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主は ︑ 受難 と 十
字 架上 の 死を 通
し て︑ ご 復活 さ
れたのです︒

ＩＮＤＥＸ ご復活号
●「復活祭に希望の光りを祈る」 プリヨ・スサント神父（p2）
●「神学生日記⑥」 片岡義博（p３)
●「イエスの聖心に最も近い時」シスター林明恵（ｐ４〜５)
●「そっとしておいて下さいの心の中」須藤ヨシ子（ｐ５）
●「苦いパン」城野道代（p６）
●「高齢社会はいけないことか」片岡達哉・「過渡期にあるお葬式①」田口保（ｐ６〜７）
●「教会委員会から」「典礼委員会から」平川正美・山田真義（ｐ８）
●「日曜学校から」加藤忍（ｐ９）●「投稿」清水隆・後藤洋子（p１０〜１１)
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カトリック城北橋教会の皆さ
ん︑ご復活祭おめでとうござい
ます︒聖なる三日間のお祝いに︑
キリストの受難︑十字架上のご
死亡と︑ご復活がわたしたちの
信仰︑希望と愛の源であること
を共に再確認したことができて
うれしく思います︒

光りを祈る

わ たしたちの食べ
物 として渡されま
し た︒﹁これはわ
た しの体︑とって
食 べなさい︒これ
は わたしの血︑受
け て飲みなさい﹂
︵ マタイ二六：二
六 ー二九︑一コリ
ン ト一一：二三ー
二五︶︒
また︑実際に︑
イ エス様はご自分
を 十字架の死に渡
さ れました︒これ
ら の典礼を通して
わ たしたちは主の
愛 の大きさを味わ
う ことができまし
た ︒そして︑復活
徹 夜祭の典礼を通
し て︑光の祭り︑
洗礼によって新しい命 の誕生︑
人類の歴史における神 の救いの
計画とその実現︑合わ さって主
の復活の喜びがわたし たちに新
しく生きる希望がもた らされた
のです︒
主とともに生きるな らば︑た
とえ時に︑どんなに辛 くても︑
誰よりも先に復活され た主が必
ず私たちを支え力づけ てくださ
るとわたしたちは信仰 していま
す︒
復活祭は︑わたした ちのキリ
スト教的信仰︑希望と 愛の再確

認に最適なお祭りです︒今︑こ
の世の状況におかれて︑わたし
たちは︑キリスト者として苦し
んでいる兄弟姉妹のために何を
なすべきかを考え︑キリストの
心を自分の心にする勇気の恵み
を願い求める必要があります︒
特に東日本大震災の被災者の
皆さんに希望の光が与えられま
すようにキリスト者として祈り︑
いただいた神の愛を隣人にとも
に分け与えて生きたいと思いま
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
しかし ながら︑今年の復活祭
のお祝い に東日本大震災が引き
起こした 悲しみ︑苦しみ︑絶望
感︑など が重く圧し掛かってい
ます︒二 〇一一年三月十一日の
九・〇Ｍ の巨大地震とその直後
の巨大津 波の恐ろしさは︑わた
したちの 心に深く記憶されてい

るに違いありません︒わたした
ちの心は︑被災者とともにあり︑
大災害のために亡くなった方々
の安息を祈りながら︑被災者の
皆さんが一日も早く自分の普段
の生活を取り戻すことができる
ように祈り︑助けになる行動を
起こしたいと思います︒
こんな世の
中の状況にあっ
て︑わたした
ちは聖週間を
祝い︑復活祭
を迎えました︒
わたしたちは︑
特に聖なる三
日間の典礼を
通してイエス
様の出来事を
記念しながら︑
主に対する信
仰︑希望と愛
をともに新た
にしました︒
イエス様の
最後の晩餐で
ご自分の体を

ご復活は信仰と希望と愛の源です。

復活祭に希望の
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福岡の神学院へ
ヨハネ片岡 義博

復活祭おめでとうございます︒
去る二月二十六日に助祭・司
祭候補者認定式が私と同級生の
北村神学生の出身教会である金
沢教会で行われ︑野村司教様よ
り正式に名古屋教区の神学生と
して受け入れて頂きました︒そ
して学年はこの春から哲学科か
ら神学科に進級して︑神学校が
東京から福岡に移りました︒い
ま福岡市にある日本カトリック
神学院福岡キャンパスで生活を
しています︒
この福岡キャンパスは二年前
まで︑福岡サン・スルピス大神
学院と呼ばれ︑九州にある五つ
の教区︵福岡・長崎・大分・鹿
児島・那覇︶の神学校でした︒
戦後一九四八年の設立で︑二万
五千坪の広大な敷地に︑設立当
時からある四階建の昔の修道院

のような 立派な建物で生活をし しなどの果物が有名な所だそう
ています︒
です︒
この神 学院で順調に進めば三
そんな地にある教会なのです
年間︑神 学の勉強をしていきま が︑驚くことに︑なんとその教
す︒主に 聖書学や︑教義神学︑ 会には信徒在籍が千九百名もい
倫理神学 ︑教父学︑典礼学︑霊 らっしゃるそうです︒神父様の
性神学︑ 司牧神学︑宣教学︑教 話によると︑大正十五年に当初
会史︑教 会法などの学問で︑ま この地にトラピスト修道院があっ
たヘブラ イ語やギリシャ語など たそうです︒そこを頼って︑遠
の語学も学びます︒
く︑長崎の五島列島︵特に上五
そして ︑福岡の方でも土・日 島出身の方が多いようです︶か
曜日に司 牧実習をさせて頂いて ら信者が移り住み︑この地を開
います︒ 私は福岡県行橋市︵小 拓して︑自分たちで教会を建て
倉から大 分方面に各駅電車で四 ていったそうです︒ですから︑
十分ほど いった所︶にある新田 福岡教区内でも特異な教会で︑
原︵しん でんばる︶教会です︒ 強い信仰をもった信者さん方が
毎週神学 校から片道三時間かけ 多い教会です︒この教会で一年
て出かけ ます︒教会の周辺は︑ 間司牧実習をさせて頂きます︒
一面果樹園と田園風景が広がり︑ またそこでの体験なども紹介で
野菜︑米 をはじめ︑夏場から秋 きたらと思っています︒
にかけて は︑桃・いちじく・な
最後に三月十一日に発生した
東日本大震災の災害ボランティ
アを︑日本の司教様方のご指示
により東京キャンパスで生活す
る助祭団︵神学科四年生︶十二
名と養成担当司祭二名が︑四月
十日から復活祭の四月二十四日
まで現地に出かけております︒
仙台教区のボランティアセンター
を拠点に各地を回っているよう
灰の水曜日直後の三月十三日に回
心のしるしとして︑片岡神学生か
ら額に灰を受けました︒これから
三年間︑下の福岡キャンパスで神
学の勉強をされます︒

です︒どうぞお祈りください︒
私たちもこの震災で 被災地が
大変な時に︑この神学 院で︑普
段通りの生活と勉強を させて頂

けることに感謝し︑毎日祈って
いかなければならないと思って
おります︒引き続き︑お祈りよ
ろしくお願いいたします︒
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神学生日記⑥
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高齢者社 会
に想う

