マザー・テレサの言葉

愛というガウンに
は縁飾りがついてい
縁はゴミに触ります。

ます。しかも、その
ですから、愛は道
や路地から、ゴミを
ます。愛は、汚れを

掃き出すことが出来
清める役割を果たさ
なければなりません。

全保障関連法が施行されま
判断で行ったことについて 、 なる危険をはらんでいるこ

の解釈上の変更を一内閣の ちと尊厳に関する問題」と

国の形を変えるような憲法 の生活の場で「 人間のいの

を意味しています。特定の

なく、「国家と教団の分離」

司 教団 メッ セ ージ を考 える

戦争放棄は、キリスト者

界憲章」 参照）

抑止力をもって平和を維持 ころから、その原因となっ

た戦争自体を二度と起こし

人生は旅 、心の旅 路で

しようとするものです。

これは、他国との際限の てはならないと強く決心し、

す。今いるところは仮の

そして、世代をついで受

け継がれてきたこの体験は、

わたしたちの心の奥底に恒

じ込めようとして平和を守 久平和の希求と不戦の誓い

そもそも武力で武力を封
的緊張を高めて、敵がい心

ることなどできるのか、 わ として刻み込まれています。

なぜなら、それは、国際
をあおり、 人を戦争へと駆

年以上を経て、こ

たしたちは考えるべきでしょ

戦後

り立てているからです。

への共感が薄れ、戦争を観

の悲惨な体験の実感とそれ

平和を願う皆さん、わた

念的にしかとらえない机上

う。
が攻撃されていないのに、

したちは今、本当に大きな

安全保障関連法は、日本
他国間の戦争に参加できる

かつての過ちを再び繰り

時代の岐路に立っています 。 の議論がなされていること

近代戦争のもたらす大量破

返すことのないように、わ

とする集団的自衛権の行使
日本が攻撃を受けたとき

壊すなわち一般市民に対す

たしたち一人ひとりがこの

わたしたちは先の大戦から 、 に危惧を感じます。
に限って自らを守ることが

る甚大な被害を体験しまし

を中心としています。

できるとする個別的自衛権

して、 またキリスト者とし

時代を生きる一人の人間と

それは、日本が受けた被

て、 今何を選び行動すべき

た。
他国の戦争に自ら参加して

害のみならず、日本がアジ

かを真剣に考えていきましょ

と異なり、 集団的自衛権は
いくもので、憲法９条が明

ア諸国へ与えた被害をも含

ことに、原爆による被害

しょう。

ともに祈り求めてまいりま

相互の信頼に基づく平和を

う。そして、武力に頼らず、

白に禁じるものです。

して、これまでになかった

日本カトリック司教協議会

は言語を絶するものでした 。 ２０１６年 月 日

りかねません。また、この わたしたちはこの被害の悲

常任司教委員会

危険にさらされることにな

法制は、 基本的に軍事的な 惨さと苦しみを共有したと

日本は確

教 様 は、

で松浦司

講 演会

とに黙っ ていて良いだろう

に気が付かない。こんなこ

権利が脅かされていること

表現の自由、裁判を受ける

無関心だと、 知る権利、

はない。介護や福祉・人権

“信仰と政治は別のもので

なことを強調された。

だと言われた。

実に戦争

か。

さらに司教様は次のよう

が出来る

が生き残っ

平和憲法

てくれる

ち を 守っ

が、 私た

いる。 だ

み出して

なぜ手放したのですか？」

切に守っ て来た平和憲法を

「あなた達大人は、長年大

せず、行動もしなければ、

危機的な状況に意見も表明

ていないことになる。この

信者としての責務を果たし

治に対して積極的に意思を

た。私は一歩踏み出して政

政治参加が一つの道に繋がっ

講演後、 私の中で信仰と

のです。”

