﹁ことば こ(とばキ は)肉となっ
音 ︵ 一 ・ て︑わたしたちの間に宿られた﹂
一ー一八︶ ︵ヨハネ一・一四︶︒ヨハネは︑
が い つ も 永遠の神の子である言 葉が︑イ
読ま れる︒ ﹁初 めにこ とば こ( エス・キリストとして 人となら
とば読 が)あった︒ことば こ(と れたことを︑肉となっ た︑すな
ば読 は) 神と共 にあ った︒ こと わち﹁受肉﹂と表現し たのであ
ば こ(とばに は)神であった︒こ る︒この神の子の受肉 こそ︑神
の言は︑初めに神と共にあった︒ の最大の啓示であり︑神の働き︑
万物は言によって成った︒成っ 神の人間に向かっての 語りかけ
たもので︑言によらずに成った なのである︒パウロは ︑受肉を
ものは何一つなかった︒言の内 神の子・キリストが﹁ 人間の姿
に命があった︒命は人間を照ら で現れ﹂た︵フィリピ 二・七︶
す光であった︒光は暗闇の中で と表現したが︑受肉に よってキ
輝いている︒暗闇は光を理解し リストは︑人間のよう なものと
なかった︒・・・・言は肉となっ して現れたとか︑ある いは︑形
て︑わたしたちの間に宿られた﹂ または外見だけではな く︑わた
︵ヨハネ一・一ー五︑一四︶︒
したちと同じく人間と なったの
である︒﹁天﹂高くに 住まわれ
人間の世界から遠く離 れた神が
決定的に人間の世界に 介入し見
ること︑触れること︑ 聴くこと
のできる人間としてわ たしたち
の間に住まわれるよう になった
のである︒受肉の秘儀 は︑イエ
ス・キリストが神の完 全な自己
啓示であることを教え ている︒
神は︑﹁インマヌエル ﹂︑﹁わ
たしたちとともにおら れる神﹂
︵マタイ一・二三︶と なったの
である︒
﹁初めに言があった﹂︒この
ヨハネによる福音の出だしが旧
約聖書の創世記の出だし︑﹁初
めに︑神は天地を創造された﹂
︵創世記一・一︶を思い出させ
る︒ヨハネは︑同じ﹁初めに﹂
を出だしとして使って︑天地創
造の前から﹁言﹂がすでに神と
共にあったこと︑﹁言﹂は神で
あったこと︑﹁言﹂は造られた
ものではないことを強調したかっ
たであろう︒ヨハネはキリスト

また︑神の子キリストが人間
となり︑わたしたちの生と死を
身を持って体験されたことは︑
人間のあるべき姿の完成をも啓
示している︒﹁御子は見えない
神の姿であり︑すべてのものが
造られる前に生まれた方です︒・・・・
万物は子によって︑子のたに造
られました﹂︵コロサイ一・一
五ー一六︶とパウロは述べてい
るが︑被造物︑すなわち天地万
物はイエス・キリストという方
のために創造され︑イエス・キ
リストによって意味あるものと
なったことを教えているのであ
る︒こうして︑被造物の頂点で
あり︑中心であるのは人間だか
ら︑イエス・キリストにおいて
人間が完成を得ることになるの
である︒神の子である方が人間
となられたことによってキリス
トにあずかるすべての人が神の
子としてその人間性を完成する
ことができるようになったので
ある︒また︑人間はキリストに
おいて神と本質的に結び合わさ
れたのであるから︑これ以上の
人間性の完成はないのである︒

﹁言が肉となった﹂こと︑す
なわち︑神の子がわたしたちと
同じ人間性をとってくださった
ことは︑神の愛からあふれる限
りない恵みである︒ここに降誕
祭の意義があるのである︒
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受肉の秘儀と
その意義
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さて︑私は今年四月から︑月
に一度︑オリエンス宗教研究所
でお世話になっております︒同
所では皆さんが毎週ごミサで使
われている﹃聖書と典礼﹄のパ
ンフレットを制作されています︒
私を含めた有志の神学生たちは︑
その共同祈願の箇所の編集作業
のお手伝いをさせていただいて
います︒

皆さん︑主の御降誕おめでと
うございます︒神学校生活も二
年目がもうすぐ終わろうとして
いますが︑これで哲学課程が修
了することになり︑今︑そのま
とめの哲学論文を書いている最
中です︒きちんとまとめて︑春
から神学課程︵福岡へ︶行くこ
とができますようにお祈りくだ
さい︒
神学生 たちがこの例文を作成
する意義 の一つとしては︑先に
述べたと おり︑聖書朗読配分の
構成に習 熟すること︒それは︑
第一朗読︑第二朗読が福音のメッ
セージに どう照らし出していく
か︑その メッセージを汲み取る
ことで︑ 将来司祭として説教を
していく ためのトレーニングと
なるよう に︒また︑祈りのこと

﹃聖書 と典礼﹄の共同祈願の ばが共同体のことばであること
箇所を良 く見てみると︑﹃共同 を体験的に感じてもらうことも
祈願︵信者の祈り︶︱例文︱と﹄ 意義としてあるそうです︒
記してあ ります︒この例文を神
学生たちが作成しているのです︒
神学生たちは︑指定された主
日の共同祈願の招き︑意向︑応
実は︑ ミサの﹃総則﹄では︑ 唱︑結びまでをすべてを任せら
共同祈願 に関しては固定的な式 れます︒編集会議までに︑その
文を定め ていません︒その意味 指定された日の朗読に目を通し
で︑共同 祈願は︑典礼の祈りの
中でも各 共同体の創意をもって
自主的に つくっていくべき部分
となりま す︒︵ただし︑共同祈
願の意向 の順番として︑通常①
キリスト 者︑全教会の為②全世
界の救い の為・偽政者のため③
困難な境 遇のある人々の為にと
いう原則はあります︶もちろん︑
ただ単に 祈りを作れば良いもの
ではありません︒その日の主日︑
祝祭日の 聖書朗読配分に沿った
祈りでな ければなりませんし︑
その時季にあった︑教会の活動・
関心事ご とに沿った例文を作る
ようにと求められます︒

て︑黙想し︑決められたルール︑ れ気づいたことなど指摘が入り
文字数に合わせて原案 を作成し ます︒特に︑神学生が良く指摘
ていきます︒
されるのは︑気づかないところ
そして月に一度の編集会議で︑ で人を見下したような︵上から
その原案を発表し︑担 当してく 目線的な︶祈りになっているこ
ださっている神父様や編集スタッ とに気づかされます︒そういっ
フの方︑神学生たち全 員で︑原 たことを学びながら︑そのアド
案の文章の流れは良い か︑テー バイスを受けた上で︑さらに第
マに沿っているかなど ︑それぞ 二案を提出し︑担当の神父様や
編集長の方で︑編集会議での指
摘があった点の反映具合などを
みて︑残っている表現上の問題
などの確認がなされていきます︒