林明恵（聖心の聖母会）

はもう宣教能力はないのであろ
う か ︒そ し て 最 後 の 時に 秘 跡

司牧の対象と見なされた高齢者

る︒

こと﹂ ル
( カ一〇 二:五ー三七 ︑) しても︑その時が又いつ来るか
つまり救いに至ると語 られてい も分からない︒行動に移す﹁勇

ることが﹁永遠の命を 受け継ぐ

必要になる人もいる︒それでは︑ 尽くし︑精神を尽くし て﹂関わ

会い﹂の時を逃してしまったと

て︑祭司やレビ人のように﹁出

面白い︒求めていた場合も︑そ

﹁出会い﹂というのは本当に

いを専門にしているの に人を避

司やレビ人が気になる ︒人の救

ている︒これも﹁秘跡 ﹂といえ
るであろう︒読者とし ては︑祭

神の手の中で救われた 体験をし

襲われた人も救った 人も共に

身体︑精神︑社会機能の低下が

の目で見れば︑必ずしも個人の

高齢者の場合においても信仰

である場合もあるだろう︒

の時を待つ忍耐が一番の﹁勇気﹂

時として本当の自分を知る︑神

気﹂が求められる場合もあるが︑

︵病者の塗油や聖体拝領︶を受

うでない場合も︑人生の旅路は

けてしまった︒この気 まずい体

﹁弱く﹂﹁司牧対象﹂になると
は限らない︒人間の価値観や常

けることだけが救いの望みなの

人や出来事との﹁出会い﹂の連

験もまた︑救いに関係 していな
いだろうか︒

か考えてみたい︒

続である︒追いはぎに襲われた
人の横を通りすがったサマリア

識では﹁弱い﹂と見えても︑人

生の旅路において神がちょうど

人の例えも﹁出会い﹂であろう︒

この物語では︑相手 の病気の
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昨 年の 九月二 十
三日 に聖 心の聖 母
会主 催で ﹁ケア す
る人 のケ アにつ い
て考 える ﹂とい う
パネルディスカッションが開催され︑前のクリスマス号にそ
の様子がレポートされていました︒また昨年末に教会の高齢
者がどんなことで悩んでいるのか︑そのニーズを探るために
アンケートが実施されました︒そこで︑この問題に教会共同
体としてどう取り組んだら良いのかという想いで︑企画をし
たのですが︑一般論では語ることの出来ない︑現実的︑個別
的な問題があまりにも多く︑立ち尽くしてしまうというのが
現状です︒それでも︑何らかの話し合いの契機にはなるのか
なあと思っています︒青年からの投稿もありましたので︑ご
一読をお願いします︒
︵後藤明憲︶
思いもよらない巡りあいで︑

強い時になるからである︒
パウロの言葉﹁わたしは弱い

関わられる瞬間ならば︑むしろ
﹁出会い﹂は人間の範疇を越え
る︑﹁見えない神の業の見える

時に こそ強 いか らです ︒﹂ 二(

程 度 ︑ ﹁ 不 幸度 ﹂ ﹁ 苦 労 度 ﹂

しるし﹂︑正に﹁秘跡﹂である︒ われる程度﹂や﹁宣教 力﹂に反

自分の行く道が変わって来る︒

福祉・認 知症や疾病・孤独・自
殺・葬式 などと抱き合わせて語

映されるというのでは ない︒そ

コリ一一 一:〇 を)思い出す︒人
間には自分ではどうにもならな
い時があることが当たり前にな

日本社会において年金・医療・

られる場 合の高齢者は︑社会の

この秘跡につき動かされたサマ

こに神が存在する﹁出 会い﹂が
なければ救いはなかっ た︒そし

﹁孤独度﹂︵筆者造語 ︶︑また
助ける側の専門の度合 いが﹁救

弱者とし てサービスを施す対象

リア人は襲われた人を引き取っ
た︒この﹁心を尽くし︑思いを

題の中で︑キリスト教の﹁苦し
みから救おうとする﹂姿勢に日

読した︒東日本大震災関連の話

哲雄氏︵宗教学者︶の記事を拝

日増大号に掲載されている山折

先日︑雑誌のＡＥＲＡ四月四

きる存在﹂という見方になる︒

う見方から﹁共に支え合って生

るならば︑﹁司牧の対象﹂とい

者として 扱われる︒教会におい
てはどう であろうか︒身体機能
が低下し ︑気力は衰え︑教会に
行くこと もままならず︑他人に
迷惑をか けないように家にいる
のが精い っぱいであるように見
えたなら ︑その人は社会と同じ
ように教 会の弱者であり︑司牧
対象と考えるであろう︒
若い頃 熱心に宣教することが
できた司 祭や修道者でも︑今ま
でのよう にはいかず︑人の手が

マリア様は、いつも寄り添っ
てくださっています

特 集

イエスの聖心に
最も近い時
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時であろう︒

を求めたい︒

須藤ヨシ子（聖マリア在俗会）

このよ うな状態に関わらせて
もらえる というのは︑何とも特
別でたく さんの恵みに気づかさ
れる甘美 な時でもある︒しかし
多くの場 合︑関わる側に忍耐と
絶え間な い神への希求が求めら
れるのかもしれない︒
家庭で の介護や専門職として
の介護の 現場では︑目の前の現
実や業務 に追われる︒震災のよ
うな非常 事態となれば生命を維
持するこ とに必死である︒それ
でも人間 のイニシャティブでは
救うこと はできない︒共倒れに
青空の下で教会の桜が満花と
なってしまう︒神のイニシャティ なり︑訪れる人にさわやかな喜
ブで関与 される時︑希望が見え びを感じさせている︒こんなに
ないところに希望が見えてくる︒ 自然が美しいのに︑東日本大震
両者に とって﹁出会い﹂その 災の地震と津波は一瞬にして海
ものがど んなに︑その人を生き 辺の町々を根こそぎ廃化してし
生きとさ せるだろうか︒これが まった︒また福島原発の放射能
﹁出会い ﹂を体験している信仰 の問題は植物や仕事の上でも︑
共 同 体 が で き てい る な ら ば ︑ とても重い問題を引き起こして
﹁秘跡﹂ は正にクライマックス います︒ニュースを見るたびに
の時になるであろう︒
胸のつぶれる思いで神の助けを
それを ︑分ち合う時︑思い巡 祈り続けています︒
らす時︑ 日常から少し離れて神
日 本は 固︵も と︶ より諸 外国
の時を思 い出す場所︑日常に戻 からも次々と義援金やメッセー
るために 自分を取り戻すための ジ︑祈りもとどけられ様々な支
場所やそ れを受け入れる人︑こ 援の輪が広がっています︒特に
れが必要 であると感じる︒﹁疲 若者達の行動力に感動していま
れた者︑ 重荷を負う者は︑だれ す︒人々の心には助けたい︑力
でも私の もとに来なさい︒休ま になりたいとの熱い思いにあふ
せてあげよう︒﹂ マ
( タイ一一 : れています︒
二八 と
私 たち 教会共 同体 も互い の信
) い われる 神様に 逃れ 場