えよう。無関心が一番怖い

の福音に照らして政治を考

信仰の目で見て、 キリスト

係がないと放っておくのは 、 切り離せない。生活の場で、

等どれをとっ ても政治とは

ているか

と子供たちに問われる時が

政治の問題を信仰とは関

ら、 国家は国民の自由を束

表明しようと思った。

国へと歩

松浦悟郎司教講演会「平

来る。

一人一人が責任を持って 、

松山教会 尾﨑壽一

縛することはできない。 し
かし国民の権利を守る憲法

政治に対してイエス、ノウ

をはっ きり言うことが大切

が改正される危機に直面し

松山）が
和をつなぐ」（

６月 日、松山教会 で 開 催
された。

ている。

私たちに示してください。

イエスを、旅路の果てに

次によってあなたの御子

ア、どうかあなたの御取

あわれみ深き御母マリ

ます 。

くださると私は信じてい

聖母は私達を受け入れて

のような死であろうとも、

人はみな死にますが、ど

望、慰めとなりました。

初穂として旅する民の希

こうして聖母は教会の

上げ られ ま した 。

魂とともに、天の栄光に

の生涯を終えて肉体と霊

当然のこととして、地上

やどられた方ですから、

聖母は原罪の汚れなく

満ち あふ れ てい ま す。

垂訓と同じ響きとなって

か。聖母の喜びが山上の

の訪れではないでしょう

この賛歌はすでに福音

た人を高められる・・。」

から下ろし、見捨てられ

権力をふるう者をその座

い上がる者を打ち砕き、

びおどる。・・・神は思

の心は神の救いによろこ

しは神をあがめ、わたし

を思い出します。「わた

ニフィカトを唱えたこと

い壁画を眺めながらマグ

した時、訪問教会の美し

以前、イスラエルを旅

ので す。

しない旅路を歩みたいも

ら、せめて見返りを期待

りなく無条件に与えなが

ます。私達もいのちを限

がら、自分は消えていき

ろうそくは光を与えな

う。

な旅をすればいいのでしょ

いを目指して、どのよう

住まいです。本当の住ま

ない軍拡競争を招く恐れが 不戦の理念を掲げた憲法を

緊急事態条項とは、災害・

平和のために働く使命を自

にとってキリストの福音そ

くと、 わたしたちの生活も のです。

集団的自衛権の行使を実

戦争などの緊急事態に一時

あり、 防衛費が増大してい 受け入れ支持し続けて来た

安全保障関連法は、まさ

的に政府に立法権を付与し 、 カトリッ ク教会が目指す平

覚しています。この使命の

のものからの要請であり、

大きな影響を受けることに

にいのちと尊厳にかかわる

自覚は、戦前・戦中に日本

宗教者としていのちを尊重

和への道とは相容れない法

問題であり、したがって、

の教会がとっ た姿勢に対す

する立場からの切なる願い

なるでしょう。

個人の自由や権利を制限す

日本の司教団が今、日本

る深い反省と、広島と長崎

であり、人類全体にとって

さらには、 憲法自体を変

律ではないでしょうか。

教会は沈黙していることは

て受けとめ、 福音の精神で

国憲法の不戦の理念を支持

です。

もって判断し、行動しなけ

し尊重するのは当然のこと

で核兵器の惨禍を体験した

の手放すことのできない理

です。

ことから生まれてきたもの

想なのです。

でもなければ、敵対する力

とは、単に戦争がないこと

カトリック教会は、平和

です。

日本の司教団は、特別に

ればなりません。

これを、人間の問題とし

る国家緊急権を認める規定

現する安全保障関連法は、

集団的自衛権行使の是非

78

できません。

今こそ武力によらない平和を
イエスは歴史の中に生まれ、人々と共に生き「神の国」を証された。癒し、希望、解
放、照らし、回心、赦し、慈しみ、命の取戻しの業は、天の御父の証でした。イエスに
よって呼び集められた教会共同体はイエスのこの使命に生き、そこに傷ついたひと、社
会があるのなら回復させる方向を指し示す愛をイエスから受け継いでいます。そ こ で 、
カトリッ ク日本 司 教 団 司教協 議会は以下 の勧めを提案 しています。

した。日本のカトリック教
とに、信仰者として注視す

くにわたって保たれてきた の流れが、将来わたしたち

会が平和のために働く使命
非常に大きな問題があると
る必要があることを表明す

日に安

を果たすために、この安全
考えたからです。
また、「政教分離」とは

セージ「平和を実現
宗教団体が国家と権力支配・

する人は幸い～今こ
そ武力によらない平
被支配の関係に入ることを

日本国憲法と戦争放棄
憲法とは、 国家の
仕組み、 基本的人権

また彼らの尊厳を尊重する

います。ところが、憲法９

禁じ、宗教団体が国家権力

和を」を発表しまし
た。
特定秘密保護法や
集団的自衛権の行使
容認によって、事実

や国際関係、 立法精

確固たる意志および兄弟愛

を行使したり権力と癒着し

条と集団的自衛権に関して

政治活動を行うべきであり 、

える明文改憲の動きがにわ

70

２０１６年 月

保障関連法が神の望まれる
る昨年２０１５年の
「政治と宗教の分離」では

る務めがあるのです。

さらに、戦後
月 日、司教団メッ

年にあた

平和の道にふさわしいかど
うか今一度識別
することは重要
ます。

なことだと思い
そこで、 平
に、 昨年の戦

和を願う皆さん
後 年司教団メッ
セー ジ「 平 和
を実現する人は

4

こうして「戦争放棄」の め、一般市民に対する無差
の均衡を保持することでも
なく、他者および他国民と 、 大原則を覆してしまうと、 別な攻撃による殺戮の体験
日本は「戦争をする国」と でした。
神や国家体制を明示

