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右はティツィアー ノの作で、聖母 被昇天は通
常このようにマリ アが万物の父な る神を見上
げる姿で描かれま す。驚きながら 仰ぐ弟子た
ちを離れて、マリ アはすでに荘厳 な黄金の光
りの中で、天上の歓喜の声に包まれています。
左上はカスターニ ョ作で玉座に座 ったまま合
掌しながら天に上 げられていく珍 しい姿で描
かれています。左 はヴァン・ダイ クの部分図
です。輝く白衣の マリアは官能的 とも思える
表現ですが、霊だ けでなく肉体を ともなった
復活を強調した表 現です。（美術 出版社・西
洋絵画の主題物語を参照にしました。後藤）

ＩＮＤＥＸ 聖母被昇天号
●「出会った人々に喜びをもたらす母マリア」 プリヨ・スサント神父（p2）
●「神学生日記⑦」 片岡義博（p3)
●「イエスの聖心に最も近い時②」シスター林明恵（ｐ4)
●「祈りを込めて」シスター尾碕一美（p5）
●「テーラー神父金祝・グラフ特集」（p６〜7）
●「吉川さんを偲ぶ」笹野芳夫・平川政美・清水隆（ｐ8〜9）
●「導かれたこの道」岩本久美子（p9)「洗礼を受けて」山田麻子（ｐ10）
●「聖母被昇天の祝日にコルベ神父を想う」清水綾子（ｐ12〜13）
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﹁あなたは地上のすべ ての女に

には﹁ユディト﹂とい う女性が

をわたしのもとに迎えることが

デは叫んだ︒﹁どうして主の箱

する場面である︒この福音の最

リアが親戚のエリサベトを訪問

いつもルカ一・三九ー五六︑マ

聖母の被昇天の典礼の福音は

こえる︒ また︑なぜマリアはエ
リサベト を訪問するために﹁急

エリサベ トの言は︑大げさに聞

子は喜ん で踊りました﹂という

さんある ︒たとえば︑﹁胎内の

ないよう な細かいところがたく

同士が久しぶりに会った会話で

出産の時に︑自分の家に帰った
のだろう︒そして︑普通に親戚

あったならば︑なぜ三ヵ月後に︑ 旧約聖書は神の偉大さ を啓示し

るいは世話するために﹁急いだ﹂

同じ称賛の言葉︑﹁ あなたは
女の中で祝福された方 です﹂を

し遂げることがおでき になると

間的に﹁弱い﹂とよく 思われた
女性を通しても偉大な ことを成

ち負かせたからである ︒神は人

れ︑イスラエルの敵の 大将を打

女性でありながら彼ら はそれぞ

に︑ザカリアの家に三ヶ月間滞

マリアに適用することによって︑ 安置された︒マリアもユダの町

つまり︑助けの一番必要な時期︑ たのである︒

のだっただろうか︒もしそうで

ルカは神の偉大な救い のわざを

在したのである︒つまり︑ルカ

した﹂︒ちなみに︑﹁神の箱﹂︑

トの﹁胎内の子は喜んで踊りま

問も喜びをもたらし︑エリサベ

踊ったり︑食べたりしてお祭り
を捧げたのである︒マリアの訪

ダビデも人々も大いに喜んで︑

神の箱がエルサレムに着いた時︑

﹁神の箱﹂のようなものだった︒

まさっていと高き神に 祝福され できようか﹂︵サムエル記下六・
た者﹂と讃えられた︒なぜなら︑ 九 ︶ ︒ル カ に と っ て マリ ア は

初の部分︵三九ー四五︶特にエ
リサベトの挨拶の言葉をゆっく
いで﹂出かけなければならなかっ

はなくて︑なぜマリアとエリサ

﹁弱い﹂乙女であるマ リアを通

もたらす母マリア

り味わいたいものである︒
たのだろう︒子を身ごもって六ヶ

ベトが聖書文学的な言葉で会話

して実現されると教え る︒マリ
アを通して神のことば が﹁肉﹂

に招いたことがここで明確になっ

は︑わたしたちがマリアを新し
い﹁神の箱﹂として迎えるよう

主任司祭 プリヨ・スサント

この福音の箇所は︑実に興味

月目のエ リサベトを助けに︑あ

を交わし たのだ
ろう︒

となったという偉大な 救いのわ

﹁契約の箱﹂は︑三ヶ月間ユダ
の地に︑あるいは︑ユダの家に

深い︒じっくり読むとふに落ち

エリサ ベトの

たであろう︒神が人間として︑

のである︒マリアの子は主ご自

ざである︒では︑今の わたした

エリサベトは続けて 言った︒

身なのである︒では︑わたした

挨拶を見 てみよ

︵一・四 二︶︒

﹁わたしの主のお母様 がわたし

ちキリスト者︑そしてわたした
ちのキリスト者共同体は︑本当

﹁肉﹂として人間の歴史に介入
されると決断された時から︑神

旧約聖書 の中で

のところに来てくださ るとは︑
どういうわけでしょう ﹂︵一・

にマリアのように新しい﹁神の

ち の 時 代 に 誰が ︑ ど ん な 人 が
﹁祝福されている﹂と 思われる

は二人の 女性が
同じ言葉 で讃え

四三︶︒これも︑旧約 聖書から

箱﹂︑﹁契約の箱﹂︑神の住ま

う︒﹁あ なたは
女の中で 祝福さ

られる︒ 士師記

引用されていたのであ る︒神が

いとなっているのだろうか︒人々

は女性の胎内を住まいとされた

五・二四 には

臨在すると思われる﹁ 神の箱﹂

に喜びをもたらしているのだろ
うか︒

のだろう︒

﹁ヤエル ﹂とい

あるいは﹁契約の箱﹂ が初めて
エルサレムに運ばれた 時︑ダビ

れた方で す﹂

う女性と ユディ
ト記一三 ・一八

2

出会った人々に喜びを
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信徒の皆 さんと交わりながら感
じたこと は︑やはり名古屋や東