こうして︑私の担当した最初
の共同祈願がようやく︑今月の
あるミサで使われましたので︑
実質半年前から︑神学生たちに
よる汗と涙の共同祈願作業があ
るわけです︒
私も神学校入るまで︑神学生
が︵あくまで有志ですが︶そう
いったことをしているとは知り
ませんでしたが︑いつものミサ
の中で︑ただ単に流れるかのよ
うに︑祈っている共同祈願も︑
こういった舞台裏を知っていた
だくことによって︑皆さんにも
より大切に祈っていただき︑私
を含め神学生たちのことも思い
出して頂けたら幸いに思います︒
︵写真は︑司牧実習先の松戸教
会で十月に行われたバザーでの
一コマ︒餅つきをさせてもらい
ました︶
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神学生日記⑤
聖書と典礼の共同
祈願を作っています
ヨハネ片岡 義博
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ホワイト神父様
と京都・高野教
会の小澤さん

と発 言されたこと

さん︵家庭で育児と介護を担っ

ている︶︑村松雅子さん︵老人

保健施設介護職員︶︑加藤京子
さん︵癌に関する相談員︶であ

る︒この方々に︑一人十五分の

支え合う ことができないか︑特

聞きなが ら︑見えてくる現実問
題を共有 し︑信仰共同体で何か

﹁今 のカトリック

かと 考えられる︒

らせ る場所を教会
に作 れないだろう

信者 と最後まで暮

から話された︒そして︑日本人

て以来︑自身の発病︑入院体験

ホワイト神父からは︑来日し

希望などを分かち合っていただ
いた︒

信仰体験︑必要と感じるケアや

だそうだ︒だから︑ 持ち時間で︑それぞれの現状や

に高齢者 のケアを中心に考えた

の問 題は︑教会が

九月二十三日の午後︑城北橋教会Ａ集会室で︑聖心の聖母会
主催によるケアーをテーマにしたパネルディスカッションが開
かれました︒京都から来られた方も含め六名のパネラーが夫々
の体験から問題を提起され︑ケアーに関心のある司祭︑信徒十
数名が熱心に話を聞きました︒企画から当日の進行まで担当さ
れましたシスター林明恵さんにレポートしていただきました︒

いという 趣旨である︒はじめに

ていて︑﹁お返しが出来ないか
ら﹂という理由で︑人の親切や

の行き過ぎた﹁迷惑﹂を考える
意識について指摘された︒しか

にい る人を愛しな
さい ︒﹄であるか

協力をなかなか受けられないこ

地域 から離れてし
まっ ていることで

ら︑信者︑未信者問わ ず︑周り

とを危惧されていた︒続いて小

小澤さんからお話をいただいた︒
小澤さん は今年初旬︑京都教区

にいる人︑地域の苦し んでいる

池さんからは︑外国人支援やケ
アマネージャーとしての経験か

趣旨
昨年ひそや

孤立する信者の訪問を始められ︑ じめられた︒様々な施設を見学

ある︒司 祭・修道者・信徒の高
齢に伴う問題に深く関心があり︑
する中で︑高齢の司祭の孤独を

人の生きる手助けがで きないだ
ろうか﹂と訴えられる ︒そして

ら﹁ケアする人のケアがないと︑

もこの﹁近所・親戚・会社の人・

について考え
る﹂会に引き

見て︑﹁神父だけの高齢施設は
間違いではないか︑もっと信者

﹁これからますます貧 しい人︑

いい介護が出来ない︒﹂と感じ

はな いか︒﹂﹁イ

の開催となる ︒ 立ち上げられたのが﹁慰めの会﹂

続き︑二回目

である︒
はじめに・小澤氏︵高野教会︶

の中にいる環境を作るべきでは

高齢な人が増えてくる ︒だから

ることを話された︒特に介護現

高野教会 で高齢者をテーマにし

今年は︑京都
で開かれたパ

小澤さ ん︑受洗以来数々のボ

ないか﹂と思われ︑パネルディ

これから司祭︑信者に とらわれ

場ではシングルマザーが多く︑
たくさんの問題を抱えた職員が

大人の人に迷惑してはいけない﹂

ネルディスカッ

ランティ アを経験された中で︑

スカッションを企画された︒パ

ないで手を差し伸べる ことをし
てほしい︒﹂と話された︒

いるが︑この人たちがいなけれ

エス さまの一番の

ションに触発

病気の人 との関わりをずっと考

ネルディスカッションを開催さ
れて一番印象的だったのは︑村

パネルディスカッション

ば介護現場は支えられないのが

たパネル ディスカッションを主

されて︑ケア

えてこら れた︒十年の在米中︑
アメリカ 人の教会や病院でのご

上神父︵糖尿病で足を切断︶が

集まっていただいた パネリス

現実だからである︒今常に考え

かに ？
( )開
かれた﹁ケア

に何らかの形
で携わる五名

く自然な ボランティア活動を見

﹁わたしは人の世話をするため

トは︑ホワイト神父︵ 聖心布教

られていることは﹁この人が気
持よくケアを受けるにはどうし

という習慣は生活の深くに入っ

のパネリスト

て学ばれ ︑自らのボランティア

に司祭になったのだが︑今は人

会会員︶︑小池美枝子 さん︵ケ
アマネージャー︶︑石 井サニー

掟は ﹃自分の近く

に集まってい

活動が始 まったのだ︒特にこの

の世話になるのに慣れるのが仕
事だ︒しかし信者の中にいたい︒﹂

催された ﹁慰めの会﹂の代表で

ただいた︒今

十年は︑ 司祭の高齢化の問題が
浮上し高 齢者問題に取り組みは

する人のケア

回は︑パネリ
ストのお話を
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聖心の聖母会主
催・パネルディ
スカッション

ア ー に つ い て 考え
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たらいいか﹂
である︒なぜ
なら︑介護保
険ではそれぞ
れのサービス
にかなり細か
い規定があり︑
保険だけに頼っ
てしまえば地
域とのつなが
りや周りとの
つながりが分
断され︑個と
個が分断され
てしまう危険
があり︑ケア
マネも利用者
も孤独になる
可能性がある
からである︒
実際にケアマ
ネには鬱の人
が多いそうで
ある︒また︑その人の持ってい
る価値観を大切にした方がいい
のか︑生活の改善を支援してい
いのかいつも悩むそうである︒
今勤務されている居宅介護支援
事業の社長は︑﹁ケアマネはグ
レーでいろ︑黒になると法律違
反だが︑白になって介護保険の
番人になってもいけない﹂と言
われるそうである︒最後に︑難
民で支援を受けている方が﹁た
くさんの専門家から支援を受け
るが︑嬉しいのは何でもない人