仰を深め合い育ちあう ことで︑
神の愛は交わりを通し て信徒使
徒職の豊かな実りとな っていく
のです︒しかし﹁そっ としてお
いて﹂と言われた方々 の心の中
に何かがある︒
私た ちは信 仰の 仲間と して ど
のように関わり合いそ の人の想
いによりそってきただ ろうか︒
私はしきりに反省して います︒
主に愛されていると言 っていな
がら︑その愛をどれだ け伝え分
かち合ってきたか︑赦 しを請う
ばかりです︒
高齢 者だけ でな く︑小 さく さ
れている人︑社会の中 で疎まれ
ている人々とどのよう に接して
いるか︑マザーテレサ のように
主イエスの名に結ばれ て︑イエ
スのみ心に結ばれて︑ イエスの
心に目ざめて︑表面的 な関係で
なく﹁隣人を自分の様 に愛しな
さい﹂と語られたみこ とばに生

きていく︒
その愛は十字架に現れている ︑
主に愛されて︑自分を愛し人を
愛する︑そして自分を捨てるま
での愛が﹁そっとして﹂と言わ
れた心を受け止めて︑自分の心
にきざみながら私に何ができる
か思いめぐらしています︒
一 人ひ とりが 主の愛 をは こぶ
者となるために具体的には先ず
知っている方々︑以前親しかっ
た方々が電話︑ハガキ︑時には
訪問して思いや話しを聴くこと
からはじめてはどうでしょうか︒
また足腰の弱った人には車の送
迎も考えられる︒教会から遠の
く方々にはそれぞれの原因があ
るのでしょうが私たちの日常で
の関わりも大切と思っています︒
そ れと 共に洗 礼を受 けた 後の
アフターケアーも大事と思いま
す︒家庭での信仰生活︑社会の
諸々の出来事を福音の目で識別
する手助けも出来ます︒
信 仰が 人に左 右され るこ とな
く︑いつも神に祈り語り︑ミサ
を通して神との交わり︑霊のよ
ろこびを味わえるように互いに
支え励まし合える教会共同体を
目ざしたいと思います︒
主よ私たちの耳が︑苦しむ人々
の叫びを聴き取りますように
主よあなたの霊を今日も私た
ちにお与えください
マザーテレサの言葉に想いを
寄せて アーメン
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本人として違和感を持ち︑むし
ろ﹁苦しみに寄り添うべき﹂と
語っていた︒人間の力では人の
苦しみや悲しみを取り除くこと
も︑完全に共有することもでき
ない︑できるのは﹁寄り添い﹂
﹁無常を受け止めていく﹂こと
であるという︒
イエスの聖心を生きたマリア
様は︑﹁寄り添い﹂の示唆を与
えてくれる︒遭遇する災難や窮
地に立たされる状況にありなが
ら﹁寄り添い﹂︑限界がある中
で﹁寄り添い﹂尽くし︑女性と
して︑母としての行動を止めな
かった︒彼女なら︑一人一人の
霊的旅路のペースを尊重して付
き合ってくれるだろう︒特別な
ことをしなくとも︑必要なとこ
ろには手を貸してくれ︑よく聴
く人だったであろう︒
この世の旅路の後半にいる方々
との関わりで気づかされるのは︑
心身ともに健康な人よりも多く
の﹁秘跡﹂が体験できることで
ある︒培ってきたものがそぎ落
とされていく過程を刻一刻と感
じ︑未来が見えず︑不安や悲し
み︑自分と他者に過度の負担が
かかる場合があるから︑なおさ
ら﹁無力﹂に感じるだろう︒自
分ではどうにもならない︑だか
らこそ神の働きに気付きやすい︒
それはその人と神様との聖なる

「そっとしておいて
下さい」の心の中
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者とイエズス会の神父の前で一
人の幼児が悶え死にします︒・・
・ ・・・・説教壇に立った時 ︑
神父は呟くように云うのです︒
﹃この子供たちの苦しみは私た
ちにとって苦いパンでした︒で
も︑この苦いパンなしには私た
ちの魂は精神的に飢え死にしま
す︒﹄と・・・・・・﹂
もう一冊も古い本で︑かつて
上智大学の心理学教授で︑あの
﹁夜と霧﹂の翻訳者として有名
な霜山徳爾著﹁明日が信じられ
ない﹂である︒まさに今よみか
えしてぴったりであった︒
この災害の中にあってこそ私
達信者は忘れ遠ざかっていた信
仰の原点に引き戻されたのでは
なかろうかと思っている︒
さて︑本来のテーマ﹁高齢者﹂
であるが︑共通の問題でありな
がらも︑これほど個別なことも
あるまい︒
未熟なままにもう八十歳を越
え︑やっと︑私本人が老いたの
だと︑納得出来る日々となった︒
実は私は周囲に殆ど老人の姿を
見ない環境の中で生まれた︒
中国の人たちの云う偽満州国
は数年後に誕生するのでまさに
新しい国造りの中で働き盛りの
若者の姿ばかり目立つ国であっ
た︒
しかし︑中国の本来の住民は
古い家屋の奥深くひっそりと暮
らしていたのである︒

とにかくこうして一人っ子の
私は二︱三年毎に転校しながら
敗戦まで暮らした︒
棄民されたとまでの思いを抱
き引揚げののち︑私は父祖の地︑
日本をはじめて知った︒私が老
人問題に関心をもったのは四十
代になった頃であろう︒
職業柄もあり︑ずっと一貫し
て老いの問題は考え続けていた︒
広島での﹁生と死の会﹂設立
の頃にはいささか働きもした︒
デーケン師と共にホスピス研
修の旅でアイルランドも訪問し
た︒
定年後はホスピスボランティ
アを︑と志し︑諏訪中央病院の
研修に参加したが果たせずにい
る︒
今や与えるより受ける立場に
と変わってしまった︒
人を慰めることよりも︑慰め
を受け入れる方が︑時にむつか
しいこともある︒
遅まきながら︑自分の死を迎
えるまでにすべきことをはじめ
よう︒
身辺の整理をはじめ︑死後の
お世話をして下さる方のために︑
手順書も準備せねばならない︒
通夜を省略した葬儀ミサや︑
広島長束カトリック墓地への納
骨の事も全部お願いしなければ
ならない事ばかりである︒
せかされる想いではあるが︑
いくら自分の後始末をと思った