の神学院 に移り︑福岡の教会︑

たかとい いますと︑四月に福岡

で︑都会とは違う決して裕福と

お祈りをされたりするようです︒ 姿を高めていけるよう に︑そし ています︒
多くの方が農家を営むその地 てありのままの自分を受け入れ︑

くの家庭で︑家族そろって夜に

ますし︑教会だけではなく︑多

す︒神のまなざしに映 る自分の

してしまうことがある と思いま

るように祈っていけたらと思っ

謙虚に生きていけることができ

あっても︑謙虚な心で︑神のま

である原文に︑より忠実な翻訳

マリアの祈り﹂へと︑ラテン語

日本のカトリック教会は︑﹁聖
母マリアへの祈り﹂から﹁アヴェ・

庭にある ルルドの聖母の御像の
前でロザ リオの祈りを行い︑そ

が︶︑毎 日夕方五時から教会の

のロザリ オの月にもあるそうで

私の派 遣されている新田原教
会では︑ 五月の聖母月に︵十月

ぶでしょう︑力ある方が︑わた

れました︒﹁今から後︑いつの
世の人も︑私を幸せなものと呼

寵︵恵み︶によるものだと表さ

がらも︑それは一重に︑神の恩

ア様は︑ご自分が神の母に選ば
れたという事実を率直に認めな

新田原教会での聖体行列︵キリストの聖体の祭日に︶

京にはな い︑九州には独特な信
城北橋教 会の皆さんの中にも︑

なざしに映っている自分の姿で
生きられていることを私は感じ

仰深さがあると感じたことです︒ は言えない︑質素な生活の中に
九州︑長 崎出身の方々が多くい
らっしゃ いますので︑その教会

それは︑私たちの母であるマ

ました︒

た方もい らっしゃるのではない

リア様も同じように︑謙虚な心

の雰囲気の違いなどを︑昔味わっ
かと思い ます︒私もいま毎週末

に司牧実習で教会に通いながら︑ の持ち主だったからではないで
その違い を身体と心で感じてい しょうか︒このことは︑今日の

にされた形で公での祈りが変わ
りました︒

の集いに 毎日老若男女問わず六

しに偉大なことをなさいました

聖母被昇天のルカの福音にも出

ご覧になられた皆様もいらっ

十〜七十 人の人たちが参加され

から︒﹂︵ルカ一・四八︱四九︶

ます︒そ の感じたことのひとつ

しゃるかと思いますが︑その祈

ていまし た︒教会学校の子供た

そういったことを黙想しなが
ら﹁アヴェ・マリアの祈り﹂を

今日八月十五日は︑カトリッ

りの移行に伴い︑カトリック中

ちも︑夏 休みのラジオ体操の出
席カード みたいな台紙が月初め

深め︑﹁聖母マリアの信心﹂の

てくるマグニフィカト︵聖母賛

央協議会では︑今回の祈りの変
更点についての解説文もあわせ

に配布されて︑参加してシスター

大切さを感じさせられました︒

として︑ 私たちの﹁聖母マリア

て紹介しています︒ぜひ一読し

からハン コを押してもらってい

神学校で生活をする中で︑また

ク教会では聖母の被昇天をお祝

て頂き︑普段なんとなく祈って

たようです︒

の信心﹂ということがあります︒ 歌︶によく表れています︒マリ

いるこの祈りについて︑より深

皆さんも日常生活の中で︑他
人の評価に左右されたり︑動揺

いします︒ちょうどこの六月に

聖母マリアの信心
ヨハネ片岡 義博

めて祈って頂けたらと思います︒
また︑ ミサの始まる前には毎
なぜそういうことを申し上げ 回﹁お告 げの祈り﹂が唱えられ

3

神学生日記⑦
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ようなと ころで︑フィリピン人

トアが店 舗をもち︑プレハブの

ような場 所でコンビニエンスス

写真洗浄と展示である︒
少し車 を走らせると︑倉庫の

主な内容 は︑瓦礫作業や清掃︑

面玄関には祭壇が設けられ︑花
やジュースが捧げられていた︒

が津波で流された病院の一階正

建される︒約七十名の患者さん

れ取り壊され︑新しい場所で再

を掃き出し︑分別して土嚢に入
れるのである︒この病院はいず

藻や貝殻などが入り混じった土

その日の作業を割り振っている︒ あった︒ガラスと医療器具︑海

に対して の教育支援が行われて
いた︒小 高い丘に登ると志津川

時間と労働を捧げ︑廃墟となっ

現実を前に︑怒りや悔しさ︑悲

見知らぬ土地で人のいない廃

毎日︑ 住民と役場が復興のた

た場所をきれいにして被災者の

いったという︒カフェ を始めて

しみがこみ上げる︒私はまた言

高校があ り︑避難所と仮設住宅

めに話し 合いをしているようで

方々にお渡しするのだと︒作業
一日目の私はただただ言葉を失っ

から︑人が集うように なり︑常

葉を失くし︑ただただそこにい

墟での瓦礫作業の始めは︑一抹

はあるが ︑村や町が勝手に動き
出せない 事情があるらしい︒高

ていた︒

連客になる人もある︒ 物質的や

るしかなかった︒やはり遠近様々
な方法で寄り添い続けることの

があった ︒ここから︑町全体が

活動場所は南三陸町︒未だに

校にもボ ランティアセンターが

場所を変え志津川高校のボラ

経済的︑社会的なニー ズだけで
なく︑精神的・霊的な ニーズに

必要性をひしひしと感じた︒ちょ

の虚しさを覚える︒ある長期ボ

復興の兆しが見えない町の一つ
である︒沿岸にそびえ立つ瓦礫

設置され ︑全国からたくさんの

ンティアに入る︒学校内の少し
隠れた場所に﹁ケアカフェ﹂と

も応えたいという思い が込めら

一望でき る︒瓦礫が所々にまと

の山︑廃墟と化した志津川病院

ボランテ ィアが集まっている︒
ここで の活動内容は︑物資の

いう看板で喫茶店が開かれてい

うどイエスの聖心が私にそうし

ランティアはこう語る︒被災者
の方々の顔は見えずとも︑多く

の一階屋根にはまだ船が乗っかっ

仕分けや トイレなどの清掃︑草

れている︒現在︑避難 所には約

てくれているように︒

めてあり ︑後は平地が広がる︒
被災者の 方々には辛い眺めであ

ている︒防災センターは鉄骨の
骨組みだけ残っている︒缶を足

取り︑傾聴を目的とした喫茶店︑ た︒コーヒーを出しながら被災

七十名の方々が暮され ている︒

高校側は︑早く通常の教育活
動を再開したい︒避難所の人々

﹁三 一
･ 一﹂ 東北 大震災 から
五ヶ月が経った︒たくさんのボ

でつぶしたような車があちこち

者の方々と一緒に座り︑お話を

そんな中ちょっと席 をはずし
て落ち着きたいという 人のため

は︑そう遠くない将来に住む場

の無名のボランティアが自らの

にまとめて置かれたまま︒

芸能人な どのチャリティーライ

聞いたりする︒災害直後から志
津川高校に入り︑ボランティア

にケアカフェのスペー スが設け

る︒

ベイサイドアリーナには︑引

ブの会場 づくりや清掃である︒
私は瓦礫 作業に一日︑そして喫

活動を始めた通称﹁ハグ﹂さん

ランティアの一人として︑私も

ご復活号の﹁お魚﹂︑何処 注意して見てください︒
にあったか見つかりました？
今回はこのイエス様とマリ
事務所での正解はプ ア様のご像です︒聖心の聖母
のバシリカ︵フラ
ンス・イスダン︶
にある像を模した
ものですが︑マリ
ア様の左手がイエ
ス様へと向かい︑
十字架上のイエス
様の眼差しがマリ
ア様に注がれてい
ます︒ここまで昇
華されたイエス様
とマリア様のご像
リヨ神父様だけでし は見たことがありません︒も
たが・・︒入り口にある聖水 う悲しみの聖母︵スタバト・
台の下部にある飾りですので︑ マーテル︶ではありませんね︒

き取られていない遺骨の箱と発
見された当時の衣服がいくつも

茶店での ボランティアを志願し

約一週間参加した︒

並べられ︑発見されて真新しい

所を見つけて避難所から出てい

ら始まる︒しかし︑災 害の話に
なると自然に涙が出る ︒様々な

それに伴い現在の﹁ケアカフェ﹂
も近々閉める事になるであろう︒

かなければならないであろう︒
被災者の方々は︑長期で活動
する彼女に少しづつ心を許して

ゆく様々なニーズに応えてきた︒ れる方々は︑東北弁で 世間話か

られている︒お茶を飲 みに来ら
瓦礫作 業は︑志津川病院のカ

は︑時間の流れとともに変わり

この正面にはボランティアセ

ルテの積 み出し︑クリーンセン
ターへの 搬送︑病院内の清掃で

た︒

何処にあるのでしょう？

遺体が棺に納められている︒
ンターがあり︑個人あるいは団
体のボランティアを受け付け︑
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イエスの聖心に
最も近い時（２）
聖心の聖母会
シスター・クララ
林 明恵
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言語圏別 の集まりや︑子どもの
信仰教育 に司祭・シスターが協