小教区で支えるヶ

が声をか けてくれること︒﹂と ポートの提供があると受けやす
言われた ことを紹介された︒石 いと話された︒逆に﹁大丈夫？﹂
井サニー さんは︑今担われてい と言われると︑心の中で助けが
るご家族 のケアのことを分かち ほしいと思っていても︑﹁大丈
あってく ださった︒特に今寝た 夫ですよ﹂と言ってしまうのだ
きりの義 父の介護で︑強がった そうである︒村松さんからは︑
りする態度︑逆に﹁迷惑だから﹂︑ 介護施設で働き始める経緯と︑
﹁自分は 邪魔なんだ﹂といった 現場からの﹁いのちの叫び﹂を
発言と︑ フィリピンでの介護し 語られた︒特にある利用者と出
た実母と のやりとりの違いを話 会いが自身の﹁いのちへのまな
された︒ また︑家族で介護する ざし﹂への変化のきっかけとなっ
ことを望 むが︑同時に介護者が たことを紹介された︒過酷な介
身体的︑ 精神的に疲れることを 護労働が︑﹁それぞれの方と快
指摘され た︒そのような時︑周 適な時間を過ごすというとても
りからは ︑﹁これができるよ﹂ 貴重な時間﹂に︑﹁大変だとい
﹁短い時 間でも﹂と具体的なサ う思い﹂が﹁お互いの思い伝わ
り︑満たされたと
いう分かち合いの
気分が味わえるよ
うに﹂なったと話
された︒七年経っ
て今︑﹁全然生き
る意欲がなかった﹂
のに︑﹁魂の領域
がすごく癒される・
養われる﹂という
実感としてあると
振り返る︒最後に
エフェソ三・一四ー
育 児と介 護で
頑 張って いる
石 井サニ ーさ
ん 左はケ アー
マ ネの小 池美
枝子さん

二一を引用しながら﹁ 誰かが正
しい・正しくないか︑ 誰かが上
とか下とかではなく︑ 利用者さ
ん職員も含め︑その人 をありの
まま素直に受け止めて ︑みんな
で共にそこで生きてい ることを
分かち合える施設であ ったらい
いと思う︒﹂と思いを話された︒
加藤さんは︑ご自身の 闘病とそ
れに伴う信仰の旅を話 してくだ
さった︒一二年前の直 腸癌の告
知︑患者としての心苦 しい心境
と孤独︑術後に続く放 射線治療
とそれに伴う症状⁝︒ とうとう

癌の相談員・加藤京子さん
左は老保施設の介護職員・
村松雅子さん

気力も体力も萎えた時に︑信
仰体験をされた︒﹁乗り越え
られない試練は与えない︒﹂
この言葉が彼女の﹁生き返っ
たように大きな力﹂となった︒
二度目の信仰体験は︑医師か
ら命の期限を聞いた時であっ
た︒ここで︑﹁何も難しいこ
とはないのだ︑また一生懸命
一日一日を生きていけばいい
し︑きっと乗り越えられる﹂
とフッと思えた︒やがて告知
された命の期限は過ぎたが︑
突然激しい腹痛が伴う腸閉塞
で入退院を十年繰り返す︒焦
り︑もがき苦しんでいた時︑
癌の治療以来︑同士のように
感じていた周りの人や看護婦
らが︑﹁何をそんなに慌ててい
るの﹂﹁ゆっくり休んだらいい
じゃない﹂﹁そんなに頑張らな
くていいよ﹂と声をかけられ︑
自身にとって救いのことばとなっ
た︒やがて入院が︑自分の心を
見る︑準備された時間と感じる
ようになり︑感謝の内に︑受洗︒
加藤さんは﹁病気と闘うのでは
なく︑病気と共に歩んでいく﹂
と認識している︒そして﹁︵闘
病は︶一つ一つはぎ取られ︑た
くさんのものを手放さなければ
ならなかったが︑代わりに見え
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ないものが見えるように︑また
聞こえないものが聞こえるよう
になった︒﹂と語る︒苦しみの
内にいただいた恵みが﹁ゆるぎ
ない基盤﹂となり︑入院回数十
五回︑七度の危険な手術︑現在
あるストマが二か所︑食事のコ
ントロール︑現実として感じる
﹁痛み﹂﹁苦しみ﹂︑があって
も︑﹁私の心はいつも平安です︒﹂
と話された︒また﹁物理的だけ
でなく心の支えになるキーパー
ソンの存在は欠くことのできな
いものだ﹂と訴えられる︒社会
から分断されて孤独を感じる患
者にとってほしいのは︑﹁自分
の病気の本当のところをよく理
解してくださり︑寄り添って︑
丁寧に話を聞いて︑心で寄り添
おうとしてくれる方﹂である︒
最後に︑患者を見る周りの人の
心のケアは絶対必要であること
を訴えられた︒﹁患者を見る家
族の心がいつもケアされていて︑
患者に対して自然に笑顔で接せ
られる状況を作っていただけた
ら︑患者自身は何の特別なこと
をしてほしいわけではない︒家
族で普通に生活している時の顔
と顔を向け︑普通でいられるこ
とがお互いの存在が良い支えに
なり︑良い方向に行く︒﹂と話
された︒
最後に
出席されていた狩浦神父様か
ら一言いただいた︒﹁教会は元

来︑地域 の最先端フロンティア
であり︑ 一つの接点である場︑
時のしる しだった︒﹃ケア︵カ
ロ：痛み を共にするの原語︶﹄
は︑教会 の信仰のベースになる
具体的な 言葉である︒﹃ケア﹄
から作り 出す様々な豊かな言葉
をもって ︑今の教会での信者と
の関わり がまた新しく生まれる
ことが期 待されるし︑このよう
な接点は ︑﹃家族﹄に求められ

ている姿である︒﹃介護﹄とい
う言葉は今後︑﹃新しい関わり﹄
になっていくのではないか︒例
えば先ほどの﹃頑張れ﹄という
﹃ことば﹄ではなく︑﹃目配る﹄
のを頑張る︒﹃目﹄﹃まなざし﹄
を育てていくことが﹃頑張る﹄
の意味︑だから﹃まなざす﹄こ
とが大切︒聖書でも﹃まなざし﹄
という言葉は多く︑﹃まなざし﹄
と﹃いつくしむ 痛(みの源 ﹄)が

ヘレン・ケラー記念音楽
コンクールで奨 励 賞を
受賞

いつも大事になってく る︒﹃痛
み﹄は子宮のことばだ そうで︑
そういう意味では︑﹁ 痛み﹂と
は︑命の源︑﹁まなざ し﹂のこ
とばを生み出している︒
感想
実はパネリストのお話からディ
スカッションに入るは ずであっ
たが︑時間切れでできなかった︒
しかし︑他教区の方︑ 他の小教
区の方々との﹁ケア﹂ について

考える場があったこと︑つなが
りを持てたこと︑関心の共有が
できたことに意義を感じた︒こ
れからも継続してこのような集
いを設けながら︑﹁ケア﹂に対
する信仰者としての理解を深め
ることに努めたい︒今や信仰共
同体から具体的に支える場を設
けることが求められていると感
じるのである︒