科書から引用したい︒﹃国連は︑
総人口に対する六十五歳以上の
高齢者の割合が七％を超えた社
会を高齢化社会︑一四％を超え
た社会を高齢社会﹄と呼んでい
て︑﹃日本は一九九四年に一四
％をこえていて︑二〇二〇年に
は二九％を超えると予想されて
いる︒﹄ということは︑現在五
人に一人くらいは六十五歳以上
の 高齢社会 なのである︒
出生率の低さと医療の発達で
寿命が延びたことで高齢化のス
ピードが世界の先進国と比較し
たときに二倍以上の速さで進ん
でいるといわれている︒
そんな社会で疑問になるのが︑
﹁高齢社会はいけないことなの
か﹂である︒お年寄りが増えれ
ば︑年金が・・・とか︑福祉に
力を・・・などと︑マイナス思
考になりがちだ︒そうではなく
て︑プラスに捉えることはでき
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ところで︑出来ることには限り
がある︒
今から︑どうぞよろしく︑と
お願いする次第である︒

日本は高齢化社会だと中学や
高校︑また大学で当たり前のよ
うに教えられる︒では教科書に
高齢化社会とはどういう意味で
掲載されているのか︑高校の教

レオ 片岡達哉

マリア・マグダレナ

城野道代

今年は珍しく四月下旬と遅い
春の日に御復活を迎えた︒
そして︑アレルヤと祝う前に
稀有の大災害﹁東日本大震災﹂
が発生し三月十一日以後︑日本
中の人々が息を止めてテレビに
釘づけになった︒信者はすぐに
﹁ヨブ記﹂を連想したのではな
かったか？
古い書棚から痛み止めの様に
何冊かの本を出し読み返した︒
その一つに﹁別れの日まで﹂曽
野綾子︑尻枝正行共著の往復書
簡がある︒尻枝師の第一信を引
用する︒
カミユの代表作﹁ペスト﹂の
一場面である︒
﹁この世の闇と悪を象徴するペ
ストがアフリカの平和な町を襲
います︒その夜もただ手をこま
ねいて立っている無神論者の医

高齢社会はいけ
ないことか？

苦いパン
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ないのか︑と考えたときに城北
橋教会の人たちを思い出した︒
こういっては失礼なのかもし
れないが︑﹁高齢でもめっちゃ
元気だし︑とても六十五歳以上
なんて思えないじゃん﹂とふと
思い︑﹁まだできることがたく
さんあるのではないか﹂と︑考
えた︒私たちより何十年と長く
生きて得たモノを︑未熟者の私
たちに是非伝えて欲しい︒学生
と接する機会のある高齢の方は
そういない︒こんな時間があっ
たら︑学校で受ける授業より為
になるもの 生きる力 がいっ
ぱいあるはずだ︒
私が一番言いたいことは︑自
分が生まれたころから高齢化社
会︑いまさら考えたってしかた
がないってこと︒ただ﹁城北橋
教会という一つのコミュニティ
の中で︑年齢関係なく︑みんな
が力を合わせてその時その時に
むかっていく﹂ことを目標にし
たい︒今を元気に︑有意義に生
僅か な パン と 魚が 増
え る奇 跡 物語 り など ︑
聖 書で は よく 魚 が登 場
します︒
また 初代 教
会 では キリ ス
ト を表 すの に
魚 をも ちい て
い まし た︒ 神
の 子で あ る︑ 救 い主 ︑
イ エス ・ キリ ス トと い

何処にあるのでしょう？

きること は︑何歳になったって が無傷ではおれない状況となっ
一緒︒みんなで協力していこう︒ ております︒
もし︑ ﹁私︑こんなことを子
家族構成もいわゆる大家族制
供や学生 に伝えてみたい﹂と少 から核家族化が叫ばれて随分久
しでも思 った六十五歳以上の方 しくなります︒死を迎える世代
がいらっ しゃったら︑どんなこ が平均八十才を超えている中︑
とでもお待ちしています！！
遺族になる世代が︑六十才に達
するということは︑否応なく葬
儀の小型化が進むとともに︑こ
の小型化が主流になると思われ
ます︒さてこのような環境下で
どのような変化が生じてきてい
るのか︑かいつまんでみていき
ましょう︒
まず葬儀が何故行われるのか
をみると︑① 死者の供養のた
めであり︑② 残された生者へ
の慰めのためであることにつき
ると思います︒
生者が死者を供養することに
よ り ︑死 者 の 霊 魂 は 浄化 さ れ
高齢化 社会とともに少子化が ︵清められ︶て︑地獄に落ちる
より一層 進みつつあり︑それに ことなく︑浄土や極楽あるいは
も増して 社会の経済状況の疲弊 天国といった死後の世界で平安
がもたら す影響に︑すべての人 な生活を送ることが出来る︑す
なわち死者の平安の保証が与え
られることにより︑生者の悲し
みが癒されると考えられていた
からです︒
葬儀のもう一つの側面︑葬儀
が死者個人のために行われるだ
けでなく︑遺族となった家族・
親族を含む﹁家﹂のために行わ
れるという社会的な側面を持っ
ています︒
今執り行われている葬儀を見
ると︑死者を供養するための形

洗礼者ヨハネ

田口保

う 五つの ギリシ ャ語の 頭文字
を 並べる とイク トウス ︵魚の
意 味︶に なるか らです ︒です
か ら ︑ 教 会 には 昔 か
ら 魚 が イ エ ス様 の 象
徴 と し て 色 んな 所 に
使 わ れ て い ます ︒ 城
北 橋 教 会 で は納 骨 堂
の 扉 に あ り ます が ︑
も う一箇 所この 写真の 魚があ
ります︒何処かな？

過渡期にあるお葬式
その変化の様相①

式は整えられていると いえます
が︑遺族の心を慰める というこ
とがどれほど考慮され て組み込
まれているか︑疑問を 感じざる
を得ません︒
葬儀では︑社会的側 面として
の関わりがこれまで中 心的なも
のとしてとらえられてきました︒
社会通念や廻りへの配 慮が優先
されている現状を批判 的に抗議
する形で︑﹁死﹂に際 して﹁故
人の遺志﹂や﹁遺族の 意思﹂を
尊重する葬儀形式が増 加しつつ
あるのも変化の表れといえましょ
う︒
葬儀の形式に故人の 死を合わ
せるのではなく︑故人 の生前の
生き方に応じた・希望 に応じた
葬儀の形式が求められ ているの
ではないのかと考えさ せられま
す︒
キリスト教の本質的な原則は︑
キリストの﹃死と復活 ﹄を中心
におきます︒人間はこ の世での
生活を一旦終えますが ︑主の恵
みにより︑必ず復活し て﹁父な
る神﹂に連なる︑すな わち︑神
の国で再会できるとい う確信が
あります︒従って︑悲 しみはあ
るけれど︑それを乗り 越えるも
のがある︑という形で 気持ちの
整理をつけることがで きるよう
です︒ただ︑人の情と して故人
を記念する写真なり︑遺品を飾っ
たりして先に召された 人を偲ぶ
ことは往々にして行わ れており
ます︒おおむね︑キリ スト教国