で教区を 十二ブロックにわけ︑

達です︒ 協働宣教司牧という形

こなうと 殆んどがダブルの子供

んいます ︒多国籍八一％︑日本
人一九％ の割合で︑堅信式をお

字に現れ てこない信徒がたくさ

数約二万 人ですが︑多国籍で数

働 いて います ︒教区 埼( 玉・ 群
馬 ・栃 木・茨 城県 に
) つ いて 少
しご紹介 いたしましょう︒信徒

今︑わ たしはさいたま教区で

ら瓦礫撤去などのボランテイア
に出かけました︒

プに分かれ︑現状調査をしなが

日立・鹿島・水戸教会の三グルー

務所に集合︑被害のひどかった

しました︒あくる日の二十二日
に神学生たちは︑司教命令で事

認定式があり四名の助祭が誕生

三月二十一日は︑助祭叙階式・

現在さいたま教区には︑九名
の神学生たちがいます︒

た︒

いての話し合いに出発されまし

くの証拠を持って人々に﹁福音﹂

げかけている問いを受けながら︑
初期共同体の使徒たち が︑数多

が今なお現代のわたし たちに投

返る中で︑イエスのメ ッセージ

の活動・取り組みにつ いて振り

もう直ぐ震災から半 年が経と
うとしています︒私は ︑これら

たえます︒

お返しです﹂︒とさわ やかにこ

﹁ボートピープルとし て日本に
来てお世話になったの だから︑

出 し ﹂ 活 動 をし て き ま し た ︒

市にある避難所を中心 に﹁炊き

八月十日

祈りをこめて︒

暑い日々が続きます︒お身体を
大切になさってください︒

とうございます︒

後まで読んでくださってありが

さい・・とは言えませんが︒
長く書いてしまいました︒最

ているので気軽にいらしてくだ

お待ちしています︒距離が離れ

いて︑手紙のかたちで私の﹁東

話は通じ ず︑一番確実なのは公

一︶を思い出しました︒
震災がおこりお互いの携帯電

いたとこ ろでした︒﹁十人のお

急連絡網 を会議の中で確認して

先日︑名古屋へ立ち寄った際︑ 牧センタ ーの職員全員で︑教区
原稿募集というアナウンスを聞 内での危 機管理体制と職員の緊

元気でお過ごしでしょうか？

衆電話だとわかりました︒

ができればと思い書いています︒ とめ﹂の たとえ︵マタイ二五・

日本大震災﹂を分かち合うこと

さいた ま教区は仙台教区と並
んで被災教区です︒

最初にふれましたが︑さいた

応えたいとの態度を大切にして
います︒

に︑日々変化しているニーズに

いわき・湯本教会の方々ととも

五名ずつのボランテイアを派遣
しています︒もちろん︑現地の

ン﹂を設置︑今まで毎週四名〜

教会に﹁湯本サポートステーショ

力・支援する中でいわき市湯本

水・物資配布のボランティアを
中心に︑その後︑仙台教区と協

いわき市にある聖公会と協同で

作 っ て傾 聴を 主に

と い うグ ルー プを

問 わ れて いま す︒
﹃おはなしきき隊﹄

何ができるかを日々

ランティアたちは︑

宅 に 移り つつ あり
ま す が︑ そこ でボ

避 難 所か ら仮 設住

えました︒人々は︑

三 重 苦の 現実 を抱

福島県は︑震災・
津 波 ・原 発事 故と

ます︒

受けました︒
その後︑東京で幼児教育に携

福島県いわき市の湯本教会︒
ここにサポート ・ステーショ
ンが設置され︑ ボランティア
が働いています︒
その後教区は︑﹁さいたまサ

力して働いています︒

わり援助修道会に入会︒今年修
道生活・銀祝を迎える年になり

その後 ︑直ぐに司教様は︑茨

まは多国籍の信徒の多い地区で

活動していますが︑

をはこんだ姿を思い浮 かべてい

ました︒一年に一度訪ねるみこ

城県の視 察︑そしてガソリン不

す︒この三ヶ月の間は︑各教会・

興 味 のあ る方 は︑
是 非 声を かけ てく

ちょうど三月十一日の午前は︑ ポートセンター﹂を設立︑福島

ころ教会は︑なつかしい方々か

足の中︑ みんなの車の中からガ

グループ︑特にヴェトナム︑フィ
リピン︑ブラジル・インドネシ

ださい︒いつでも︑

司教様を 交えて教区事務所と司

らの﹁お帰りなさい︒お元気で

ソリンを 抜き集めて︑新潟の菊
地司教さ んと一緒に仙台教区へ

ア人たちのグループが︑いわき

簡単な自己紹介を一言︒私は
城北橋教会で学生時代に洗礼を

すか？﹂の響きは︑イエスが人々
を招いてくださっていたもてな

今後の支 援の取り組み体制につ

残暑お見舞い申し上げます︒お

みこころ教会のみなさまへ

援助修道会
シスター 尾碕一美

しの心と重なります︒
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司祭叙階５０周年
ございます

ブライアン・テ ーラー神父様が七月一日に司祭
叙階五十周年を迎えられま した︒主任司祭として
長く赴任しておられる岐阜 教会は別として︑聖心
布教会全体で︑五月十四日 ︵土︶に記念ミサと祝
賀会を城北橋教会で行ないました︒
予算の都合で各教会十名 までの参加としました
ので︑写真特集として当日の様子を報告します︒
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ブ ライ ア ン ・ テ ー
ラ ー 神父 様 は 昭 和 三
十 六 年七 月 一 日 に 司
祭の叙階を受けられ︑
五 十 周年 を 迎 え ら れ
ました︒
叙 階さ れ た 翌 年 に
は ︑ もう 日 本 に 来 ら
れ ︑ 高山 日 本 地 区 長
が 記 念ミ サ の 説 教 で
触 れ られ ま し た よ う
に ︑ 小学 生 と 一 緒 に
城 北 橋教 会 の 近 く に
あります金城小学校で日本語を
学ばれました︒以来︑岐阜教会・
敦賀教会・福井教会で主任司祭
として活躍され︑また日本地区

テーラー神父様
おめでとう
長も歴任されました︒
また昭 和四十三年には天使幼
稚園を開 園︑現在も幼稚園の園
長先生と して働いておられます︒

当日は厳粛な中にも︑
笑い 声 も出 るよ うな 温
かい雰囲気のごミサで︑
その 後 の祝 賀会 では ︑
みこ こ ろコ ーラ スの 皆
さん に よる 合唱 ︑フ ィ
リッ ピ ンの お母 さん 方
のダ ン ス︑ 日曜 学校 の
子供 た ちの カス タネ ッ
トな ど を披 露し ︑ホ テ
ル特 製 の美 味し い料 理
を堪 能 しな がら ︑テ ー
ラー 神 父様 に感 謝の 気
持ちを伝えました︒
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話 が弾み ︑仕事
の 話とな ったと
き︑鉄骨 の製作をなさっている
と聞きま した︒そこで看板の枠
を作って頂く事になりました︒
最初の仕事は納期の厳しいロー
ソンでし たので︑夜中まで製作
をしていただき︑今でも恐縮し︑
感謝をいたしております︒
居酒屋 では酔いが回るにつれ
カラオケ となり︑十八番の﹁長
崎の鐘﹂ ﹁白い花の咲くころ﹂
など多く の得意曲を聞き︑その
美声を楽 しんだことが夢のよう
です︒本 当に明るく楽しい方で
した︒
晩年に はハーモニカで数多く
の曲を楽 しませていただきまし
た︒自宅 近くの川を散歩される

ヨゼフ
平川 政美

アウグスチノ
清水 隆

吉川さんとは古い付 き合いで
あった︒三年前︑ペト ロ岐部他
の列福式に長崎出身の 吉川さん
から﹁一緒に行きまし ょう︑泊
まりは私の妹の家で﹂ とお誘い
を受けた︒
全くの幸運で二泊三 日の感動
の長崎の旅をすることが出来た︒
列福式︑二十六聖人記 念館︑聖
コルベ神父記念聖堂︑ 大浦天主

長崎の鐘よ、
永遠に

ときは︑沢山の子供がハーモニ 高音のよく通る声で新 年会など
カを聞きに来て︑何時の間にか によく歌っておられま したね︒
子供たちから﹁ハーモニカのお
また 忘年会 の二 次会で は︑ 割
じさん﹂と呼ばれるようになり︑ り箸のタクトで皆を楽 しませて
子供と一緒になって楽しんでお くださいました︒自慢 の歌声が
られたようです︒
もう聞けなくなってし まい︑本
私は︑今こう思っています︒ 当に残念です︒
天国へ行かれる途中には美しい
今も 耳の奥 で吉 川さん の声 が
花道が続き︑吉川さんはハーモ 残っています︒天国で もハーモ
ニカを吹きながら︑その道を辿 ニカを吹いたり︑歌っ たりして
り︑旅立っていかれたのだと︒ 楽しんでおられますか ︒これか
楽しい思い出を本当に有難うご らもずっと︑いつもの 笑顔で私
ざいました︒
たちを見守っていてく ださい︒
ご冥福をお祈り致します︒