ピアノを弾くことが楽しい
岩月かほりさん

ベルナデッタ岩月かほりさんが︑十一月
音楽家としての道を目指し︑あるいは音
二十日に東京・港区の JT
アートホールで開 楽によっていかに生きるかを目標に頑張っ
かれた第六十回ヘレン・ケラー記念音楽コ ている子供たちのコンクールですので︑苦
ンクールでピアノの部︵小学生高学年︶で しいこと︑辛かったことが沢山あるだろう
奨励賞を受賞されました︒このコンクール と聞いて見ましたら︑﹁ピアノを弾くこと
は昭和二十四年に音楽家を志す盲学生の登 は楽しいのよ﹂という一言だけでした︒お
竜門にする目的で始まったもので︑昨年の 母さんによれば日曜日などお休みの日は五
バン・クライバーン国際ピアノコンクール 時間程度︑平日は一時間位弾いており︑ピ
で優勝した辻井伸行さんら︑プロの音楽家 アノの練習をしなさいと言ったことはない
を多数輩出し続けている音楽の祭典であり そうです︒ みこころコーラスの指導者で
ます︒今
ある 高橋のり 子さ
年はヘレ
んに 二歳前か ら音
ン・ケラー
楽療 法を受け ︑三
女史の生
歳からピアノを習っ
ベルナデッタ
誕百三十
たそ うですが ︑そ
年︑また
のこ とが全盲 者に
主催者である東京ヘレン・ケラー協会設立 必要な絶対音感の習得に役立ったと感謝し
六十周年にあたる節目の年での受賞だけに︑ ておられました︒今︑習っているピアノの
お母さんである陽子さんにとっても忘れら 先生とも波長がぴったりのようで︑これか
れないコンクールだったと思います︒
らも明るく楽しくピアノを弾いていってく
かほりさんは日曜日のミサでは聖書朗読 れると思いました︒
やオルガンの演奏︑あるいは答唱詩編を歌
かほりさん︑本当におめでとうございま
うなど︑全く障害のハンディーを感じさせ した︒綺麗な歌声の方も聴かせてね︒
ずに典礼奉仕をしてくれています︒
後(藤明憲︶
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清水 綾子

主のご降誕︑おめでとうござ
います︒
早いもので︑ここタイで二回
目のクリスマスを迎えます︒
タイは仏教王国の為︑それ程
クリスマス商戦で賑わう・・・
ということはありませんが︑や
はりデパートなどに行くと︑大
きなツリーが飾ってあり︑プレ
ゼント仕様の物が多く売られま

ディンプナ

す︒
私は︑ ごく普通の仏教家庭に
生まれて 育ちました︒幼い頃は
﹁クリスマスはケーキを食べて︑
プレゼン トをもらう日﹂と思っ
ていまし たし︑学生時代はアル
バイトで クリスマスケーキを夜
中まで︑ 酔い帰りの人に無理や
り売りつ けていた記憶がありま
す︒成人 してからは﹁クリスマ
スは恋人 や仲間と過ごす日﹂と
いう世論 に何の疑問を抱くこと
なく︑毎 年ゴージャスなクリス
マスパー ティーを当たり前のよ
うに楽し んでいました︒でも︑
そこには お誕生日の主役﹁イエ
ス様﹂は 存在していませんでし
た︒いえ ︑存在していても私が
気付いていなかったのです︒
私が初 めて︑クリスマスの本
当の意味 を知ったのは五年前︑
プリヨ神 父様にカトリックの勉
強をみて頂き始めてからでした︒
神父様の ﹁クリスマスの主役は

イエス様なのに・・・﹂という
言葉を聞いて︑やっと気付きま
した︒
その年のクリスマス︑城北橋
教会で︑初めて︑華やかであり
ながらも厳かな︑イエス様のお
誕生を祝う︑本当のクリスマス
を体験しました︒
以前︑この﹁みこころ﹂に︑
プリヨ神父様が﹁いつからクリ
スマスはロマンチックなものに
なったのか・・・﹂というよう
な事を書かれましたが︑正にそ
の通りで︑クリスマスの本当の
意味を知った今は︑私も街の派
手なイルミネーションやサンタ
クロースを見る度に︑イエス様
を無視していることに悲しみを
感じます︒
クリスマスはイエス様のお誕
生を祝うもの︑それ以外に何の
意味もありません︒
私のように﹁本当のクリスマ
スの意味﹂を︑一人でも多くの
とはす ぐ近くに 建つＭＳ Ｃの
修道院 に行かれ たり︑新 聞を
読まれたりの生活です︒
以前 はとなり の原っぱ をよ
く散歩 されてい ましたが ︑も
うそ れ は され て い
ませ ん ︒ 九十 二 歳
にな ら れ たと 思 い
ます︒
いまは 外出され ることも 望ま
れず 静かな祈りの生活です︒

クワーク神父様の近況

ない限り 必ずこの ごミサに 出
根田信子 さん︵ シ
席してお られます ︒ごミサ の
ドニー在 住︶か ら
何十分も 前にチャ ペルに入 ら
れ︑後も ずっとお 祈りされ て
のの便り
います︒
ク ワ ー ク 神 父様
が い ら っ し ゃ る老
人 ホ ー ム は 聖 職者
の ためのです から︑ チャペル
クワー ク神父様 の日常の 生
が あり毎日ご ミサが あります︒ 活は このお祈りが中心になっ
クワーク神 父様は ご病気で ているよ うに思わ れます︒ あ

アウグスチヌス

清水 隆

方に知って頂きたいと 心から願
わずにいられません︒

龍馬伝と隠れ
キリシタン

﹁龍 馬伝﹂ が終 わった ︒一 年
間欠かさず観た︒福山 雅治は見
事に龍馬を熱演した︒ 作者は岩
崎弥之介を登場させ︑ 竜馬との
愛憎を絡ませてこの物 語を引っ
張った︒また四人の女 性を龍馬
と組み合わせて花を添 えた︒こ
の中の加尾とお元はフ ィクショ
ンだろう︒千葉道場の 佐那は︑
終生龍馬を想い独身で 終わって
いるし︑お龍は美しか った︒海
援隊を長崎で活動させ たことで
﹁お元﹂という隠れキ リシタン
の女性を登場させ︑彼 女を龍馬
がイギリスに逃げる手助けをし︑
﹁お前が再び日本へ帰 ってくる
時は︑マリア様を隠れ ずに拝め
るようになっているはずだ﹂と︒
フィクションでしょう が︑作者
はキリスト教に好意を 持ってい
る事が伺えます︒この幕末の頃︑