の信徒は﹁葬儀＝葬儀式﹂を礼
拝として故人を主の許へ送り帰
す﹁祈りの場﹂と心得ています︒
それゆえに︑信徒は大げさに飾
り立てる葬儀はしないのが普通
です︒
日本での現状をかいま見ると︑
旧来の伝統的な慣習に基づいて
﹁ 家 の宗 旨 ﹂ や ︑ ﹁ 故人 ﹂ の
﹁最後﹂だからという﹁声﹂に
流されて︑望んでもいない形の
葬儀が︑多く執り行われている
のではないか？という懸念をい
だかざるを得ません︒しかしな
がら︑近年ようやく﹁葬送の自
由﹂を求める声が徐々に高まっ
てきました︒背景には日本でも︑
個人主義・自由主義といったも
のが︑浸透してきていることと
理解されましょう︒
多くの人たちが︑葬儀のあり
方に疑問や不満を抱いてきまし
た︒そこから一歩進んで︑みん
なが﹁死者を供養するとはどう
いうことか﹂というテーマと︑
ようやく向き合わざるをえなく
なっているところではないか︒
葬儀にとって﹁要らないものは︑
要らない﹂という方向に︑急速
に舵が切られようとしている︒
お金ばかりかかって魂のこもら
ない葬儀と︑決別しようと︒

お断り 大変興味のある田口
保さんの文章ですが︑紙面の
都合上︑次回にこの続きを掲
載させていただきます︒
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ヨゼフ
平川 正美

城北橋教会委員会と言う名称
で︑教会運営や司牧活動等の協
議が行なわれております︒この
委員会の運営方法に関しては︑
毎月一回第三日曜日に定例会と
決めて開催されます︒
委員会への出席者は各部会︑
専門委員の方々が招集されて会
議が行なわれています︒但し必
要に応じて主任司祭と信徒会長
が招集して臨時に委員会を年何
回か開かれております︒
構成員は主任司祭初め修道者︑
各部会︑専門委員︑福信館担当
委員︑名古屋マック担当委員︑
教区関係では︑一粒会委員︑正
義と平和委員会委員の各代表者
が出席されます︒
委員会の目的はカトリック教
会の教えに基づいて︑司牧活動︑
教会運営に関する事柄等を協議
をし︑委員会へ提出された協議
事項に関して各委員より意見も
聴き︑検討︑実施︑推進するこ

とを目的 として毎月教会委員会
が開催されています︒
教会委 員会の会議の内容につ
いては︑ 信徒会長が進行役にな
り︑会議 が進められ︑まず主任
司祭のは じめの祈りと挨拶があ
り︑本題 へと移って行きます︒
まず︑一 ヶ月から二ヶ月先の教
会行事日 程や︑その内容等に関
する事等 の確認︑協議事項に入
りますが︑四月教会委員会では︑
四月十七 日に教会総会を行なう
にあたり︑総会の準備について︑
協議事項で︑各部会︑専門委員︑
教区各種 委員より活動報告と十
一年度に おける年間行事予定に
ついて︑ 各委員から意見を聴き
ます︒
つぎに ﹁みこころバザー﹂の
開催につ いては︑今年は東日本
大震災で 被災者の方々へバザー
の収益を 充てることを目的に開
催したら どうかという︑委員か
らの意見 がありました︒よって
本年も六 月に開催することが決
まりました︒
その他 では委員より復活祭の
ミサ後︑ 祭壇の前で集合写真の
撮影をし たいとの質問があり︑
協議の結 果︑賛成多数で決まり
ました︒ このような内容で委員
会が行な われています︒また協
議の結果 ︑継続して次回の委員
会におい て再協議される事項も
あります し︑内容によっては今
後の検討 課題として協議が続く

こともあります︒
協議事項に関しては︑事前に
信徒会長より主任司祭の意見を
求めて︑委員会での協議事項と
して提出されております︒
教会内の活動は︑活動を調整
することや教会の働きの中に全
信徒を積極的に参加させるよう
に努めること及び司祭・修道者・
信徒間のコミニケーションの為
の伝達︑情報手段となることや︑
当教会と教区レベル︵城北ブロッ
ク会議︑教区信徒協議会︑教区
宣教司牧評議会︶の組織との連
絡調整をする等の活動もしてい
ます︒
委員会の全報告内容に関して
は教会総会の時に各部会及び専
門委員より活動報告がされてお
ります︒このように年間活動が
行なわれていますが︑教会共同
体の中において︑たくさんの方々
が教会奉仕者になることを望み
ます︒特に男性の方は︑獲る者
は多いが担い手が少ないので︑
このことを信徒皆さんでより良
い考えが見つかることを願って
おります︒

典礼委員 会の
活動状況
ペトロ 山田真義

大笑いの新年会（１月２３日）

◎ 毎 週の主 日ミ サ前の 準備 ・
ミサ後の片付け
当番制でミサの準備 ︑ミサ中
の座席案内
典礼奉仕者︵朗読・ 奉納・司
会︶等のお願い
◎ 奇数月に典礼委員会開催
行事予定の確認等の話し合い
◎ 活動報告
三月六日︵日︶灰の 水曜日に
使用する灰の準備︵枝焼き︶
三月二十一日︵祝︶ 教区典礼
研修会参加
☆ 葬 儀のご 案内 の内容 を数 ヶ
月かけて確認を行い ︑降誕祭

青年 部のビ ンゴ大会 などで 毎
年︑ 盛り上 がる新年 会は︑ 今
年は 特に楽 しく︑大 笑いで 新
年の スター トとなっ た︒酒 井
佳子 さんの ひきいる ダンス ・
パフォーマ
ンスはリー
ダーが巧み
に観客を誘
い︑大人も
子供も飛び
入り参加︑
夢中になっ
て楽しそう
に踊りまくっ
ていた︒最
後に戦場カメラマンまで現れ︑
﹁一体︑これはなんなのだ？﹂
と古稀の老人は口をあんぐり︒

から皆様に配布しました
☆五月八日のマリア祭にマリア
様のみこしを作りたいと思い
マリア像を新しく発注しまし
た
☆ 典礼 委員会 でも話 し合 われ
ますが︑典礼委員会企画の勉
強会を開催したいと考えてい
ます︒自分は典礼委員じゃな
いから関係ないよと思わない
でください︒信徒のみなさん
に何かを学んでいただけたら
いいなあと思って企画したり
していますので︑是非参加し
てみてください

8

教会委員会の現状
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願いいたします︒
日曜学 校でどのようなことを
している のか興味のある方は是
非見学しに来てください︒
スタッフ も随時募集しておりま
すので詳 しくはＳｒ林までお問
い合わせください︒
さて︑ ここからは個人的な思
いを少々・・・
今回の 小教区報﹁みこころ﹂
のテーマが﹃高齢者社会に思う﹄
というこ とで︑この城北橋教会
も高齢化が進んでいます︒いえ︑
城北橋教 会だけでなく︑名古屋
教区・日 本の教会自体が高齢化
を迎えて います︒これは︑日本
の人口統計を見ても明らかです︒
ですの で︑これからは高齢者
に頑張ってもらいましょう・・・
というわけにはいかず︑やはり︑
青年・子 供達が教会を支えてい
かなければならないはずです︒
では︑ 教会に青年や子供たち
は来てい るのでしょうか︒幸い
にもこの 城北橋教会には多くの
子供達が きています︒しかし︑
安心はし ないで下さい︒子供た
ちと話を していると決して安心
できる状況ではないのです︒
大人の 立場からすると教会に
子供達が きているだけで安心し
てしまう のでしょうが︑子供た
ちの本音 を聞くと︑﹁教会はつ
ま ら な い ﹂ ﹁ ミサ が 退 屈 だ ﹂
﹁子供会 のほうが楽しいから教
会に行か ない﹂などという言葉