吉川義夫さん
を偲ぶ

皆 さん ︑吉川 さん の作品 が教
会の中にあることを知っていま
すか︒手先の器用な吉川さんは
聖堂の中にある聖水盤や︑大き
な帆を張った竹製の帆船を作ら
れ︑その帆船は主任司祭室に飾
られています︒またバザーでも
竹とんぼなど色々な作品を作り
協力していただいておりました︒
吉 川さ んと言 えば 思い出 すの
が十八番の﹁長崎の鐘﹂です︒

堂︑浦上天主堂︑平和公園︑永
井隆博士記念館︑平戸ザビエル
記念聖堂︑これらを次々に吉川
さんの案内で訪問することが出
来たのです︒
長崎は魚の産地でも有名で︑
夕食は新鮮な魚料理に二人とも
酒は好きだし︑大いに飲み︑食
べ︑話に花が咲きました︒
また︑二日間の旅で吉川さん
の生涯をじっくりと聴くことが
出来たのです︒十五歳の時︑長
崎で被爆をされ︑生死をさまよ
い︑ここまでよくぞ生き延びた
と・・・︒
永井隆博士も被爆をされ奥さ
んを亡くされました︒奥さんの
ロザリオが壊れることなく残っ
た・・・︒
﹁長崎の鐘﹂の二番の歌詞です︒
召されて妻は天国へ
別れてひとり旅立ちぬ
かたみに残るロザリオの
鎖に白きわが涙︑
慰めはげまし長崎の
ああ︑長崎の鐘が鳴る
︵サトウハチロー作詞︑古関裕
而作曲︑藤山一郎歌︶
この歌を同じ被爆者として吉
川さんはよく歌った︒美声でし
た︒若い時は﹁歌手になったら﹂
とよく言われたと︒
カラオケへ行くと吉川さんの
番には︑皆が﹁待ってました﹂
と声を掛けたものです︒他にも
特筆すべきは︑手先が大変器用
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四月二十七日︑奥様をはじめご家族の手厚い看護を受けられ
ながら︑病魔と闘ってこられたフランシスコ・吉川義夫さんが
八十歳の生涯を終えられました︒何度も有難うの言葉を述べら
れな がらの最
期だ ったそう
です が︑いつ
も笑 顔を絶や
さず ︑お人柄
通り ︑全てを
神様 に委ねら
れた ︑まさに
信仰 一筋の一
生で した︒三
人の 方から追
悼文 をお寄せ
いた だきまし
た︒

パウロ
笹野 芳夫

フランシスコ・吉川義夫さん
が︑天国へ旅立たれましたので︑
思い出話を少々綴ってみました︒
私が吉川さんと出会ったのは
二十八年前になるかと思います︒
お互いに長崎県の出身とあって

吉川さんの
思い出
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ロッパの 建築様式についてだっ
た︒
流れる 時代の中で様々な建築
様式が存 在した︒その中で︑な
ぜか分か らないが︑私がとても
気に入っ たのは︑スペインで隆
盛を極め たチェリゲラ様式︒ま
た︑その チェリゲラ様式の建築
物の中で ︑実物をこの目で見て
みたい！ と強く思うまでに魅か
れたのが ︑スペイン北部の地︑
サンティ アゴ・デ・コンポステ
ラにある カテドラル︵大聖堂︶
だった︒ この︑サンティアゴの
地は︑カ トリック巡礼の目的地
として大 変有名であった︑とい
うのはず いぶん後になって知っ
た話しだった︒
高校卒 業後の進路を決める時
に考えた ことは・・・サンティ
アゴのカ テドラルをこの目で見
るには行くしかない︑それには︑
まずスペ イン語を話せるように
ならないと︒
進んだ 先は外大のスペイン語
科︒友人 にも恵まれ様々な授業
を受けて いるうちに︑またして
も出会っ てしまった︒チェリゲ
ラ様式の サンティアゴ・デ・コ
ンポステ ラのカテドラル︒やは
り行くし かない︑と心に決め︑
卒業旅行 で行ってみた︒一人旅
のはずが ︑当時大学生になって
いた妹を なぜか連れての二人旅
の卒業旅 行︒泊まるとこも決め
ず︑行き 当たりばったりの貧乏

旅行︒それでも︑見たいものを
好きなだけ見てから次の町へ移
動しながら︑サンティアゴ・デ・
コンポステラへ向かった︒
サンティアゴの町に着いたそ
の日︑見つかった宿は︑カテド
ラルまで徒歩五分の距離にあっ
た小さな宿︒部屋の窓からカテ
ドラルの尖塔が見える位置にあっ
た︒
翌日︑妹と連れ立ってカテド
ラルへ︒着いてみると︑なんだ
かすごい人だかり︒ちょううど
ミサが始まった時間帯だったよ
うだ︒ボタフメイロという献香
の儀式がガイドブックに載るほ
ど有名なカテドラルなのだが︑
その日︑運よく私たち姉妹はま
さにそれを見ることが出来た︒
多くの人の中には︑巡礼を経て
この地へ辿り着いた人も多数お
り︑その祈る姿はとても美しかっ
たのを覚えている︒
当時の私は︑まだカトリック
の信者ではなかったのだが︑巡
礼を経て祈りを捧げるその姿を︑
みんなが声をそろえて同じ祈り
の言葉を捧げているのを︑聖歌
隊とともに歌うのを︑漠然と羨
ましく思った︒素敵だなあ︑と
思った︒
卒業旅行に行ったその年︑数
年に一度というヤコブ年であっ
たのも︑あとから知った事実︒
ミサの時に︑隣にいた地元のお
ばあさんらしき人が︑しきりに

る︒なんというたくさんのお恵
みを頂いてきたのだろうと︒そ
れとともに︑なんというか・・・
納得している︒﹁なぁんだ︑こ
うやって︑こういう風に︑この
場所に来るように︑もうずっと
前から導かれていたのか﹂と︒
私の歩んできたこの道は︑周
囲のみなさんの暖かいまなざし
を受けながら︑今もこれからも︑
ずっと︑続いていく︒

益と なりまし た︒収益 金の配
分は 七月十日 の教会委 員会で
以下のように決定さ
れました︒
東日本大震災義援
金として仙台教区と
さいたま教区に夫々
十五万円︑中南米の
若者たちの教育支援
を行なっているオリー
ブ・ジャパンに五万
円︑知的障害者授産
施設のヨゼフ苑に二
万円︑炊き出し活動
をしています福信館
へ二万円︑水道光熱
費として教会に三万
円︑信徒会活動費と
して二十一万円︒
なお︑お楽しみ抽選会では︑
見事 一等賞を 木全和子 さんが
射止 められま した︒お めでと
うございます︒ ︵後藤明憲︶
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いい時に来た︑とほめ て下さっ
たのをよく覚えている ︒その時
は︑自分のスペイン語 の能力的
な問題もあったので︑ なんでほ
められるのか良く分か らず︑で
も︑なんだかすごくい い時に来
たのだというのは分かった︒
大学を卒業してから 早十年以
上︒結婚してカトリッ クの信者
となった今︑こうして この文を
書きながら︑ただただ 驚いてい

六月五 日︵日︶ に今年も ま
た︑みこ ころバザ ーが開催 さ
れ多くの 方に来場 していた だ
きました ︒値段付 け︑ケー キ
作り︑テ ントはり ︑会場の 設

営など︑女性部を中心に頑張っ
ていただ きました ︒また当 日
は売り場 ︑駐車場 案内︑後 片
付けと︑ 本当にご 苦労様で し
た︒おか げ様で昨 年より五 万
円ほど多 い約六十 三万の純 利

みこころバザーの報告

で見事な工芸品を残されていま
す︒
病が進む中で介護される奥様
は﹁よく祈りました﹂と︒そし
て吉川さんは︑いつも﹁ありが
とう︑ありがとう﹂と言ってく
れたそうです︒
良きご夫婦の最終章に感涙で
す︒今天国で﹁長崎の鐘﹂を歌
う吉川さんを思い浮かべていま
す︒四月二十七日帰天︑病名肺
がん︑享年八十歳でした︒