の実践によっ て築かれるも

や社会権、 行政機構

するものです。

日本国憲法は、 平 のと考えます。（「現代世

たり、便宜の提供を受けた

国政の流れを見てみると、

和主義を国是として

りしてはならない、といっ

ことで、事実上憲法とは本

ているのです。このことと 、 安全保障関連法が成立する
政治活動の是非は区別され

来両立しない政治を正当化
しようとする解釈改憲がな

ます。
むしろ、わたしたちは信

その権利と義務を持ってい

かに現実味を帯びてきてい

されました。

るのです（第二バチカン公

ます。これらの一連の流れ

者としての良心に基づいて

参
会議「現代世界憲章」

向けての看過できない重大

7

上、憲法９条の内実
を変え、海外で武力
行使できるようにす
る今の政治の流れに、
懸念を覚えずにはい
られませんでした。
平和についてのカ

トリック教会の使命
戦後 年司教団メッ
セージに関して、な
ぜ司教団が政治的な
発言をするのかとい
う批判や、政教分離
の精神に反するので
はないかという指摘

ては、昨年のメッセージの

さらに、教会の権威者は

な懸念を表明せざるを得ま

に、わたしたちは、将来に
政治についても、信仰と道

照）。

徳に関することであれば、

さらに、政府は改憲に向

せん。
必要に応じ、適宜、教えと

けた作業の中で、「緊急事

4

幸い～ 今こそ
平和を」 を、

武力によらない
もう一度読んで
くださるよう、
お願いしたいと
思います。
その際、 以
下の説明を参考
にしてください。
安全保障関

連法に関する日
本の司教団のこ
れまでの声明
日本の司教団
安倍内閣が集団的自衛権の

最初の段落で、「教会は人

があります。これらについ

行使を容認する閣議決定を

間のいのちと尊厳に関する
ク司教協議会の常任司教委 問題に沈黙できない」と述
カトリック教会は、特定

員会名で 月 日に抗議声 べました。
明を発表しました。

見解を表明する義務と権利

ています。

を有するのです（同 参照 、 態条項」を新設しようとし
教会法７４７条第２項）。

松浦司教を囲んでの懇談会

70

憲法の基本理念に抵触し 、 の政治的立場に立つもので

75

70

軍備増強と武力行使への歯 はありません。ただ、司教

松山で松浦司教が講演

25

行なったとき、日本カトリッ

は、 ２０１４年 月 日に

戦争へ導く危険な安保関連法

年近 団には、最近の日本の政治

in

7

止めを失わせ、戦後

危機に直面する平和憲法

11

2

2

3

3

3
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２０１６年７月１０日（第１７３号）

カトリック高松教区
１

聖母被昇天修道会

高松修道院

生きるかを共に祈り探して
いくために行われています。
また ・ギリスから引き
継いで「生活の中で祈る」
という祈りの会や幼稚園の
保護者のための聖書の集い、
卒園生のための「マリアの
子ども会」も昨年より再開
されました。
また病院訪問、刑務所の
訪問なども桜町の皆様方の
ご協力を得て、 ・エンシー
ナが担当しています。
幼稚園では、昨年、給食