長崎の浦上にフランス人がフラ
ンス人のために天主堂を建造し
ています︒ここに隠れキリシタ
ンが訪れる事になります︒大き
な教会︑司祭が居る︑マリア像
があるということで︑初めて訪
れた農民は︑﹁マリア様どこに﹂
﹁私たちは貴方と同じ気持ちで
す﹂と司祭に語りかけます︒司
祭は大きな驚きと︑感動を持っ
たと︒その後続々と信者が現れ
ます︒秀吉以来二百五十年余親
から子へ︑子から孫へと代々受
け継がれた信仰︑これはどう表
現すべきか言葉がありません︒
踏絵︵一年に一度必ず実行され
た︶を悲痛な想いで踏み続けた
と私は思うのですが︑心は決し
て売らないと守り続けた信仰を
もう隠すことなく天主堂を訪れ
るのです︒禁教令の中︑次々と
捕らえられ︑その数何と約三千
人︑処置に困った長崎奉行は︑
江戸へどうしたものかと尋ねる
のですが︑それどころではない︑
薩長軍が進軍してくる︑しばら
くは放置されます︒残念ながら
明治新政府は︑江戸幕府の禁教
令を踏襲します︒浦上キリシタ
ンは流刑となり︑金沢︑津和野
などの地へ船で送られ︑処刑さ
れたり拷問で棄教させられる事
になったのです︒﹁龍馬伝﹂を
楽しく観たものの︑その頃に隠
れキリシタンが苛酷な運命を辿っ
たことに思いを馳せた事でした︒
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会 会長で ある 池長大 阪大 司教
の メッセ ージ ﹂を再 読し てみ
ま した︒ 人の いのち はど んな
こ とがあ って も受精 の瞬 間か
ら 尊重さ れ︑ 保護さ れな けれ
ば ならな いの に︑人 口妊 娠中
絶 の合法 化︑ 生命科 学研 究の
進 展に伴 う︑ 受精卵 を用 いた
研 究の広 がり など︑ 人間 のい
の ちをむ しば み︑そ の人 生を
疎 外させ る全 ての悪 にた いし
て ︑カト リッ ク教会 はは っき
り と﹁否 ﹂と 言い︑ 真理 と正
義 と愛に あふ れる社 会を つく
り 上げよ うと する人 々の 輪に
積 極的に 加わ ってい きた いと
い う意思 を表 明し︑ わた した
ち のため に生 まれた 幼子 を迎
え るこの とき にあた り︑ すべ
て のいの ちが 尊重さ れ︑ 守ら
れることを︑ともに祈りましょ
う でメッ セー ジは締 めく くら
れていました︒

初めて広報委員から女性部の
活動を通しての寄稿を依頼され
た時︑とってもナイスな企画で
はあるけれど︑どうして来年度
からじゃないんだろう︑と逃げ
腰でしたが︑この二年にわたり
お世話になった方々に感謝の気
持ちを伝えるチャンスだし︑さ
らなる女性部の発展のために︑
良 き 人材 確 保 を 目 指 せる か も
︵？︶と思い直して︑拙いなが
らも正直に思いを書かせて頂き

体外 受精に よる 余っ た受精
卵 の取 り扱い など ︑医 療技術
の 進展 はわた した ちを 確かに
混 乱さ せます が︑ ﹁受 精卵・
胎 児は ︑受精 のと きか ら一個
の 人格 として 取り 扱わ なけれ
ば なり ません ︒そ れゆ え︑可
能 な限 り︑一 人の 人間 として
の 誠実 な保護 と世 話︑ ならび
に 治療 を受け る必 要が ありま
す ︒﹂ ︵カト リッ ク教 会のカ
テ キズ ム２２ ７４ ︶﹁ 使い捨
て の生 物学的 材料 とし て人間
の 受精 卵を製 造す るこ とは道
徳 に反 します ﹂︵ 前同 ２２７
５︶とあります︒
不妊 症で苦 しん でお られる
ご 夫婦 には辛 い意 見か もしれ
ま せん が︑余 分な 受精 卵を作
成 する 人工受 精そ のも のにつ
い ても 考えな けれ ばな らない
でしょう︒︵文責 後藤明憲︶

山本 陽美

いのちのための前晩の祈り

は・・・﹂と告げている︒それ
は私の気持ちを神様に捉えて欲
しいという思いからである︒も
し︑目に見えないものが見えた
ら︑きっと︑みんな幸せな気持
ちを実感するだろう︒神様が見
えたら・・・︒悔しさは︑悲し
さは︑きっと喜びに変えてくだ
さるはずだ︒神の力は無限大で
ある︒心から感謝できますよう
に︒

マリア・アントニア

典礼委員
の方が大
慌てで印
教皇 ベネ ディク ト十 六世 の 刷す るとい うハ プニ ングも あ
呼びか けで ︑十一 月二 十七 日︑ りました︒
待降節 第一 主日の 前晩 に﹁ す
聖 体顕示 台に ご聖 体が入 れ
べての いの ち︵と くに 出生 前 られ ︑祭壇 の上 で顕 示され て
のいの ち︶ のため の前 晩の 祈 式が 始まり まし たが ︑待降 節
り﹂が 全世 界で行 なわ れま し 第一 主日前 晩の 祈り ︑説教 ︑
た︒城 北橋 教会で も︑ この 日 共同 祈願︑ いの ちの ための 嘆
を毎年 行な われて いる 待降 節 願の 祈り︑ ロザ リオ の祈り ︑
の黙想 会と して︑ 午後 七時 か いの ちの福 音の 祈り ︑祝福 と
ら行な われ ました が︑ 予想 以 ご聖 体の安 置︑ 懐か しいタ ン
上の参 加者 で式文 が足 りず ︑ トゥ ム・エ ルゴ とい うよう に
盛り沢山の祈りと歌
で終わりました︒正
直︑黙想するどころ
ではなかったという
のが感想でした︒そ
こで︑改めて名古屋
教区ニュース十二月
五日号で﹁日本の教
会に向けた司教協議

﹁一日の お守り︑今日もご苦労
様でした ﹂と︑常に言えるよう
にしたい ︒むしゃくしゃしてい
る気持ち でも︑神の世界を感じ
ている私 には︑死はあまり怖く
ないみたいだ︒どんな苦境にあっ
ても︑神は常に傍らにいる︒もっ
と神の世 界を感じていたい︒神
の愛を感じて︑もっと素直になっ
て︑受け 入れられたら︑悲しみ
がやがて 幸せに変わるだろう︒
今︑私 は手を組み﹁神様︑私

Join us!
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ミカエル

富永満夫

私が四月に洗礼を受けて感じ
たことは︑
○目の前の光景が不思議な別
世界のように感じた︒
○神の御前に立っているよう
な感じがした︒
○新しい気持ちになって︑新
たなる道に進んでいる︒
という事であった︒しかし︑人
生は悩みが多い︒時には信仰が
それによって消失してしまう事
がある︒私自身も思わず﹁神様﹂
と叫んでしまう︒
それは教会に来る前からだっ
た︒それで︑ここの教会に来た
のかは分からない︒ただ︑自分
はやみくもか︑無意識に来てい
るような感じである︒ただ神を
信じる気持ちというよりは︑神
を感じていたいという思いの方
が強い︒時には言葉が聞こえて
来るように思える︒しかし︑身
の程を思い知る事も大事である︒
あまり自信過剰にならないよう
にしたい︒