マリア・クララ
岩本 久美子

高校生のとき︑社会の授業で
日本史と世界史を選択する機会
があった︒日本史は漢字が多そ
うだし︑という安易な理由から
世界史を選択︒折しも︑担任も
世界史の先生だった︒とても楽
しいお話を交えて授業を進めて
くださる先生で︑世界史は好き
な教科だった︒なかでも私がと
ても興味を持ったのは︑歴史上
の有名な出来事とか︑戦争だと
か︑そういうものではなく︑ヨー

導かれた
この道
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んの最終誓願式︵お告げのマリ
ア修道会︶に出席されるため長
崎に行かれた折りに︑久し振り
に中学・高校と通われた聖母の
騎 士 学 園を
訪 ね ら れま
した︒

を選ばない人が少しずつ増えて
いる︒
また︑核家族化の進展ととも
に地域共同体の崩壊状態の中︑
孤独死・自殺の増加とともに︑
心から死を悼んでくれる誰かが
求められているのではないかと︑
思わざるを得ません︒﹃心から
人の死を悼む﹄ことができる人
間が関わって初めて遺族・近親
者が求める葬儀を施行すること
が可能なのではないかと考えざ
るを得ません︒
葬儀が︑故人の人生や生き方

ミカエル 大窄 隆一さん

もっとロザリオに
親しんで欲しい

く想い出したそうです︒そこで︑ ロザリオ作りの詳しい事は門
まだ手が覚えているかなとロザ 外漢ですので質問のしようがあ
リオ作りを再開してみたところ︑ りませんが︑ペンチで鎖を編む
結構出来るなあと自信が湧いた なんて︑そんな細かな職人技を
との事︒振り返ってみると︑頑 なさる大窄さんに感心するばか
強そのものだった身体がスポー りでした︒最近のパウロ書店で
ツ事故で︑働くこともままなら はアクセサリーのような豪華な
物が 多 い よ う
に思 わ れ ま す
が︑ 大 窄 さ ん
のも の は 実 用
的で 堅 牢 そ の
もの で す ︒ ま
た一 連 だ け の
携帯用ミニロザリオもあります
ので︑売店で是非お求め下さい︒
壊れたものの修理もしていただ
けるそうですので︑相談してく
ださい︒単純で深い祈りである
ロザリオをもっと身近なものに
したいものですね︒︵後藤明憲︶

変化が見られる︒それ は故人の
遺言である場合もあれ ば︑遺族
の事情で選択されるケ ースもあ
り︑いずれにしても︑ 近年の生
活スタイルの激変︑あ らゆる領
域における世代間の意 識の広が
りや不況などさまざま な要因が
重なりあい︑伝統やし きたりが
重んじられるはずの葬 送の現場
が変わらざるをえなく なってお
ります︒
葬式だけでなく︑埋 葬・埋骨
方法についても︑後々 まで供養
の必要な従来の先祖代 々の石墓

そ こ でロ ぬ状態に陥り︑入院中︑目が覚
ザ リ オ の珠︑ めると︑ずっとロザリオの祈り
十 字 架 ︑セ をし︑そのことで救われた体験
ン タ ー メダ から︑ロザリオ作りをして︑城
イ・針金などの材料が置いてあ 北橋教会で︑もっとこの祈りに
るのを見て︑神学生時代にロザ 親しんでもらいたいと思ったそ
リオを作っていたことを懐かし うです︒
﹁けばけばしい派手な葬儀で
はなく︑近親者を中心とした静
かに送る家族葬を﹂﹁葬式は不
要 ︑ 火葬 場 へ の 直 葬 を望 む ﹂
﹁石の墓を作らず自然︵＝海・
山︶に還りたい﹂︒最近︑この
ような声を実際の体験談などで
よく耳にします︒
僧侶や神官︑牧師など宗教家
に依頼しない葬式︑必要以上に
お金をかけない手作りのセレモ
ニー︑火葬場に宗教者を呼ぶだ
けの簡素な直葬が増えているこ
となど︑葬式のあり方に大きな
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もっとロザリオの祈りに親し
んで欲しい・・・という願いを
込めて大窄さんがロザリオ作り
をしておられますので︑遅れば

せながら︑そのきっかけなどを
お伺いしてみました︒
今年の成人の日に親類の娘さ

洗礼者ヨハネ
田口 保

アンジェラ
山田 麻子

復活徹夜祭の日に洗礼を受け
させていただき︑とても嬉しく
思っています︒教会に通うよう
になり五年が経ちました︒
この五年の間に娘も産まれ︑
幼児洗礼をさずかり︑健やかに
成長しています︒これも神様の
お恵みだと思います︒
私が洗礼を受けたのは︑毎日︑
お世話になっている主人の父と
母への感謝の気持ちと︑私自身
が洗礼を受けて︑お恵みを授か
りたいと思ったからです︒
洗礼を受けてから︑何かが自
分の中で変わり︑気持ちがもの
すごく楽になったような気がし
ました︒それは神様に見守って
いただいているおかげだと思い
ます︒
まだまだ何も分からない私で
すが︑どうぞ宜しくお願い致し
ます︒

過渡期にあるお葬式
その変化の様相②

洗礼を受けて

城北橋教会小教区だより「みこころ」第19号

を遺族や関係者の心に残す場と
して︑また︑故人への真摯な別
れと悼みを表現する場としてあ
るのなら︑現行のように定形化
は行われないし︑均一化もされ
ないはずです︒人の人生は︑一
人ひとり異なります︒﹁死﹂の
場面だけが定形化・定式化され
ることの方がおかしいといえま
しょう︒葬儀にかかわるひとつ
の特徴が︑﹁︵その人︶らしさ﹂
の表現であり︑それができるか
否かによって︑葬儀の形・質が
変わってきます︒﹁らしさ・ら
しい﹂の表現が可能となったと
き︑つまり﹁個性化﹂が葬儀の
世界で標準化されたとき︑最期
の別れの在り方は確実に変わる
でしょう︒その兆候もすでに見
え始めているといえましょう︒
遺族と葬儀に関わる者と教会
が︑一人の死を﹁共通の悼み﹂
としてとらえ︑その死の周辺に
両者がトータルにかかわること
ができたとき︑﹁その人らしい﹂
葬儀は可能になると思われます︒
これまで葬儀は﹁死後の儀式﹂
というとらえ方が主でしたが︑
人の一生は生・老・病という道
程を経て︑死を迎えることによ
つて葬儀に行きつくと考えなけ
れ ばな ら な い ︒ そ の意 味 で ︑
﹁死期﹂が近い本人や︑病人を
抱える家族を対象に︑﹁死の周
辺の相談﹂を受けることも︑関
連性を深めることにつながるの

ではないでしょうか︒
死を前にしての相談は︑死を
待つというより︑死と向き合っ
て生きるための最善の方法を︑
当事者や家族と一緒に考えると
いうものだという出発点にして
いきたい︒
最近特に﹁家族葬﹂が増加し
ています︒これまでの葬儀は︑
社会的︑対外的な意識が強く見
受けられました︒葬儀は﹁家﹂
が出すものであり︑﹁家﹂が社
会へ向けての力を示す場として
あったのです︒そのために多大
な費用がかかっております︒し
かし︑近ごろは︑葬儀は社会的
にも見直しされ始めており︑故
人を取り巻く親しい人たちだけ
のお別れを志向するようになっ
てきております︒家族葬は︑遺
族の経費節減にも直結します︒
ただし︑家族葬を実現するため
には︑家族葬を受け入れる心構
えと強い信念を持っていないと
困難であります︒ここで考慮し
ていただきたいのは︑故人がキ
リスト教会の信徒であるならば
当然所属教会の信徒と交わりを
持っているはずです︒家族葬と
いう形式にこだわらず︑司祭・
牧師・信徒にも葬儀の予定を知
ら せ︑信 徒も加わ った ﹃
ともに祈る﹄式で主の許へ送り
帰す﹁家族葬﹂があっても良い
のではないかと思いを馳せらせ
ております︒