うという神の働きが、今と

昨年 月 日、無原罪の

も、めいめいが自分の力に

応じて旅をしなければなり

ません。巡礼は一人ひとり

ものは天でもつながれ、あ

なた 方が 地 上で

解く もの は 天で

も解 か れ る 」 と

述べ られ て いる

ことを私達は知っ

てい ま す 。 そ れ

て、 教 区 内 の

らを 考え 合 わせ

つの メイ ン 教会

を巡 る こ と が 、

今年 ほど 大 きな

チャ ン ス は な い

と考えるに至り、桜町教会

の皆さんに呼び掛け、沢山

の方のご賛同が得られてい

多田東 臣

ることを御報告いたします

桜町教 会

高山右近の
降りていく
生き方を学ぶ

教区修道女連盟総会

高松教区修道女連盟総会

ところには、必ず教会が生

でもありました。」（バリ

した。それは長い殉教生活

の奉献は信仰によるもので

「右近の大変な苦労とそ

いく生き方を選んだのです。

され流浪の身として降りて

関わらず、信仰故に、追放

たる前途が開けていたにも

ります。しかし右近は揚々

は放っておけない人物と映

近は時の為政者たちの目に

フロイス『日本史』）とい

まれています。」（ルイス・

聖母の祝日に始められた特

行為であり、位階によって
いう時に最も素晴らしい恵

別聖年はおよそ半年が経過

そ
"うか、聖書の中の神様 る門を通り、赦しの秘蹟を
の捉え方はこれが正しいの 受けるならば、全免償が与

秩序立てられている神の民
みの場を与え、また神の民
した。

わしめたことによって、右

の行為であって、全教会に
が、神の子キリストを通し

私は最初この特別聖年の

お近くに呼んで下さってい 「あなた方が地上でつなぐ

か と
"思わされるところがい えられることも述べられて
たるところで見つかる。こ いました。

とっても、地方教会にとっ
て父である神に捧げる最も

ことをよく理解していなかっ

そして神父様の訪問、信者さん

聖書で使徒たちに対して

ても、また信者一人ひとり
素晴らしい礼拝の場なので

れほどまでに神様は人を、

にとっても、キリスト者の

たのかという思いである。
の聖年のために教皇フラ

たけれど、今年の初め、そ

ですから、私たち神の民

ンシスコが書かれた「イ

す。

実に、ミサの中にキリス
の中で、司祭はミサを適切

全生活の中心である。
トに於いて世を聖とされる

エス・キリスト、父のい
つくしみのみ顔」という

に司式し、私たち信者は意

た人々が、神の子キリスト

小冊子を読んで強い衝撃

神の働きの頂点があり、ま
によって父に捧げる礼拝の

副題として、いつくしみ

と大きな喜びを感じた。

そして、他の聖なる行為

の特別聖年公布の大勅書、

頂点がある。
とキリスト者の生活のすべ

と書かれている。まさに

亡くなった方々への感謝の祈り。

徒と共に寄宿生活でした。

がそれぞれの人生を通して

や引揚者などが多く入植してい のです。

棟を建設し、自園の給食を
ての行いはミサに結ばれ、

大勅書というべき内容だ

クへ行くように勧められました。す。

園児たちに提供しています。

ミサから流れ出、ミサに向

た。戦時中、独身教師たちは生

歩む旅路を表すイコンだか

をと当時、既に戦災にあった人々 の中に忠美さんの健寿を祈るも

少し独特な言い回しがあっ

時の祈りは貴重な幸せな時間。

らです。」と書かれていま

終戦後、ご主人はリュック一 はなく、だれもが目指すキリス

たりして、ときおり注釈が

そして奉職することになりまし

した。

そして巡礼によって聖な

つ背負い帰国。勤めるより「農」 ト者としての生活です。微笑み

た旧約との関連において、

一言でその内容は言い
表せないが、あえて言えば " 小冊子には、「各地の聖
なる扉にたどり着くために

特別聖年 教皇勅書を読んで

教会で洗礼を受け、結婚後、ご りで一日を終えるといううらや

欲しい時がある。しかしこ

に、心してこのことを実行でき

幼稚園は来年 周年を迎

な日々を送っています。

の小冊子には全くそれがな

カトリックが本筋なのでカトリッ ますようにと思っているそうで

えます。未来の希望である

相談、答えは「明るく接して、

い。じっくり読めばそれが

の方は聖公会に行っているが、

ものでございます。

現在は「ゆうわ渭南」へ入居

し、交代で訪れる家族と穏やか

高松教区の当時の

不安があったため少し時間を

いただき教育者であった叔父に

聖書の副読本 だ
"と感じた。
聖書には訳者によって、ま

と思った。

教師の採用のための面会でした。ました。

んと始めから教会の聖堂の

午後からオリーブ園のな

は力説されました。

いるのです」と古巣神父様

会に光を差し出そうとして

近も教会をはじめ日本の社

のいま福者に加えられる右

なることです。４００年後

に耳を傾け、その協力者と

働く聖霊のささやきに静か

復し、人々の呻きに応えて

傷みかけた教会や世界を修

割ははっきりしています。

「昔も今も聖人たちの役

年フィリピン年報）

オ・デ・レデスマ１６１５

4

見える世界から次第に信仰

の世界へと向かわせ、また

茶の湯を潜心と祈りの場と

し、特に慈善事業に心を配

りました。「右近殿の模範

的で質素な生活は、人々を

Ｓ・丹下令子

聖ドミニコ宣教修道女会

した。

ごミサに与ることが出来ま

気のオラトリオに移動して

しく落ち着いて祈れる雰囲

と研修会が６月 日、小豆 つもりで建立されたかのよ
島土庄教会で開かれました。 うな、ステンドグラスの美

（マタイ 章）と、右近を

ら、 何 の得 が あろ う か 」

も、自分のいのちを失った

「人は全世界を手に入れて

と宿った出会いの神秘は、

ロレンソ了斎、高山右近へ

フランシスコ・ザビエル、

イグナチオ・ロヨラから

父様に講話を頂きました。

について造詣の深い古巣神

みに生きた高山右近の霊性」

総会に続いて「神の慈し

18

かって秩序付けられている」

の勧めで、土佐清水へ帰って来

そのまま伝わってくる。

喜んでいただけるように」を旨

また年の黙想（８日間）

たが、3年後に亡くなり、家族

ませんかと言われ面会、欠員の

教区長、田中英吉司

ご主人は病院を転々とされまし

知の盲唖学校の校長に会ってみ

教様からのお招きを

に、受け持ちの女先生から、高

いただき、私たちが

高知市内に住み、病気がちの

ここ、多肥下町に修道院を

若い頃、補修科を卒業した時

開設したのは１９６６年９

に より 1 9 が、教師という仕事が、生活の

年前のこ

業で大変な苦労だったようです

月、今から丁度

ご主人にとっては慣れない農

中神父様

とでした。

られた田

今年は高松修道院創立 周

職しました。

年をを迎えます。これは、

た忠美さんは採用され、長年奉

司教にな

何よりも司教様方、神父様

０周年をお祝いいたします。

創立者の精神を更に深める

会で後に

方、桜町の信徒の皆様方の

私たちはこの記念の年を

よう学び、み国のために働

校ができ、教員免許をもってい

は大きなお恵みの時として 子どもたちのために、また
昨年 月の待降節から、 と。
識して、行動的にミサに参
保護者の皆様方のために一 各地区・ブロックで新しい
いただいています。
ただ何となく読み飛ばし
加し、奉仕することの重要
１９６７年４月、 名の 層、祈り、子どもたちの幸 「ローマ・ミサ典礼書の総 てしまっているのかもしれ
性を心に留めることを心に
園児でマリア幼稚園が開園 せを願ってさらに努めてま 則」に基づく変更箇所につ ませんが、実にミサは「キ
留めたいと願わずにはいら
されました。何もないとこ いりたいと存じます。皆様 いての学びと実践に励んで リ ス ト の 行 為 」 で あ り 、
れません。
ろから始まり、保護者の方々 方のお祈りとご協力を切に 参りました。
「神の民の行為」であり、
もし、この「ローマ・ミ
は本当によく助けてくださ お願い申し上げます。
カトリック教会は「ロー ここに、ミサの基本的な特
サ典礼書の総則」を 手 に 入
さらに、来年２０１７年 マ・ミサ典礼書の総則」の 徴があります。
いました。
れることが出来るようで
ですから、ミサは御子キ
１９８１年には「マリア は創立者聖マリ・ウージェ 冒頭で、ミサの素晴らしさ
したら、 是非、 手に取っ
の家」が建てられ、障害を ニーとその協力者 ・テレー を次のように教えています 。 リストをこの世に派遣し、
て読むことをお勧めしま
ズ・エマヌエルの生誕２０ 「ミサ祭儀は、キリストの キリストにおいて人類を救
す。
まのもと、多くの、ボラン