女性部から

洗礼

城北橋教会小教区だより「みこころ」第17号

す︒
まず神父様︑シスター方︑信
徒会長ご夫妻︑事務の方々︑教
会のご奉仕くださる全ての方々︑
そして昨年度と今年度役員を共
にして下さった仲間に心より尊
敬と感謝の気持ちをお伝えした
いと思います︒ありがとうござ
います︒教会に通うようになっ
て皆様が余りに一生懸命ご奉仕
されているので本当に驚いたし︑
同時に私にできるのかな？と︑
とても不安になりました︒女性
部のお話が来た時に︑子供達や
私自身が大変お世話になってい
るから︑というだけの理由でお
引き受けしました︒八幡さんを
お手伝いする係りだと聞いたの
で︑自分にできるとかできない
とかまで考えが及びませんでし
た︒実際お仕事はお菓子の買出
しとイベント毎のお手伝い程度
だし︑他の方々も私も仕事や家
庭の事情で出られない時は﹁ご
めんなさい﹂で許されるので︑
思ったより大変では無かったの
かな︒
私自身に至らない点があり︑
反省する事もしばしばで︑その
度に﹁こんな気の遣い方あるん
だ﹂などと皆様から沢山の事を
学ばせて頂きました︒確かに言
われたくない言葉も何度か耳に
しましたが︑私が無神経に人に
言っている時︑そんなに悪意が
無いように︑他の方にも悪意は

無いんだ と自分に言い聞かせて
きました ︒それでもモヤモヤし
た時は女 性部の仲間に愚痴った
事があっ たかも？ でも︑いず
れにせよ 人から言われた事には
かなり簡 単にへこむ私でさえ︑
泣き腫ら した夜は無かったので
︵笑︶︑ 気持ちがしっかりして
いる皆様 なら問題ないのでは︒
女性部 二年目で部長という役
が名付け られてしまった時﹁お
仕事は完 璧にはできないかもし
れないけ ど︑一緒に女性部を盛
りたてよ うとしている仲間と︑
とにかく楽しく一年を終えたい﹂
というの が私の目標になりまし
た︒メン バーにとても恵まれた
ので︑ど うにかその目標は近い
ところま で達成できている気が
します︒ それにただ毎週通って
いるだけ ではお話ししなかった
様な方々 とお手伝いを通じてお
知り合い になれて意外な発見も
多々あり ました︒来年度も今年
度に引き 続き自称﹁教会をよく
知らない 私達﹂のとても素敵な
方々で運営される事が決まりほっ
としています︒
私の年 代で﹁若い﹂グループ
に括って くださる︵？︶のが教
会を好き な理由の一つですが︑
世代交代 と言うより︑世代を超
えて協力 し合って行けたら教会
はもっともっと発展するのでは︑
と日々感 じています︒これから
関わりを 持とうとしている方々

クララ

片岡 法代

インドネシアから新しい神
学生二人が十二月三日に来日
しました︒アリスさんとキキー

さんです︒インドネシアで神
学を学ばれ︑同期の神学生は
来年にも助祭叙階を受けられ
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を持つことなど︑改めてミサの
大切さを思い起こさせる講話に
なったと参加した皆さんにも感
じていただけたと思っています︒
指導していただきましたプリヨ
神父様にお礼を述べさせていた
だきます︑このような機会を与
えていただけましたことを神に
感謝しながら︒

ますが︑お二人はＹＷＣＡと
南山で二年間︑日本語の勉強
をまずされるそうです︒上長
の命令で突然︑日本へ来るこ
と になっ たそう
で すが︑ 二十七
歳 と若い お二人
な ので︑ 違った
環 境にも 直ぐに
順 応して いただ
け ること と思い
ます︒
十二月 四日の
﹁ みここ ろ会﹂
で は侍者 をして
い ただき お礼を
申 し上げ ます︒
昼 食の割 り子弁
当 を︑上 手に箸
を 使って 食べて
お られた ので︑
日 本食は 大丈夫
の ようで すよ︒
皆さん︑神学生と話しをし
て︑良い日本語の先生になっ
てあげて下さい︒

「私たちはインドネシアから来
ました。声をかけてください」

には是非女性部の活動を楽しん お願いしてみました︒ ︵最後の
で欲しいですし︑﹁新しい人は 晩餐・ユウカリスティ ア︶感謝
これだから！﹂と呆れた方には ︵ユウカリスティア︶ の祈りを
今一度手を上げてお力を貸して 唱えご聖体をいただく ︑このい
いただけたら︑と願っています︒ のちのパンの愛のわざ ︑自分の
全ては神様のもとで
ためだけでなく︑人の ために生
かも
きる︒神の神秘を日々 準備でき
Let it be
ること︑常に自分の生 活の中に
何かを欠け︑与えよう という心

黙想会の企画

十一月七日︵日︶の午後から
典礼委員会企画の﹁感謝の祭儀﹂
講話を指導司祭・プリヨ神父様
でおこないました︒ミサの大切
さ︑﹁学びたい﹂﹁学んでいた
だきたい﹂これが趣旨です︒毎
週の主日のミサ︑ここ数年典礼
委員が当番制でミサ準備︑案内
と担当し︑侍者︑先唱者︑朗読
者︑オルガニスト︑答唱者︑奉
納者︑聖体奉仕者など多くの人
が携わり︑ミサの間︑緊張に包
まれています︒緊張のあまり神
父様の声が遠くに聞こえたりし
ます︒ミサの間こんなのでいい
でしょうか？不安？そこで︑典
礼委員会の時に神父様に講話を

典礼委員会から

城北橋教会小教区だより「みこころ」第17号

レオ

片岡 達哉

城北橋教会のみなさん︑クリ
スマスおめでとうございます︒
いつも︑中高生・侍者の活動を
温かく支えてくださり本当にあ
りがとうございます︒中高生会・
侍者を担当してもう三年が経ち︑
日々中高生をまとめる難しさに
四苦八苦しながらやってきたか
なと思います︒
さて︑本当にこの一年は小学

生に侍者 を助けてもらったなと
感じまし た︒﹃侍者﹄は典礼奉
仕の中の 一つで︑城北橋教会で
は︑毎週 小中高校生が複数で担

当するの が﹃暗黙のルール﹄に
な って います ︒ 中高生 と侍 者
を担当す る自分には︑中高生が
小学生に 教えていくことが当然
だと思っ ていたが︑中高生が忙
しく教会 になかなか来られない

１２月１８日から泊り込んでの侍者会の成
果なのかな？翌日のごミサはまるで聖歌隊

アヴェマリアの
祈り︵試用版︶

していきたいです︒
また︑中高生が冬季 活動でや
きいもを販売してきて ︑教会の
みなさんのおかげで︑ 毎週五十
本以上を焼いてもすぐ 完売して
しまうほどの人気企画 に成長し
ました︒みなさんに楽 しんでも
らえるような企画を考 えていき
たいと思いますので︑ これから
も中高生の活動にご協 力をお願
いします︒
二〇一〇年があっと いう間に