やＳｒ高良やＳｒ林と 相談して
いかなければならない こともあ
りますが︑みなさんで も簡単に
できることがあるので 是非協力
をお願いしたいと思います︒
それは︑子供たちと 挨拶をし
てもらう事と︑お互い の名前を
覚えてもらうということです︒
はじめは子供たちは無 視をした
り︑恥ずかしがって相 手をして
くれないかもしれませ んが︑毎
週あきらめずに行って もらえな

いでしょうか︒
子供達が教会に来なくなる理
由の一つとして教会に知ってい
る人︵話したことのある人︶が
いないというのがあります︒
大人でも声をかけることは勇
気が必要な事です︒もし一人で
声をかけづらい時はシスターや
日曜学校のリーダーに声をかけ
てもらっても結構です︒子供た
ちに挨拶や声をかけつづけてく
ださい︒

大道さんが︑何時の間にか︑
水彩画を描き始められていた︒
息子さ んが使い残 した絵の具
を使っ てのスター トだったよ
うだ︒
透視 図法のほか ︑色彩によ
る空気 遠近法もす でに勉強さ
れたとのこと︒
今回 は︑数年前 に旅行され
た︑ア ッシジの風 景を二点出
品され ていたが︑ いわゆる水
をたっ ぷりつけて ︑さっと描
くとい う技法では なく︑丁寧
に︑細 部まで描い ておられま
す︒ク ララやフラ ンチェスコ
にまで 想いを馳せ ての作品で
しょうか︒
静か な︑落ち着 いた雰囲気
が印象的でした︒残念ながら︑
ガラス に天井の灯 りが反射し
て︑良 い写真が撮 れませんで
した︒ 今後の活躍 をいのりま
す︒
︵後藤明憲︶
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をよく聞きます︒
ある司祭が次のようなことを
言っておりました︒
﹁子供に教会を好きになっても
らわなければならない︒そうし
なければ子供たちは教会に来な
くなる︒﹂
この城北橋教会の子供たちに
も教会を好きになってもらうこ
とについていろいろ考えており
ます︒
主任司祭であるプリヨ神父様

マリア・ローザ 大道 紀美子さん

フランシスコ・ザべりオ

加藤 忍

日曜学校はミサの前半︑シェ
バリエ館二階にて小学生はみこ
とばの分かち合いを行い︑幼児
クラスはお祈りのしかたを覚え
たり︑神様やイエス様のお話を
していきます︒
ミサ後︑小学生は低・高学年
に分かれてカテキズムを行って
いきます︒また︑毎月第二週は
典礼奉仕としてミサの担当を行
います︒
今年度の大きな行事として︑
四月の遠足︑五月のマリア祭・
教区教会学校の集い︑六月のみ
こころバザー︒夏休みにはサマー
キャンプ︑クリスマスのミサで
の聖劇などを行う予定です︒
そして六月の聖体の祝日には
初聖体を予定しており︑対象と
なる子供達が一所懸命勉強して
おります︒
そのほかにも様々な行事にも
参加していく予定でおりますの
でご支援ご協力の程よろしくお

第１１回明成展（４月５日〜１０日）

日曜学校から
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いのかと深く落ちこんでしまう︒
妄想にと らわれ︑来もしない新
郎新婦を 荒廃した会堂で待ち︑
洗礼式だ ったかと一人で行い︑
疲れてそ の場で眠ってしまう︒
それを見 たレイラはもう自分も
限界かと自殺を図ろうとします︒
台に立ち 首に縄を巻くとき眼に
入ったも のは雨漏りでした︒そ
の水滴は 牧師の大切にしていた
手紙の上 に落ちているのです︒
レイラは ハタと手を止め首の縄
をゆるめ たのです︒自分と同じ
孤独な老 牧師のためにもう少し
手助けをしようと思ったのでしょ
う︒
ある日 久し振りに自転車の郵
便配達人 が来ます︒手紙ではな
く雑誌でしたが牧師が顔を出し︑
いつもの 庭の椅子に座りレイラ
の読みを 待ちます︒レイラが語
ります︒ ﹁ヤコブ牧師様︑私は
姉の夫が 姉に暴力を振るうのを
見ました ︒疲れたら休んで︑ま
た殴り続 けるのです・・・私は
たまらずナイフで刺しました・・・
姉は夫を 愛していました︒その
人を私は殺してしまったのです・・
私は許されるのでしょうか・・﹂
聴いた老 牧師は﹁その差出人は
レイラか ﹂と︑﹁そうです﹂と
レ イ ラ が 答 え ると 老 牧 師 は ︑
﹁神様には何でも出来るんだよ﹂
﹁お前に 見せたいものがある﹂
と家に入 り十数通の手紙を持っ
てきてレ イラに手渡します︒お

天国に召されたのです ︒出棺を オを入れると︑寺本さん御贔屓
見送るラストシーンは レイラの のパバロッティの抜けるように
手に姉の手紙がしっか りと握ら 明るい声が響いてきました︒御
れていました︒映画を 観終わっ 元に行かれてから数ヶ月︑歩行
て心に染み込んできた ものは︑ が困難になられてからは︑お目
生への賛歌と神への賛歌でした︒ にかかる機会はありませんでし
たが︑寺本さんご夫妻と私たち
夫婦は長いお付き合をいただき
ました︒
お二人とも知的で︑柔和で︑
奥様はいつもお手製のセンスの
良いお洋服をお召しになり︑ご
主人はソフト帽や毛皮のロシア
風の帽子が似合うダンディな方
で︑憧れのご夫婦でした︒
お話をするようになったのは︑
結婚して︑黒川の市営アパート
で生活をスタートした少し後の

大震災後しばらくは 聴く気が
起こらなかった車内の オーディ
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葬儀問答シリーズ⑥ 田口保
だやかな笑顔で﹁これを読みな
さい︑私は部屋でコーヒーを入
れて待っているよ﹂と︒手渡さ
れた手紙は姉からのものでした︒
﹁親愛なるヤコブ牧師様︑今日
もまたいつもと同じ事を書きま
すが︑妹は面会に行っても会っ
てくれません︒私は妹が元気な
らそれで良いのですが︑恩赦を
お願いしていただけませんでしょ
うか・・﹂
手紙を読むレイラは涙︑涙で
す︒私もまた込み上げてくるも
のを押さえることは出来ません
でした︒牧師館に入って抱擁を
と思ったでしょう︑しかしレイ
ラが見たのは床に横たわる老牧
師でした︒最後の仕事を終えて