所となり、カンバラ神父さ

いて行きたいと願っており

江ノ口教

もっておられる方々の集会

力の賜物と深く感謝申し上
迎えるに際して、世界 ヶ

り」（朝の祈り、読書、昼 、 現在は中山様が「綾の家」

ミサを中心に、「教会の祈
として多くの方のためにお

ます。

のための設備が必要となり、子

沢山のお祈りと多大なご協
げます。本当に、ありがと
ティ アの皆様方によっ て

国の姉妹たちと心を合わせ、

うございました。
「さわやか会」の集いが毎

晩の祈り、寝る前の祈り）
働きになっておられ、鈴木

私 たちの 生活 は、 毎 日の

が共同で唱えられ、午後に
様を初め、信徒の

いました。折々の話の中で、そ

高松教区典礼委員長 谷口広海
８才です。供たちのために下川口小学校分

司教座聖堂の聖年の扉を潜って

納得させます。右近がいる

心一つにミサの中

宮崎律子

中村教会

た下川口開拓地へ入植しました。

月、行われていました。

は聖体礼拝の時間が３時か
・島田も協

７月で９

教区内巡礼のチャンス

お歳98歳、祈りで始まり、祈
彼女に代母をお願いし、江ノ口

方、
力して、有意義な

詩篇に「言葉と思いが神様に

玄関先に勢ぞろい

ら晩の祈りまで、行われて
います。（ミサのために毎
集まりが行われて
います。

れ、創立者の心を

ましい日常です。本来は年齢で

主人も洗礼を授かりました。

ご本人の弁では「朝夕毎の１
導いてあげれば良いのでは」と。

35
シスター方の宣教拠点である高松修道院着

8

その方の生き方に感銘を受けて

Sr

12

す」と。
が、キリスト教の信者さんで、

朝司教館からおいでくださ
る神父様に感謝！）

また、修道院で
はＡ・Ｔ（

そ して、 朝 の念 祷は ミサ
の前に４５分、午後には各

Assum

自３０分の聖体礼拝の時間

）
ption Together
聖母被昇天友の会

でお祈りすることが出来ま
こ こに、 私 たち は日 々の

学び、現代社会に

が毎月１回、開か

活動の源泉を見い出し、周

おいて、創立者の

す。

りの人々や苦しんでいる人々

助けとなったという話です。
44年12月10日受洗。

Sr

霊性をどのように

入植者が増えると当然、人々

開設50周年を迎え感謝
のために、共にお祈りする

16

の訪問、すべてに感謝の日々で
その女性教師のなかのお一人

Sr

50

Sr

典礼ひとくち解説 その２
「ミサは最も素晴らしい恵みの場」
今年の

46

(25)
11

上 岡 忠 美 さん
中村教 会

50

『典礼奉仕』のために
98歳 老後を祈りのうちに

ひと

50
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カトリック高松教区

「神のいつくしみ」で分かち合い
大阪教会管区は去る６月 日（金）に、いつくしみの大聖年・司祭の聖年の集いを大

に、基調講話と、 の分科会に分かれて、司牧現場における神のいつくしみの体験や個人

くしみをより明確に示すしるし」となるための相応しい道を探るための手助けとなるよう

５０名ほどが集まり、司牧者一人ひとりが個人として、共同体として、この世界で「いつ

阪梅田サクラ・ファミリア教会において開催した。大阪教会管区５教区から司祭・助祭１

10

的ないつくしみ理解等について分かち合った。その際の分かち合いの 内容 を 、 わたした

付けられている雰囲気があ
自分を認めることからいつ

こと。何もできないという

大阪 教会管区の 司 祭 ら １ ５ ０ 人

る。
くしみを感じる。
く、「神のいつくしみの業
かができるのではないか。

裸ではかわいそう。打ちの
を取っ払うようなニュ
★乾いているとの信徒の言

に巻き込まれる」ことで何

アンス。 徹底して相

めされた人への共感。限界

わいそう。神のいつくしみ 。 ★自ら成し遂げるのではな

★アダムが一人だけではか

ちの聖年理解のヒントと な る
よう抜粋する。
★責任者になって打ち砕か
れ、苦しい、貧しいと感じ
た時に「主よあわれみたま
え」という祈りがよく出て
きた。
★司 祭生活 年、神のいつ
くしみ以外に無い。
★司祭 は神のあわれ
みのイコン（イメー
ジ）でも自分を見る
と違ってくる。
★司祭が いることを
通して神の恵みが伝
わればと思う。
★いつくしみの特別
聖年に祈るために集
まった人々の姿を通
して神のいつくしみ
を感じた。
★小教区としての秩
序を壊してまで、す
べての人を受け入れ
ようとすると秩序を
保てるのだろうか。
★毎日のミサの中で
「いつくしみ」を繰
り返し唱えるが、本
当の意味を分かって
いるのか自分を振り