このようなことが生じてきた
のは︑現行の葬儀の在り方への
批判や︑宗教者︵特に仏教︶へ
のぬぐい難い不信感がある︒葬
送儀礼における︑古い慣習︑宗
派や菩提寺にこだわらず︑坊さ
んを必要としない方向への割り
切りが出始めたように思います︒
その傾向が﹁家族葬﹂﹁直葬﹂
の増加に表れているのではない
でしょうか︒
葬儀を人任せにしないことが︑
理想の最期につながっていく︑
と経験上そう思います︒そのた
めには︑生きているうちに自分
の意思を明確にしておく必要が
あります︒死を自分から離れた
存在としてではなく︑﹁死を免
れることがない﹂という認識を
常に持ち︑死と向き合うことに
よって︑改めて生きている自分
を見直すことが求められます︒
そして︑その意思を実現するた
めには︑何が必要なのかを学び︑
準備することも必要となってき
ます︒
一人ひとりの人生は︑その人
の主体性に基づき︑その人らし
く生きることができる︒そうで
あるならば︑その人らしい別れ
も可能なはずです︒そこから︑
悲しくはあるが﹁いい葬儀だっ
た﹂﹁故人の意思を尊重して見
送ることが出来た﹂﹁その人ら
しい見送りが出来た﹂といった︑
見送る側の納得と達成感が生ま

れる葬儀が可能になるでしょう︒
それができたとき︑葬儀が持つ
ひとつの重要な機能である悲し
みを癒やすことが出来るのであ
ると思います︒納得や達成感は
悲しみの増幅をくい止めるもの
であり︑納得の葬儀は︑それ自
体が︑遺された人への癒しにな
ると思います︒

葬儀は人の生前の生き方や姿
が参列者の心の中に刻みこまれ
る為の努力・工夫がなされるよ
う︑教理・教義に即して節度の
ある﹁自由﹂さをもって行われ
てもいいと思います︒葬儀社や
教会は︑これを支援する意識と
役割を担うことこそが重要だと
思われます︒

段差を失くし︑点字ブロックで
安全に︑玄関まで誘導されます

こ の号が 発行 される 頃には
完成 してい ると 思いま すが︑
門か ら玄関 まで アスフ ァルト
舗装 され︑ 点字 ブロッ クも埋
め込 まれた バリ アフリ ーの為
の工事が進んでいます︒
幼 稚園や こど もの家 が夏休
み中 の短い 期間 ですが ︑コン
クリ ートに 穴を 空ける 振動ド
リル や土の 締固 めの大 型ロー

ラーなどの騒音で大変でした︒
今ま では砂 利が敷 き詰 めら
れ︑車 椅子で の出入 りが 不自
由でし たが︑ これで 目の 不自
由な方 も安心 ですね ︒ま た玄
関脇に は障害 者用の 駐車 場も
用意さ れます ︒神に 感謝 ︒
︵後藤明憲︶
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コルベ神父をご存知だろうか？︒ なった︒所長のルドルフ・ヘス
一九八二 年︑ヨハネ・パウロⅡ が︑刑に処する囚人を無差別に

のである︒

に強まり ︑ついに念願が叶った

ルベ神父 の名前を頂いてから更

ていた︒ その思いは︑堅信名に
聖マキシ ミリアノ・マリア・コ

自分の目で見たいと︑ずっと思っ

れた場所 ︒人類の負の遺産を︑

で物のよ うに﹁使い捨て﹂にさ

が人間に より︑人間の権利を踏
みにじら れ︑沢山の命が︑まる

私の長年 の願いであった︒人間

となった この収容所の訪問は︑

十人選ぶ︒その中にフランチシェ

囚人が餓死刑に処せられること

出た︒その見せしめに︑十人の

ツ強制収容所で一人の脱走者が

の理由であろう︒
一九四一年七月︑アウシュビッ

りの愛﹂を実践したことが一番

ビッツ強制収容所で︑﹁身代わ

たのと同じように︑彼がアウシュ

人として列聖されたのは︑イエ
ス・キリストが人類の罪を贖っ

い︒しかし︑彼が二十世紀の聖

で︑日本人には割と馴染みが深

十四日︑コル

九四一年八月

聞き入れるか
のように︑一

いを︑聖母が

ある︒その願

ていたそうで

の祝日に死に
たい﹂と言っ

﹁聖母マリア

父 は ︑よ く

前︑コルベ神

腕を差し出し
たと言う︒生

分から進んで

り︑最後に自

四月中旬︑まだ冷え込むポー
ランド︒小雨が降る中︑私はア

ク・ガヨヴィニチェク氏がいた︒

前教皇に より︑﹁愛の殉教者﹂

ウシュビッツ強制収容所の土を︑ として︑ 異例の早さで列聖され
たカトリ ック司祭である︒長崎

ここで注目すべきことは︑コル

申し出たのが︑コルベ神父であ

司祭としての召命を果 たした︒

ルベ神父は︑他の九名と共に︑ 死監獄で︑神父は他の 九名を励
地下の餓死監獄へと連行された︒ まし︑支え︑祈ること を教え︑

る︒申し出は聞き入れられ︑コ

無原罪の聖母に︑絶 対の信頼

水一滴与えられない 真夏の餓

の心を救ったと言える だろう︒

獄に行った︒そこに立った時︑

容され︑刑に処せられた餓死監

私は︑実際にコルベ神父が収

に︑その全生涯を捧げたのであ
る︒

は︑心から信頼する聖母マリア

祝日に火葬された︒コルベ神父

し︑翌十五日 ︑
聖母被昇天の

ベ神父は帰天

この足で踏んだ︒

に布教に 来られ︑聖母の騎士誌
を発刊し ︑修道院も造られたの

ベ神父はガヨヴィニチェク氏の

を置いていたコルベ神 父は︑聖

子供のことを想い︑大声で泣き
叫ぶ︒そこに︑彼の身代わりを

彼は絶望の淵に立たされ︑妻と

ディンプナ
清水 綾子

第二次世界大戦中︑ナチス・
ドイツ軍のホロコーストの舞台

事を全く知らなかったというこ

く︑彼の家族︑他の九名の死刑

ク氏一人だけを救ったのではな

このことは︑ガヨヴィニチェ

注射することにした︒ この時︑
コルベ神父は︑他の三 人を看取

当局は︑四人に死を早 める薬を

の囚人が︑まだ生きて いた為︑

たのだ︒二週間後︑神 父と三人

問だけが生まれた︒
今回︑収容所の事を正しく知

という︑自分自身に対しての疑

ただ︑﹁信仰とは何なのか？﹂

えば︑何も考えられなかった︒

とだ︒見ず知らずの他人の為に︑ 母マリアへの祈りを一心に唱え︑ 怖いとか︑悲しいとか︑そうい
自分の命を差し出したのである︒ 次々死んで逝く仲間達 を看取っ う感情は全く無く︑はっきり言

囚の心をも救い︑更には︑秩序
や理性を失っていた多くの囚人
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多くの人はユダヤ人︑つまり︑
ユダヤ教を信仰していたのだ︒
ユダヤ教徒にとって︑コルベ神
父は鬱陶しい存在であったであ

で︑カトリック信徒の側面から
しか考えていなかったことに気
付いた︒ここに収容されていた

谷剛︵なかたにたけし︶さんに
案内をお願いした︒彼の案内を
聞くうちに︑私は自分がそれま

りたくて︑現在アウシュヴィッ
ツで唯一人の日本人ガイド︑中

ことがあ るというカトリック巡

ニエポカ ラヌフ修道院に寄り︑
当時︑実 際に神父が祈りを捧げ
ていた御 聖堂やその祭壇を見学
し たり ︑ コルベ 神父も 訪れ た

くるそうだ︒
その後 ︑私は︑ワルシャワへ
戻る途中 ︑コルベ神父が創った

また︑彼 らには先祖の墓である
という想 いが強く︑ユダヤ教徒
達はダビ デの星を掲げてやって

た︒今で もこの地は︑ユダヤ教
徒にとっ ては屈辱の地であり︑

どちらも︑信仰する者の姿であ

ダビデの星を掲げてアウシュ
ヴィッツを訪れるユダヤ教徒達︑
赦しの秘跡を受ける為に告解室
の前に列をなすキリスト教徒達︒

院では︑赦しの秘跡を受けるカ
トリック信徒で長蛇の列ができ
ていた︒

り︑ニエポカラヌフもチェンス
トホーバも人が多く︑特に︑チェ
ンストホーバのヤスナ・グラ寺

礼地 ︑ チェン スト ホーヴ ァも
訪れた︒四旬節だったこともあ

他宗教の尊重︑を改め て考えさ

し︑他の信仰も尊重し なくては 自分の信仰をより深め︑他の信
ならない︒そして︑信 仰による 仰を尊重できる心を養っていき
差別があってはならな い︒私は たいと思う︒
今回の旅で︑信仰の自由と平等︑
神に感謝︒