後藤洋子

アウグスチノ

清水 隆

去る二月教会の掲示板に案内
が貼り出されていて︑中日新聞
にもシネマガイドが載った︒そ
れを抜粋してみます︒﹃フィン
ランドの片田舎︑刑務所を出た
女性レイラは︑盲目の老牧師ヤ
コブの元に身を寄せる︒仕事は
牧師への相談の手紙を読み︑そ
の返事を書くこと︒かたくなな
レイラが心を開くのは︑手紙が
途絶え︑﹁私は必要とされてい
ない﹂とうちひしがれる牧師に
自分と同じ孤独の影を見たとき︑
手紙を読むふりをして打ち明け
る過去は・・・﹄
牧師のベッドの下はすき間が
ないほどぎっしり手紙の束が積
まれている︒手紙の代読︑返書
の仕事をレイラはいやいやなが
ら︑﹁家事はしません︑長くは
いませんから﹂と冷たい︒
ある日から手紙がバタッと来
なくなる︒老牧師はもう人々か
らも神からも必要とされていな

フランシスカ・ベドルーナ

問）仏式では、死者に経帷子を左前にして着せますが、
キリスト教でも同じようなことをしますか
答）イエスが埋葬される箇所を見てみましょう。四福音
書（マタイ２７：５７〜、マルコ１５：４２〜、ルカ２
３：５３〜、ヨハネ１９：３８〜）にイエスが死んで埋
葬される様子が描かれております。そこでは香料を添え
て亜麻布で包み墓に納めたと書かれております。
亜麻布で包みと記されているように、左前・右前もあ
りません。わかりやすくいえば、ミイラが布でぐるぐる
巻きにされている状態ではないですが、日本でみるなら
ば生まれたての赤ちゃんを抱いて（おくるみで）、冬季
外出をする姿を想像してください、そのような状態で墓
に埋葬されたのです。
経帷子を詳細に見ると、帷子とは麻または木綿の白い
単衣のことで、死者に着せる帷子には、教典の文句や仏
の名前、梵語を漢字に音写した文句が書き入れてあるの
で経帷子と呼んでます。死装束としての経帷子は、死を
穢れ、不浄と考え、死を恐れたことから、日常と違って
左前にする決まりとなってます。経帷子は、死者の近親
者や近所の人たちが寄り合い、幾人かで仕立て上げてい
き、布を切るときもハサミは使わず、手で裂き、返し針
もせず、糸尻をとめず、玉結びをしない。また、脚絆や
足袋も片一方ずつ別な人が造ります。このように、葬式
では普段しないことや反対のことを行います。
これに対して、キリスト教では、死は神の恵みにあず
かる入り口といえることからこのようなことは行われま
せん。また、行う必要もありません。衣類を着せる場合
は、生前と同じように着用すれば結構です。

寺本敏さん
の思い出

映画「ヤコブの
手紙」を観て
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ことです︒寺本さんご夫妻は︑
今の私達と同じくらいの年齢だっ
たでしょう︒アパートの直ぐ東
隣に寺本さんのお宅がありまし
た︒平屋の簡素なお住まいを︑
ぐるっと広いお庭が取り巻いて
いて︑季節の花々が咲いていま
した︒玄関には姿の良い大きな︑
さるすべりの木と︑少し離れて
五月頃︑鮮やかな緑の葉の間か
ら︑白いモヤモヤっとした花が
いっぱいついた︑高い木があり
ました︒散歩の帰り道︑玄関で
お会いして﹁見た事もないこの
木の名前は何ですか？﹂とお尋
ねすると︑﹁なんじゃもんじゃ
の木というのよ﹂と教えていた
だき︑面白い名前に︑子どもも
私たちも︑一度で覚えてしまい
ました︒今ではあちこちで街路
樹になっていますが︑当時は寺
本さんのお宅でしかお目にかか
れない珍しいものでした︒
もう十数年前になりますが︑
敏さんの故郷︑岐阜の女学校を
訪ねるドライブをしたり︑犬山
市の﹁なんじゃもんじゃ﹂の自
生 地を ご 一 緒 に 巡 り︑ 帰 り に
﹁田楽﹂を食べたりした時のこ
とが︑懐かしく思い出されます︒
私は﹁みこころ﹂に毎号掲載
されていた寺本さんのエッセイ
を楽しみにしていて︑神父様の
巻頭文の後は︑すぐに寺本さん
のページを開いていました︒日
常のちょっとしたエピソードに

は︑ユーモアと温かさのなかに︑ て︑一気に読んでしまいました︒
ちょっぴり批判的精神が添えら
私の母と比べても詮無いので
れていて︑名文家でした︒さも すが︑寺本さんとの共通点は︑
ありましょう︑犬山行きの後︑ 共に医師の娘として誕生し︑私
しばらくして日本自分史大賞奨 たち娘世代には想像もつかない
励賞に入賞され︑立派な本にな 波乱万丈の娘時代を送ったこと
りました︒
ですが︑生き方は正反対︒当時
の女性の立場は弱く︑封建的な
世にあって︑多くの場合のよう
に︑私の母はただただ家の定め
に従い︑逆らうことなく生きて
きましたが︑寺本さんは︑はっ
きりと自分の意思と意見を持ち︑
時には真実を求めて行動する女
性だったのです︒
本の題﹁たのしみは 生きて
いること﹂は︑晩年に目が見え
幼児・娘時代から︑妻・母親
の時代まで︑たくさんのエピソー
ドで彩られていますが︑面白く

なくなり︑耳もほとんど聞えな
くなったご主人に︑﹁生きてい
て何が楽しみか﹂と聞いた返事
だそうですが︑夫婦の歩みも紆
余曲折︒でもご主人も受洗され︑
その目となり︑足ともなって︑
お二人は片時も離れず寄り添っ
ておられました︒ご主人を主の
元へ送られてからいくらも経た
ないうちに︑今度は最愛のお嬢
様が不治の病に倒れられました︒
つききりの看病の甲斐なく先立
たれた辛さは︑いかばかりかと
察せられましたが︑寺本さんは︑
喜びも哀しみも乗り越えて﹁た
のしみは︑生きていること﹂と
神様にゆるぎない信頼と希望を

四月十七日︑教会総会を開催
新役員に荒木︑加納︑岩月さん

おき︑常に凛として穏やかなお
姿でした︒
名古屋に戻られた︑末のお嬢
様と︑仲良く暮らしておられま
し たが ︑ 歩 行 が 困難 に な っ て
﹁ファミーユ黒川﹂に入所され
ました︒そこでも︑生きている
喜びを︑素晴らしい笑顔で表し
て︑毎日訪ねて︑お手伝いをさ
れていたお嬢様やスタッフの方
に︑元気をプレゼントされてい
ました︒本の目次の下にこうあ
りました︒﹁わたしの一生は負
の生涯︒でも︑つかむものは︑
つかんだと思う﹂と︒尊敬して
やまない寺本さん︑さようなら︑
有難うございました︒