いる。
★９・

以来閉ざされた世

伝わるいつくしみを考えて

る。お母さんから子どもに

歌を一緒に歌い、伝えてい

ラスを行っていて、聖年の

★幼稚園の保護者の方とコー

ことになることも。

「いつくしみ」とぶつかる

の要素もあるが、 それは

返る。教会においては管理

い教会も閉ざされた教会に
なってきているのではない

★壁を作る人はキリスト者

くしみ」。

立たせてくれるのが「いつ

との関わりの大切さを再認

しいが、司祭としての信徒

りに気付かされ、とても忙

葉から、信徒の人との関わ

じることができる。

に降り注いでいることを感

して神のいつくしみが自分

大切にすること。それを通

れは自分を振り返る時間を

何もしない努力も必要。そ

ないように思う。そこが日

のことに触れたい文化では

そもそも日本の文化が他人

と違って日本は見えない。

話したら分かるけど、他国

かなか苦しみが見えない。

いものが多い。日本ではな

つくしみのあるひと。
識し、充実している。
★何かをする努力ではなく 、 ★見ようとしないと見えな

ではない。壁を壊す人がい

なければという思いを沸き

りの尊厳をもっと大切にし

会の中で、 一人ひと

★格差社会、 競争社

る。

関わる。 無限に関わ

スはと ことん 相手 に

ず相手がいる。 イエ

★いつ くしみ には 必

がいつくしみ

★心を痛める、 これ

れる。

はそれ をつな げて く

あるが、 いつくしみ

ラバラ になる こと が

我々は その三 つが バ

つくしみ」に繋がる。

言葉、 行い」 が「 い

せてくれる。「思い、

ような 向かい 方に さ

★人を 人らし くそ の

に」のニュアンス。

手に向き合う。 「 共

「赦せる人は傷つける人より強い」
「試 練 の中で神は愛してくれた」
★キリストの傷跡から見る

★未洗者の結婚、離婚を経

本の難しさではないか。
★いつくしみは、人を助け

アをしている。

ちを教えるなどのボランティ

るだけでなく、人を育てる

いている」が印象に残った 。

験。愛と赦しは教会に必要

我々司祭も傷ついている。

★教皇の言葉「人類は傷つ

の影響を考えた。イエスの
なかなか司祭同士で分かち

意味があると思う。

いつくしみとパワーとの対
合えない。家庭訪問も難し

★男性、司祭というパワー

比。司祭のパワハラ。その

ましょうと呼びかけたくて

い。病人のために共に祈り
も、様々な事情で公にでき

★～すべきだとか、～は良
くない、ということばかり

★現代はこれまでのどの時

縛られている。色々規則が

代にもまして、いつくしみ

あって自由にできない。

が悪霊も働く。こ

をもって悪と戦う必要があ

★すべてを失っても神のい

れに対して投げか

る。ガンジー「赦しは強者

つくしみは残るはず。

ける言葉が見つか

にだけできる特権」。赦せ

★神が愛する社会であると

らない。パワー不

る人は傷つけた相手より強

いう確信を自分が持ってい

足。でも教会は安

いということ。

★悪霊の存在を感じる。ヘ

全地帯でもある。

イトスピーチ、死ね、返事

わたしの隣人になっ

★ルワンダの内戦を生き延

ないという気付きがあった 。

てくれるのかと試

をしろ。いつくしみも働く

葉は聞いたことがなかった 。 ないことがある。悪の力に

で「いつくしみ」という言

構造、反省させられる。

である。

験し、神のいつくしみを体

エルサ
されている。 To bびた少女の体験。家族を殺

ることはごめんだ

ルを１ミリも下げ

いるとき、欠点が多い自分

★ミサを始め秘跡を行って

平安が与えられた。

。 した相手に発した言葉「赦
eではなく To do
★自分の生活レベ します」。神から来る心の

という感じ。だか

さっていることにいつくし

にも関わらず、任せてくだ
誰もいかないとこ

★危険な宣教地や自分の全

みを感じる。

ら目を閉じると、
ろにカト リッ クの

れて神に助けを求めた。し

聞き取ろうとする 。 く知らない宣教地に派遣さ

人は行く 。 叫 びを
赦しの秘 跡、 司祭

りも難しい試練の中で付き

のパワー ではない 。 かし、神は現状を変えるよ
人として のパワ ー

しい」とイメージしがちだ

★神のいつくしみは「お優
が、「罪と罰」という問題

添い、愛してくれた。
繋がる。十字架は苦しみの

祭と し て の喜 び に
シンボルであり、喜びのシ

を考えないと神のいつくし

でもない 。 深 い司

ンボルである。

るのはいかが。病者、信徒

に何時間かアルバイトをす

へコミットするために、週

★日本は豊かな国、「社会」

て来たか。

神のいつくしみはどう働い

自分の生涯を振り返って、

いつくしみ。

を赦される「真剣な」神の

御子の死もってしてまで人

とさない神のいつくしみ。

んなに憎んでも、地獄へ落

ら人間が罪を犯しても、ど

に背負わせて赦した。いく

罪を嫌うが、すべてを御子

★エンディングノートなど 、 みは意味をなさない。神は

の訪問を大事にしている。
教会の外の団体で子どもた

3

13

か。防犯カメラが抵抗なく

神のいつくしみついて分かち合う司祭団

50

界になってきた。それに伴

11
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カトリック高松教区
３

今も聞こえる優しいお声

て突然やってきました。

故トマス・マヘル神父しのぶ
４月 日、私は高知の中
村に住む岡本伸二さんから
通のハガキを受け取りま
した。
手にしたハガキには、イ
ンドネシアのジャカルタの
風景が映っていました。空
も海もダークブルーの重々
しい風景の中に古びた一葉
の船が漂う写真でした。
「まさか」。私は急いでそ
思えば神父の晩年は老い