日本 カトリ ック司 教協 議会 す ︒ ②﹁恵 みあふ れる 聖マ
か ら十 二月八 日︑﹁ アヴ ェ・ リ ア﹂ を﹁ア ヴェ・ マリ ア︑
マ リア の祈り ﹂︵試 用版 ︶が 恵 みに 満ちた 方﹂へ ラ テン
発表されました︒
語により忠実な訳とします︒
﹁天使 祝詞﹂ が口語 文の
③﹁ 主はあ なたを 選び ︑祝
﹁ 聖母 マリア への祈 り﹂ に変 福 し﹂ を﹁あ なたは 女の うち
わ り︑ ﹁恵み あふれ る聖 マリ で 祝福 され﹂ へ ラ テン 語の
ア ・・ ﹂と十 七年間 にわ たっ 祈 りに は無い ﹁選び ﹂と いう
て 祈っ てきま したが ︑聖 書に 言 葉を 用いて きまし たが ︑文
よ り忠 実に︑ またラ テン 語の 語 の祈 り﹁御 身は女 のう ちに
原文 の内容を生かして改
訂さ れることになりまし
た︒
① ﹁聖母マリアへの祈
り﹂ を﹁アヴェ・マリア
の 祈り ﹂へ この祈 りは ラテ て 祝せ られ﹂ に近い 表現 とし
ン語では
Ave Mariaで始ま ます︒
ります︒ Ave
という呼びかけは︑ ④﹁ あなた の子イ エス も祝
﹁ おめ でとう ﹂とか ﹁お 喜び 福 され ました ﹂を﹁ ご胎 内の
く ださ い﹂と 訳され ます が︑ 御 子イ エスも 祝福さ れて いま
臨 終や 通夜の 時には ︑﹁ おめ す ﹂へ ラテ ン語原 文に 忠実
で とう マリア ﹂とか ﹁お 喜び で あり ︑また 日本語 にな じむ
く ださ いマリ ア﹂で は唱 えに よう文語の祈りにある﹁御子﹂
くいので︑﹁アヴェ・マリア﹂ と しま す︒な お聖書 のギ リシ
と その まま片 仮名で 表記 しま ア 語原 本では 過去に 行わ れた
という現実に直面し︑自ら小学
生に教えていくことが多々あり
ました︒僕の思う侍者は︑神父
様や信者のみなさんに 魅せる・
見られる奉仕だと思っています︒
動きは難しくないけど︑どう動
いたらもっと気持ちよくミサを
進めて︑また受けてもらえるの
か︑これが難しいのです︒これ
からも︑自分が先頭に立って︑
﹁城北橋の侍者はいいな﹂とみ
なさんに思ってもらえるように

行 為の結 果が 現在も 続い てい
る という 意味 でで﹁ 祝福 され
ています﹂とします︒
アヴェ・マリアの祈り
ア ヴェ・ マリ ア︑恵 みに 満ち
た 方︑主 はあ なたと とも にお
ら れます ︒あ なたは 女の うち
で 祝福さ れ︑ ご胎内 の御 子イ
エ スも祝 福さ れてい ます ︒神
の 母聖マ リア ︑罪深 いわ たし
た ちのた めに ︑今も ︑死 を迎
える時も祈ってください︒アー
メン︒
個 人とし て︑ 共同体 とし て︑
ま ず試用 をし ていた だき ︑祈
りとしての唱えやすさ︑語感︑
日 本語と して の表現 など につ
い て︑来 年の 三月二 十五 日ま
で に意見 を寄 せて欲 しい との
ことです︒城北橋教会として︑
この問題にどう対処するのか︑
プ リヨ神 父様 から指 示が ある
と 思いま すの で︑ま ず個 人的
に 試用し てみ たらど うで しょ
うか︒︵後藤︶

終わってしまったなと思いつつ︑
城北橋教会内だけでなく教区で
も活動を始め︑神様を感じる機
会が多かった年だったとも思え
ます︒そしてたくさんの方々に
お世話になりました︒まだまだ
未熟な自分ですが︑みなさんの
お役に立てるよう頑張っていき
ますので来年もまたご指導等よ
ろしくお願いします︒二〇一一
年がみなさんにとって素敵な１
年でありますように・・・
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侍者会
中高生会から
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葬 儀問 答シ リ ーズ
④と⑤
田口 保

での作風とは明らかに異なり︑
自然とか教会の建物が持つ穏や
かな調和の世界ではなく︑色彩
そのものが主題の作品のように
見えました︒趣味の多才な方で
すので︑写真のテーマが絵にも
影響を与えているのではないで

ば十字架に霊名・氏名を書き込
むなどして︑故人を偲んで祈る
ことは否定されないでしょう︒
問︶それでは︑キリスト教では
死者や先に亡くなった方を大切
にしないのですか︒
答︶そのようなことはありませ
ん︒愛する家族や先達者の肖像
画・写真を飾ったり︑花を飾る
ことなどをして祈りをすること
が往々にして行われています︒
浅野さんは人物画ですね︒出品
されていたお孫さん？の絵より
も︑﹁ AKIKO
﹂という正面 を向
いた婦人像は思わず立ち止まっ
てしまうほどの存在感がありま
した︒人が一番多く見るのは顔
ですから︑顔を描くのはとても
難しいと言われて
いますけど︑モデ
ルになった方︑だ
あれ？・・・︒
︵後藤明憲︶

大切なことは︑仏壇・位牌では
なく︑いずれかの方法で先に亡
くなった者を思い起こして記念
するということに尽きると思い
ます︒そのためにプロテスタン
ト教会では逝去者記念があり︑
カトリックでは命日祭のミサが
あります︒また︑カトリック教
会では毎日のミサの中で先に召
された者のために祈りが捧げら
れています︒従って︑特別な日

第七回遊々会グループ展
中山一郎・浅野正士さん
し ょうか︒茜 色とい
うと秋の夕日をイメー
ジ しますが︑ 水のは
ら れた棚田の 風景で
す ので︑初夏 の夕暮
れなのででしょうか︑
というよりは︑早朝？︑
な んか万葉の 世界を
も 連想してし まいま
すね︒
デッサン力 のある

を設けることをしないだけです
が︑毎年または数年おきに家庭・
教会であるいは墓地にて記念の
礼拝は往々にして行われており
ます︒聖書を通してみると︑キ
リスト教はいま生きている父母
をはじめ先祖を敬うことを勧め
ているくらいです︒﹁あなたの
父母を敬え﹂︵出エジプト記２

報告とお礼

†主の平和
今年の 夏は本 当に厳 しい夏
でした︒ ちょう どバザ ーの前
日に大雨 が降り ました が︑バ
ザー当日は 雨もやみ︑
絶好のバザ ー日和でし
た︒皆様い かがお過ご
しでしょう か︒十月十
日に城北橋 教会で行な
われたマック支援バザー
におきまし ては︑ご協
力本当にあ りがとうご
ざいました ︒おかげ様
で︑献品も たくさんい
ただきまし たし︑また
多くの人々 来ていただ
き楽しい一 日を過ごす
ことができ ました︒こ
れも一重に 皆様方のご
協力の賜 物と心 からお 礼を申
し上げま す︒ま た︑毎 年毎年
お世話に なる城 北橋カ トリッ
ク教会の 主任神 父様︑ 信者の
皆様︑そして献品してくださっ
た方々︑ それぞ れの持 ち場で
ご協力くださった AJU
の若い人