四月 十七 日︑ 枝の 主日の ミ せ んよ ﹂と のユー モア 溢れ た
また日曜学校のスタッフに ︑
サ 後︑ 二〇 一一 年度 の総会 が︑ 報 告に シー ンとし てい た会 場 小 林真 衣さん ︑大 石真 里亜 さ
行なわれました︒
が爆笑に包まれました︒
ん ︑大 石亮介 君︑ それ に高 木
各部 ︑各 専門 委員 からの 報
新役 員は 壮年部 の副 会長 に 弘 治・ 鈴子さ んの お孫 さん ︑
告 があ り︑ 教会 と信 徒会の 会 荒 木量 也さ ん︑女 性部 の副 部 水 谷ま どかさ んも 加わ って く
計 報告 も拍 手の うち に了承 さ 長 に加 納邦 子さん と岩 月陽 子 だ さい ます︒ 皆さ んも 応援 し
てあげてください︒
日曜 学校は 教会 の宝 だと よ
く 言わ れます が︑ 地方 の教 会
では本当に子供の姿がみえず ︑
侍 者を お爺さ んが して いる 教
れました︒
さ んが 夫々 就任さ れま した ︒ 会も珍しくありません︒
一 粒 会 の 清 水 さ ん か ら ︑ 新 役員 にな られた 三人 の方 は︑ シス ターや スタ ッフ の方 に
﹁ 片岡 神学 生の こと を義君 と 大 変で しょ うが︑ どう ぞ宜 し 感 謝す るだけ でな く︑ 加藤 忍
気 安く 呼べ なく なり ますよ ︑ く お願 いい たしま す︒ 女性 部 君 が云 うよう に︑ 大人 も子 供
今 の内 に一 粒会 に入 らない と︑ の 小川 さん ︑山本 さん ︑本 当 に話しかけ︑名前を覚えましょ
喜 びの 日に はお 招き があり ま にご苦労様でした︒
う︒
︵後藤明憲︶
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受賞された日に
ルカ 寺本敏さん
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編集後記

小野さん、藤田君、片岡君、恒川さん プリヨ神父様も見守って下さっていますよ

思いを巡らす四旬節であった︒
今の日本 を作って来た私達は︑
後始末ま でも次の世代に任して
はならな い︒自分の背丈にあっ
た生き方 に転換する時が来た様
だ︒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︶

デーケン神父の﹁死とどう向
き合うか﹂とか︑里脇枢機卿の
﹁カトリックの終末論﹂︵聖母
文庫︶などで︑死を身近に感じ
ていくアプローチ︑あるいは信
仰を深める要理として︑今まで
死を学んできたが︑オリエンス
宗教研究所の﹁キリスト教 葬
儀のこころ﹂を最近になって読
む機会があり︑自分の死からで
はなく︑愛する人をおくる側か
らの視点に︑人の死の本質を学
んだような気がしたので︑内容
を少し紹介したい︒
死 は神 の み もと へ
の 凱 旋で あ り ︑新 し
い い のち に 生 まれ る
日 と して ︑ 教 会は 聖
人 の 祝日 を 帰 天の 日
と し てき た よ うに ︑
葬 儀 は希 望 と 喜び を
与えるものであった︒
だ か ら復 活 を 象徴 す
る白色が典礼色だったのだ︒と
ころが中世の教会では︑煉獄思
想の影響で葬儀が死者の罪のゆ
るしを願うものという面が強調
され︑典礼色も黒に変わってし
まった︒
しかし免償に対する批判も根
強く︑第二ヴァチカン公会議で
復活に裏打ちされた古代教会の
希望に満ちた葬儀に改定され︑
アレルヤ唱や復活のローソク︑
典礼色も白というように典礼憲
章が改められたのだ︒が︑復活

の信仰と希望を持っていても︑ 持った人として︑葬儀ミサに参
罪深い私たちは葬儀ミサを通し 加し︑故人や遺族のために祈る
て罪がゆるされ︑永遠のいのち ことは大変大切なことである︒
にあずかれるように祈らなけれ
使徒信条の中に﹁聖徒の交わ
ばならないのも現実である︒そ り﹂という言葉がある︒カトリッ
のためにも︑死の瞬間に神に心 ク教会のカテキズム１４７５に
を向けて︑ゆるしを願い︑自分 よれば﹁信者たち︱天上の祖国
をゆだねることがとても大切な にある人々︑清めのために煉獄
ことになる︒だから︑病者に死 にある人々︑まだこの世の旅路
が近づいたら︑たとえ認識でき にある人々︱の間には︑愛の不
ない状況に陥っていても︑司祭 断のきずなとあらゆる善の豊か
に連絡し助けを願わなくてはな な分かち合いとが存在します﹂
らない︒このことは︑家族の中 とあり︑天国︑煉獄︑地上の信
で自分だけが信者であるような 者の間には交わりがあるとして
場合には︑近親者に特にお願い いるのだ︒﹁わたしにつながっ
ていなさい﹂︵ヨハネ１５・４︶
というイエスの呼びかけの中に︑
死を乗り越えて永遠のいのちに
至る希望があるのだ︒
だから︑イエス・キリストの
十字架の死と復活を記念するミ
サの中で︑死者のために祈って
しておいて欲しい点である︒
いるのは︑煉獄で清められてい
一方︑高齢者の中に︑人に迷 る人が一刻も早く︑永遠の命が
惑をかけたくないと思う人が大 得られるようにということと︑
変多いのも事実だ︒もちろん︑ 今は父なる神に迎え入れられて
その上に経済的な問題も重なり︑ いる人々が︑地上にいる私達の
生前に自分の死後を考え︑葬儀 ために︑力づけてくださるよう
はしなくてもいいと考える人が にと祈るためである︒
増えてきているのだ︒
毎年行なわれる八月の合同慰
しかし︑死はその人のものだ 霊祭で︑プリヨ神父様が﹁天上
けではなく︑遺族や︑属してい の共同体と地上の共同体が一致
た教会共同体のものでもある︒ して永遠のいのちを約束された
だから︑その人と親しかったか 神様を賛美するのです﹂と言わ
らだけではなく︑たとえ会った れたことを︑あらためて噛み締
ことが無い人でも︑同じ信仰を めている︒
︵後藤明憲︶
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信者動向
︻洗礼︼
二月六日
ミカエル 河﨑 大亮
︻転入︼
二月十五日
長崎教区 桐教会より
ドミニコ 下田 学志
名古屋教区 七尾教会より
アウグスチヌス 桑原 由樹
︻転出︼
一月十五日
名古屋教区 刈谷教会へ
アビラのテレジア 吉田 愛子
三月六日
パウロ 植囿 聡都
︻結婚︼
三月二十六日
アウグスチヌス 桑原 由樹
桑原 香奈
︻帰天︼
一月十七日
ドミニコ 二股 福三郎
︵八十四歳︶
一月二十二日
ルカ 寺本 敏
︵九十九歳︶
二月二十八日
パウロ 堀沢 八郎
・・・・・・・・︵八十二歳︶
︻新成人︼
マリエッタ 恒川 藍
レオ 片岡 達哉
藤田 裕也
小野 奈美子
テレサ

彼らの上に豊かに聖霊を送ってください

葬儀のこころ