す。よくいらっしゃいまし
た」あの日、四万十川のひ
とり旅に出た私は、駅の近
くで小さな教会を見つけ、
そこで神父に出会いました 。

あの時の優しい声が今も耳

に残っています。そしてあ

の日紹介されたのが岡本伸

二さんでした。
歳で買った自慢の愛車が

カメラがロングになると

四万十川の小道を走ってい

ます。辺りは菜の花でいっ

ぱいです。ゆっくりカメラ

が近づくと得意気にハンド

ルを握る神父の横には、岡
本伸二さんがいました。
彼は得意な英語で神父を

“私は一人の老人を知って

外国人研修女性らが

そのような中で、最近若い
えています。 彼女たちは、

女性の共同祈願奉仕者が増

教区の新しい司教に、サン・

鳥取、島根、山口）の信者

広島教区（広島、岡山、

成門のある八幡浜市日土町
清水医院で撮影会を行いま
した。
ベトナム 名、フィリピ
ン 名計 名の方々は、早
速母国へ写真を送り、喜ん
でいただきました。
私たちのこの小さな働き
が、みことばを生きる力と
なりますように。

報

八幡浜教会 西園寺良徳

訃

場：聖カタリナ セミナーハウス（愛媛県松山市）

主

催：ワールドワイド・マリッジ・エンカウンター（ＷＷＭＥ）

に掲載して います。

連絡先は本紙１面右上部

ち しています。

も同様に受け付けたくお 待

極的、前向きな意見、記事

記事として教区における積

を募集しています。又個人

周知したい広告や報告記事

講演会や行事等、皆さんに

ロックあるいは小教区での

高松教区報では地区・ブ

投稿記事募集中

Tel: (0896) 74-8753

和装を楽しむ会
かつて西予市三瓶町の精肉
加工工場にベトナムから研
修生として勤めている方々
です。
日本語での片言の会話が
でき、 ミサの後には信者の

スルピス司祭会所属、 日本

数は聖職者と修道者を含め

強・静枝（新居浜教会）

いる

八幡浜教 会

年に小教区は
年

年に聖

方々にベトナムカレー を振
る舞っ て下さるなど、 活発
な信者交流を行っています 。
月末で母国に

そのような中、 そのうち
のお一人が

帰国されることになり、 彼
女の希望で和装を楽しむ会
を催すことになりました。
折しも、５月９
日は、 Ｍａｙ を「メイク」とよ
む「メイクの日」
です。そこで、５
月８日（日）、天
気に恵まれて、準
備が整い、松山か
ら司式に訪れてい
る稲毛師も合流し
て撮影会を行いま
した。
和装は、八幡浜
の 人の徒者の婦
人達が、和服の準
備から着付けまで
を担当し、古い御

白浜被選司教は広島教区の

教区に昇格してからの司教

カトリック神学院院長のア

て２万９４６人、司祭 人、

めにどうぞお祈りください。

Tel: (087) 874-8892

鈴木

彼はいつも重荷を負ってい
たが、決して労苦から逃れ
カトリッ ク八幡浜教会
昭和

は、 南予の小さな共同体で
す。
創設され、 小教区創立
になります。昭和
年目にな

さを示していた。
も他の共同体同様、 受洗者
私たちはやがていつかは老 も少なく、若者が少なくなっ
い疲れる。
て、 月に 回は集会祭儀を
どうか私たちの声がだんだ 行っています。
んと柔らかになり 私たち
の顔立ちが平和を告げるも
のとなるようにと、祈らせ
てください ”
わたしは沈黙の祈りのう
ちに、この老人と、イエス
と共に年を重ねたトマス神
父を重ねていました。
先日、岡本伸二さんから
手紙が来ました。

白浜満神父広島教区司教に

ランシスコは、 司教空位と

としては 人目となります。

レキシオ白浜満神父（ 歳）

歳でし た。

（２０１５年 月末現在） 。 月 日 火
( 未
) 明、 急性心
筋梗塞のため帰天さ れまし

２ ０ ３ 人 が 働 い て い ま す フ 三末 篤 實名 誉 司 教 は、

広島教区元教区長 ヨゼ

教区長として歴代 人目、 ヨゼフ三末篤實名誉司教

なっ ていたカトリック広島

月 日（火）、 教皇フ

ちょっと覗いてみませんか！

司教様の永遠の安 息のた

白浜被選司教の叙階式の た。
日程は、おって発表されま
す。

熊本地震へ支援を

Ｔ Ｓ Ｃ で は 当面の支援を

左記、 福岡教区の支援窓口

と、 カリタスジャ パン、

「熊本地震」 緊急募金受け

付け窓口へ直接に、 個人あ

るいは団体での寄付をお願

いしています。

福岡教区

福岡中央銀行 平
(尾支店 )
口座番号・ 普
(通 １
)０

加入者名・宗教法人カ

７６２０ ６

宮原良治

トリッ ク福岡司 教区

代表役員

送信者 の名 前のあ と に

「 クマモトジシンシエン

キン」と書いてください。

カリタスジャパン

郵便振替番号００１７０ -

５ ９
-５９７９
加入者名・宗教法人カト

リッ ク中央協議会 カリ

通信欄に、「熊本地震」

タスジャパン

とご明記ください。

Ｔ Ｓ Ｃ 高松教区サポートセンター

東日本大震災大船渡支援

日 分と し て）

献 金 入金 報告 含
(お米券 )