０・１２︶︑イエスは﹁両親に
仕えてお暮らしになった﹂︵ル
カ２・５１︶︒聖書全体を通し
て一貫していることは︑いま生
きている者に対する接し方と︑
先祖を含め死の世界に入った者
に対する接し方が︑異なってい
ると指摘できます︒日本で見受
けられる葬送習慣とキリスト教

達 ︑ご来 場下さっ た方々 と本
当 に沢山 の方々の ご厚情 によ
り ︑例年 にも増す 大きな 実り
をいただくことが出来ました︒
心より感謝申し上げます︒
名古屋 マックも 今年で 開所
二 十四年 目︑来年 こそは 皆様
のご支援に 応える新 しい
方向を迎え ることが でき
ればと祈り 活動を続 けて
おります︒ これから も皆
様の温かい ご支援を 心よ
りお願い申し上げます︒
食べ物コ ーナー 二十
九万六千百 円 物品 販売
五十二万 五百七十 五円
寄付金 三万六千 六百
九十五円 通信費 ▲千
四十円 純 利益合計 八
十五万二千 三百三十 円
なお城北 橋教会の ご協
力分詳細は ︑ところ てん
五 千円︑ ぬいぐる み六千 六百
二 十円︑ おでん四 万九千 三百
五 十円︑ コーヒー 二万百 五十
円 で合計 八万千百 二十円 でし
た︒
名古屋マ ック後 援会
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洗礼者ヨハネ
問︶仏教には﹁位牌﹂︑神式で
は﹁霊爾﹂がありますが︑キリ
スト教にもそれに代わるものが
ありますか︒
答︶何もありませんが︑たとえ

中山一郎さんと浅野正士さん
が所属される遊々会のグループ
展が今年も十二月十四日から十
九日まで名古屋市民ギャラリー
栄で開かれました︒
城北橋教会や大垣教会︑春日
井教会などに寄贈されている中
山さんの絵をご覧になっている
方も多いと思いますが︑今回出
展された﹁茜さす棚田﹂は今ま

マックバザーの収益
８５２、３３０円
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では︑違っていることがあげら
れましょう︒共通していると思
われる点は︑死者に対する悲し
み方や︑その表現方法や︑遺体
を洗うこと︑香を使うこと︑布
で死体を覆うこと︑丁重に納棺
することや︑墓に墓石を立てる
ことなどがあげられましょう︒
キリスト教における葬儀の特徴
をあげるならば︑遺体︵死者︶
を丁重に葬り︑遺族への慰め・
励ましを祈り︑キリストが約束
された復活の希望に生きること
にあります︒両親祖父母を敬う
ことと︑両親祖父母が死んだ後
に供養することは同列に扱って
いません︒全く別なこととして
とらえております︒すなわち︑
死んだ後のことは全て神のみ手
の中にあり︑生者の行為が及ば
ない範疇にありますが︑思いや
りの心・感謝の気持ちをもって
死後の世界での平安を祈ること
は良いと思います︒しかし︑こ
の世にある者の祈り・供養によっ
て︑例えば地獄にいる死者が︑
天国に迎え入れられるというこ
とは聖書から見いだせませんし︑
その祈りがかなえられる保証は
ありません︒が︑それでも残さ
れた者・交わりのあった者は︑
故人を偲び祈りをし主の恵みに
感謝しております︒日本で見受
けられる先祖供養とカトリック
の相違点などは︑かなり長文に
なるため別の機会に書き記した
いと考えています︒

十月九日
黒宮 幸司
ユリアナ 小出 紗佑里

十月二十三日
ペトロ 山口 泰生
長井 香枝

茂

︵七十八歳︶
十一月十日
マリア・ローザ・ミ カエラ
伊藤 まさを
︵九十三歳︶

編集後記

今号 は書い て下 さる方 が少 な
く困りました︒復活号 は﹁小教

十 二月四 日︵土 ︶午前 十一
時か ら﹁み こころ 会奉献 の約
束と 更新式 ﹂が高 山神父 様を
はじ めジョ ーイ神 父様な ど八
人の 司祭及 び二名 の神学 生に
よる 盛大な ごミサ の中で 行わ
れま した︒ 当日は 温かい 日和

に恵 まれ︑ 聖心の 聖母会 のシ
スタ ーも福 井から 来てく ださ
り︑ 福井教 会︑大 垣教会 のみ
ここ ろ会の 皆様と 共に︑ イエ
スの 聖心の 弟子と して︑ イエ
ス様 に従っ て生き ること を約
束し ました ︒この ﹁みこ ころ
会﹂ は︑い わゆる 第三会 と呼
ばれ る在俗 信徒の 会で︑ 聖心

区で支えるケアーについて考え
る﹂を受けて︑高齢者問題を取
り上げる予定ですので︑投稿を
お待ちしています︒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︑故人の意見であることを明
記するためです︒
︵後藤︶

布 教会の 創立者 シュ ヴァリ エ
神 父の霊 性に従 った 生き方 を
す るもの です︒ クワ ーク神 父
様 の指導 により 二〇 〇〇年 十
二 月八日 ︑無原 罪の 聖母の 祝
日 ︵一八 五四年 十二 月八日 ︑
ピオ九世に より公認︑そ の
日に聖心布 教会が創立さ れ
ました︶に 初めて奉献式 を
致しました ︒以来十年︑ 毎
年十二月の 第一土曜日に 約
束の更新を 繰り返し︑ま た
新しい人が 約束をすると い
うことで︑ 徐々に会員が 増
えて来てお ります︒洗礼 を
受けるとい うことはイエ ス
の弟子とし て歩んで行く こ
とですので ︑是非︑毎月 第
四 日曜日 に例会 を開 いてい ま
す ので一 度︑覗 いて いただ け
ればと思っています︒同じシュ
ヴ ァリエ ・ファ ミリ ーとし て
暖 かく応 援して いた だいて い
ま す神父 様やシ スタ ー方に 改
め て御礼 を申し 上げ ます︒
︵ヤコブ後藤明憲︶
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信者動向

岡田 篤
酒井 梢江

︻洗礼︼
十月二十七日
マリア ・ローザ・ミカエラ
伊藤 まさを
十二月十二日
マリア・ アリサ・ジュリエット
山本 亜梨彩
︻転入︼
十月二十四日
札幌教区 北十一条教会より
アウグスチヌス 池田 正美
︻転出︼
七月二十二日
東京教区 小平教会へ
マリア 古賀 明美
︻結婚︼
八月二十九日
山田 法樹
アグネス 山田 聖香
九月二十五日
ペラギア

木全

十一月七日
ミカエル 井上 将博
伊藤 倫子
︻帰天︼
八月十一日
アウグスチヌス

奉献の約束をする坂井民子さん