るのか︑また信仰を持 つ持たな
い も 自由で ある ︒自由 であ る
からこそ︑自分の信仰 を大切に

しかし︑信仰は︑人 間にとっ
て心の支えであるがゆ えに︑時
に争いの基となる︒何 を信仰す

り︑その心は従順で︑ 清く︑美
しいと思った︒

れから先も︑聖母被昇天の祝日
を迎える度に︑コルベ神父のこ
とを想うであろう︒想う度に︑

目にあたる︒そのような節目の
年に︑コルベ神父を訪ねること
ができたことに感謝したい︒こ

せられたような気がする︒
今年はコルベ神父帰天七十年

母の日と父の日に想う
五月八日はお母さんたち︑六
月十九日にはお父さん方とプリ
ヨ神父様に祝福をしていただき

ました︒両日とも今日は敬老の
日かと思うほど︑ご年配のお母
さん︑お父さんが多かったよう
に思いました︒しかし︑母の日
も父の日も︑子供が親への深い

愛と感謝をあらわす日ですから︑ 悲しみにくれるナオミを支えま
日曜学校の子供たちから歌のプ す︒夫も子供を奪われてしまい 独な生活は必ず訪れますが︑ナ
レゼントを受け︑祝福をいただ 絶望に陥っていたナオミにも︑ オミのように葡萄の枝に繋がっ
くだけではなく︑自分も子供と 最後に神様からプレゼントがあ ていれば︑その苦しみは必ず喜
して老いた父母に感謝の気持ち りました︒落穂拾いを許してく びに変えられると思います︒天
を伝えなくてはなりません︒
れたボアズとルツが結婚してダ におられるお父さんとお母さん
三月に悲惨な大震災を経験し ビデ王の先祖が生まれるのです︒ に感謝の祈りを捧げましょう︒
たとき︑友人がしみじみと家族 家族の死︑自分の老いなどで孤
︵後藤明憲︶

生まれ 故郷 を捨て ︑ル ツは懸
命に姑ナオミに尽くしました

の絆の大切さを話してくれまし
た︒ルツ記を思い出します︒ナ
オミは夫も子供も失って︑失意
の中に故郷のベツレヘムに一人
で帰ろうとします︒そんな老い
た義母を寡婦になったルツは見
放すことは出来ず一緒にモアブ
から着いて行きます︒そしてル
ツは一生懸命に落穂拾いをして︑

ろうし︑一説によると︑コルベ
神父自身にも︑時に反ユダヤ教
的見解があったとも言われてい
る︒しかし︑コルベ神父は︑ガ
ヨヴィニチェク氏が何を信仰し
ているのか︑知った上で身代わ
りを申し出たのではない︵ガヨ
ヴィニチェク氏はポーランド軍
曹であり︑おそらくカトリック
信徒ではなかったと思われる︶︒
もしガヨヴィニチェク氏がユダ
ヤ教徒であったとしても︑コル
ベ神父は﹁善きサマリア人﹂の
ごとく︑迷わず身代わりを申し
出たのではないだろうか︒何故
ならば︑コルベ神父は︑﹁愛の
殉教者﹂だからだ︒
その日︑アウシュヴィッツに
は︑ユダヤ教徒の団体が見学に
来ていた︒彼らはダビデの星が
描かれた旗を掲げ︑まるで︑デ
モ行進のように所内を歩いてい
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マリア祭に
神輿が登場
５月８日

葬儀問答シリーズ⑦ 田口保

五月は 聖母月としてマリア様
に捧げら れます︒美しい薔薇の
花が咲く この季節にマリア様を
崇敬する のは素晴らしい信心で
すから︑ 城北橋教会でも︑献金
をし てマリア 様に
お花 を捧げロ ザリ
オの 祈りをし てき
まし た︒シチ リア
を舞 台にした マス
カー ニの歌劇 ﹁カ
ヴァ レリア・ ルス
ティ カーナ﹂ で復
活祭 の行列に マリ
ア様の神輿が登場しますが︑今
年から城北橋教会にもルルドの
聖母が乗った神輿が出来上がり
ました︒聖心の聖母とルルドの
聖母が向き合ってご対面という
場面もありましたが︑ 皆で心を
合わせてマリア様にお 祈りをす
ることできました︒
また五月三十一日は 聖母が親
戚のエリザベトを訪問 した事を
お祝いします︒
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︑死を迎える時もいのっ
てください︒アーメン︒ 後(藤︶

問）カトリック信者です。死後お墓は必要ですか？
答）旧約聖書創世記を開いてみましょう。２３章がアブラハムととも
に生活をしたつれ合い（＝妻）サラの死と埋葬が記されています。こ
こでは、アブラハムが代価を用意しカナンの地に墓地を購入し妻サラ
を葬ったと記されています。また創世記２５章７節〜は、アブラハム
の死と埋葬のことが記されてます。創３５：１９では、ラケルは死ん
で、エフラタ、すなわち今日のベツレヘムへ向かう道の傍らに葬られ
た。創３５：２０に、ヤコブは、彼女の葬られた所に記念碑を立てた。
それは、ラケルの葬りの碑として今でも残っている。とあるように碑
（＝墓石）が建てられています。創４０章２０節〜５０章はヤコブお
よびヨセフの死と死体への防腐処置を含めて一族の墓地へ丁重に埋葬
されたことが詳細に記されています。
新約聖書ではイエスの死と葬りは前記問（６）で触れていますが、
墓に埋葬されたと記されています。
逆に、葬られなかった人を聖書はどう記しているでしょうか。
もしあなたの神、主の御声に聞き従わず、今日わたしが命じるすべ
ての戒めと掟を忠実に守らないならば、これらの呪いはことごとくあ
なたに臨み、実現するであろう（申２８：１５）。あなたの死体は、
すべての空の鳥、地の獣の餌食となり、それを脅して追い払う者もい
ない（申 ２８：２６）。ヤロブアムに属する者は、町で死ねば犬に
食われ、野で死ねば空の鳥の餌食になる。まことに主はこう告げられ
た（Ⅰ列王１４：１１）。 バシャに属する者は、町で死ねば犬に食
われ、野で死ねば空の鳥の餌食になる（Ⅰ列王１６：４）。「あの呪
われた女の面倒を見てやれ。彼女も王女だったのだから、葬ってやれ。」
だが、人々が葬ろうとして行くと、頭蓋骨と両足、両手首しかなかっ
た（Ⅱ列王９：３４，３５）。犬がイズレエルの所有地でイゼベルを
食い、彼女を葬る者はいない（Ⅱ列王９：１０）。この申命記および
列王記Ⅰ、Ⅱをみると、神ののろいとその結末と言える箇所ですが、
本当にむごいものですね。ということで、すべての死者が墓に葬られ
たわけでもありません。聖書に出てくる墓地はどちらかと言えば、個
人所有の私有墓地を示しております。時代にもよりますが、多くの人々
は、共同の埋葬墓地に埋葬されていることがほとんどです。死の現象
やどのような形で埋葬されたかをを詳しく知るには、フィリップ・ア
リエス著「図説 死の文化史」日本エディタースクール出版部 １９
９０年版を参照して下さい。ほかに彼の著書では、「死と歴史」みす
ず書房１９８３年、「死を前にした人間」１９９０年版を参照される
と面白いですよ。どうも、答となっているのか否かに陥りつつありま
すが、キリスト教では「人は土に返る」ことから土葬を重んじてきま
した。
昨今、環境問題・衛生面からキリスト教国でも「火葬」は緩やかに増
加しております。火葬にするか従来の土葬にするかは、故人ならびに
遺族が選択するようになっています。日本では法律で「火葬」を前提
としております。
ただ近頃、葬儀後の葬り方（＝埋葬方法）に変化が見受けられるよ
うになってきており、海上への散骨をはじめ、納骨堂への納骨などが
あり、必ずしも墓地でなければという意識変化が見受けられます。自
分が納得できる形式がよいのでは。
答になっているのかなあ・・・。
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６月２６日
大垣教会にて