（ ３月 ８ 日～ ６ 月

日 現 在）

万 ７ ８９ ５ 円

累 計 （６ 月

１ 千 ６９ ８ 万６ ８ ７円

編集後記

高山右近の列福式が正式

に決定しました。 教皇 様

りましたが、 訪日はあ り

の来日への大きな期待もあ

ません。 いずれにして も

地元、大阪教区はスケジュー

式の準備の目処が立ち、

ルを確定することが出来て、

まずはスター ト点を確 立

できたようです。 また 広

白浜満司教が誕生しました。

島教区には新教区長として

日本の教会にとっての大きな

)

喜びです。共にお祝いし、

大いに喜びましょう (

高知聖母幼稚園
海の星幼稚園

ようとはしなかった。
私は彼の静かな面差しを思
い浮かべる。
多くの孤独の道を知ってい
たであろう彼を。
彼の人生は険しく、乏しかっ
堂は建築され、
りました。

23

けれども彼の声の響きはや
昭和 年頃には 名の信者
わらかで辛辣さのない優し がいましたが、 八幡浜教会

た。

68
86

を任命すると発表しました 。 助祭 人、修道士・修道女

時：2016年9月16日（金）夜8時～9月18日（日）夕方
日

鳴門聖母幼稚園
阿南聖母幼稚園

聖ドミニコ宣教修道女会

Tel: (087) 724-2740

敏男・すみ子（桜町教会）

FAX 087-823-0431

9

私たちは、自分を創造しようとするこどもを
まなび、護りましょう

神を観想し、
その実りを人々に伝えよ

二朗・京子（丸亀教会）

立浪

願い致します。番町教会広報部

30

どうぞお気軽にお問い合わせください。

から戦前の写真や教会報等をお持ちの方の協力をお

20

司祭・修道者・片方が未洗者のご夫婦も、参加は可能です。

ための資料収集を計画しています。特に、創立当初

30

四国コミュニティＭＥ公式ホームページ http://www.wwme.jp

番町教会は2022年、創立100周年を迎えます。その

Marriage Encounter Weekend
4

5

会

資料提供へのお願い

のハガキを裏返すとそれは
と共にやってくる病気との

助け、神父が元気な時も病

春 雨ふるそぶ季節と
なりました。
お変わりございませんか。
マヘル神父様が帰天され
て 日が過ぎました。
楽しかった思い出が走馬
灯のように頭の中を巡っ
ております。
気さくで優しいお人柄に、
いつも癒されておりまし
た。寂しい限りです。
何時かお会い出来る機会
がありましたら、神父様
の思い出を語りたいです
ね。
お身体ご自愛ください。
「私は本当に幸せだったよ。
トマス・マヘル神父の優し
い声がきこえてきます。
友成やえ

4

トマス・マヘル神父の死の
根競べでした。どんなに苦

と、その時突然、私の頭に

ないほどいっぱいあります 。 ありがとう。」

クロースの袋にも入り切れ

私たちの思い出はサンタ

届けたのです。

大きな手の中に神父を送り

「よし」とされた神さまの

添い、支え励まし、そして

しい時もグチひとついわず 、 気の時もずっと神父に寄り
従順に柔和な心で全てを受
け入れ、神父の毎日の生活
の中にはいつも神さまがい
ました。
今、私の中で古い映写機
が回り始めました。トマス
神父の優しい笑顔がクロー
ズアップされ、バックに神

ヴィオラ・レソヴァル（フィ
ンランド）の詩が浮かびま

56

知らせでした。

若葉萌え出ずる候となり
ました。
今日は悲しい知らせをしな
ければなりません。
日、マヘル神父様が闘病
の甲斐もなく帰天されまし
た。 日、 時に通夜、
日 時から葬儀です。
とり急ぎお知らせ申し上げ
ます。

父の大好きだったジャズが
こうして、トマス・マヘ 流れています。

した。

2

須山

☏087-823-0430

7

12
1

8

79
54

マリッジ・エンカウンター・ウィークエンド
28

6

憧れの和服に身を包む参加者

29

28

1

80

6

マヘル神父と談笑する岡本氏（右）

教区スケジュール
ル神父の死は静かに、そし 「私はトマス神父と申しま

J

6

75

17

18

2

12

10

7月
10日（日）年間第15主日
16日（土）10：00司祭評議会 13：30諸委員会委員長・諸活
動団体長の集い
17日（日）年間第16主日
18日（月）海の日
24日（日）年間第17主日
25日（月）聖ヤコブ使徒 祝 「WYDinポーランド・クラクフ
大会」（～31）
26日（火）聖マリアの両親・聖ヨアキムと聖アンナ 記
31日（日）年間第18主日
8月
6日（土）主の変容 祝 広島平和記念日 日本カトリック
平和旬間（～15日）
7日（日）年間第19主日 立秋
11日（木）山の日 聖クララおとめ 記
12日（金）下田武雄師命日（5周忌）
14日（日）年間第20主日
15日（月）†聖母被昇天 祭 終戦記念日
21日（日）年間第21主日
22日（月）天の元后聖マリア 記
24日（水）聖バルトロマイ使徒 祝
27日（土）聖モニカ 記 佐々木光雄師命日
28日（日）年間第22主日

19

1

16

10

４
２０１６年５月１０日（第１７３号）

カトリック高松教区