東海 地区﹁ 一粒 会の集 い﹂
が六月二十六日︵日︶大垣教会
で開催されました︒担当委員の
清水さんの案内で岩崎さんご夫
妻とご一緒したのですが︑城北
橋教会からは前の担当委員だっ
た松村さんをはじめ多数の方が
参加しておられ︑熱心に神学生

のために 祈りを捧げておられま
した︒
大垣教 会のレイナルド・ティ
ボン神父 様が︑開会の挨拶で︑
久し振り にフィリピンに帰国さ
れ︑神学 校を訪問された時の事
を話され ました︒﹁私が学んで
いた時は 四十名の学生がいまし
たが︑今はたったの五名でした︒
どうか司 祭の召命と養成のため
に︑祈っ てください﹂というこ
とでした ︒ヨーロッパやオース
トラリア ではなく︑フィリッピ
ンでも神 学生の数が減っている
ことを聞き︑びっくりしました︒
講演は 膳棚教会の狩浦正義神
父様で︑ 第二ヴァチカン公会議
六 月 二十
六日 ︑ キリ
スト の 聖体
を祝 う 祭日
に︑ ヨ ゼフ
川原 収 蔵さ

で泣いておられ︑大神学校に戻っ
たという体験を語られ ました︒
召し出しって︑こんな 単純なこ
とですよと笑って言わ れたので
すが︑長崎・五島のご 出身です
ので︑やはり信仰が生 活の基礎
となっておられたからでしょう︒
名古屋には長崎から 若い人が
働きに来ているから︑ 名古屋で
彼らの世話をしたいと いう希望
を相馬司教様に話され ︑東山教
会の助任司祭で司牧生活のスター
トをされました︒
その後︑カナダに留 学︑解放
の神学を学ばれました が︑ベト
ナム戦争︑南アフリカ のアパル
トヘイトによる弾圧な どで︑カ

りますが︑家族のため︑
他人のために︑地道な労
苦を重ねてこられた方へ
感謝をするという意味の
﹁汗馬の労をねぎらう﹂
という言葉を思い出して

いが︑頑張れば希望があっ
た時代でした︒お二人の
並々ならぬ苦労と努力︑
そして深い信仰の賜物が︑
金婚式だったようにお見
受けいたしました︒多く

のご家族・親族に囲まれ︑
満面の笑みで教皇様から
のメッセージを大事に抱
えておられた川原さんご
夫妻︑おめでとうござい
ました︒キリストの聖体
の秘跡によって︑さらに
お二人に豊なお恵みが与
えられますように︒
後(藤明憲︶

ナダでも難民問題に直面されま
した︒解放の神学ではなく︑神
学からの解放でしたと笑って言
われました︒ですから︑帰国後
も人権問題にかかわってこられ
たのです︒最後に震災問題に触
れられ︑言葉は生命の光りであ
り︑聖書の言葉は人を癒す力が
あると力説されました︒体験で
はなく経験は言葉によって共有
できるから︑体験を経験にして
いく必要があります︒出会いを
大切にし︑一人ひとりが一緒に
生きていく︑夫々が持っている
ものを出し合う︑そんな深呼吸
する場を持つ必要があると結ば
れました︒
︵後藤明憲︶

した︒
しまいました︒
梅雨明け前の暑い日で
五十年前といえば昭和
したので︑祝福を受けら 三十六年︑池田勇人首相
れる川原さんの背広が汗 の所得倍増論︑植木等の
で大きく滲んでいました︒ スーダラ節︑坂本九の上
やや失礼で不適切ではあ を向いて歩こう・・貧し

による混乱︑世相は闘争の時代
という中での司祭養成だったの
で︑ミノルタの正社員となり優
秀なサラリーマンになってしまっ
た︒しかし︑お母さんが夢の中

復活祭にはこんなに多くの侍者がいました。
召し出しがありますように。

ヨゼフ川原収蔵さん
アガタ川原フジエさん
金婚式おめでとうございます
ん︑ ア ガタ
川原 フ ジエ
さん ご 夫妻
が︑ め でた
く金 婚 式を
迎え ら れま
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ざいました︒

ご多忙のところ本当に有難うご

た︒一粒会の集いにお ける狩浦
神父様の講演要旨を掲 載しまし

事も大切なのだなあと 思いまし

れど︑話を聞いてあげ るという

物本体は十世紀にイスラム教徒

ロック調に装飾されており︑重
厚な外観を呈していますが︑建

て十八世紀初頭にスペイン・バ

物正面︶はチェリゲラ一族によっ

七月三日
またシスター林が震災地でボ
ランティア活動をされて来まし

たので︑この問題と関 連して︑

アグネス 大浦 由衣

︻受洗︼
たので︑日曜学校のサマーキャ

信者動向
四月二十三日

読んでいただきたいと思います︒ に破壊され︑十一世紀から十二

義夫

友子 と(もこ

会津若松教会から
成田

吉川

迫ってきます︒何も出来ないけ

読みますと︑自分の問題として

のファサード︵入り口 のある建

アゴ・デ・コンポステ ラ大聖堂

生します︒ああ︑行きたい︒

︵後藤明憲︶

日曜学校 のサマ ーキャ
ン プが八月 四日か ら一泊
二 日で開催 され︑ 子供た
ち にとって ︑夏休 みの楽
し い思い出 となり ました︒
初日は十 時に教 会を出
発 ︑江南教 会では 牧野神
父 様が出迎 えてく ださり︑
ご ミサにあ ずかり ました︒
昼 からは工 場見学 を止め︑ 大騒ぎでした︒
小 牧のプー ルで遊 び︑夕
両日と も晴天に 恵まれ本 当
方から楽しいバーベキュー に良かっ たのです が︑猛暑 の
と花火で遊びました︒
中︑マイ クロバス の運転な ど
二日目は 八時に 出発︑ プリヨ神 父様あり がとうご ざ
奥 三河・新 城市に ある鳴 いました ︒シスタ ーはじめ ︑
沢 苑で鱒の 掴み取 りをし︑ 日曜学校 の先生︑ そして子 供
バ ーベキュ ーで楽 しみま たちの先輩である中学生六人︑
し た︒冷た い清流 の中で 本当にご 苦労様で した︒ま た
魚 を追いか け子供 たちは お疲れ様でした︒︵後藤明憲︶

サマーキャンプ 八月四・五日

再建されたものです︒この時期
にフランスでゴシック建築が誕

ンプでお疲れのところ︑ご無理

アンジェラ 山田 麻子

︻転入︼
四月十日
仙台教区
︻帰天︼
四月二十七日
フラ ンシスコ

︵八十歳︶

幸一

河崎 大亮
︵六十八歳︶
大窄

︵七十八歳︶

者のための祈りをしていますが︑ 建築家チェリゲラ一族 による様
体験されましたお二人の報告を 式に触れられています︒サンティ

そのほかに岩本久美子さんが︑ 世紀にかけてロマネスク様式で

宮地 翼
六月二十九日

)

を申し上げました︒毎週︑被災

ヨゼフ
大竹 克典

︻初聖体︼
六月二十六日
ヨゼフ

ミカ エル
七月十二日
ミカ エル

編集後記
援助修 道女会のシスター尾碕
が七月三 十一日に城北橋教会の
ごミサに 預かられたのを機会に
無理やり寄稿をお願いしました︒
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