高松教区報

たちのために、命を
捧げて下さいました。
ですから、わたし
たちも、自分にとっ
ていちばんたいせつ

したちを愛してくだ
さったように、互い
に愛し合いなさい。
イエス様は、わたし

イエス様が、わた

マザー・テレサの言葉

カトリック

箇条
いでした。
ナハ（ ここはバッ ハの町で
たその場を訪れると、 不思

同じようにルター の生き

ると言われています。

テルアワーに携わっ てこら あり、 テレマンの勤めた町
議とルター の人柄が伝わっ

ラテン学校に通っ たアイゼ

「 ル ター 宗 教改 革 ５０ ０ 年」 巡 礼に 参 加し て
今年は、 ルターの

でもあります）、ルターの

ルーテル教会で長らくルー

目に当たります。 ルターが
れた有木牧師を団長に、

の提題提示から、 ５００年
カトリック教会と袂を分かっ
教改革と呼ばれている分裂

た１５００年代の歴史上宗
りの地を巡礼してきました 。 た修道院がある町エアフル

名の巡礼団で、 ルターゆか
学んだ大学やルター が入っ
にし、ゆっくりとした変化

時に、ルター は伝統を大切

てくるようです。 それと同

巡礼の道筋は、 前半は当
ト、 そしてルター が教えた

状況から、 ルー テル教会と
を求めた事が、有木団長の

時の庶民の信仰心と大司教

大学のあるヴィッ テンブル

年の年

カトリッ ク教会は

との協議の場所といわれる
ら匿われ聖書をドイツ語に

典礼はカトリックに似てい

例えば、 ルー テル教会の

〈 贖罪符にま つわる話〉

翻訳したヴァルトブルグ城

していること、暴力を嫌っ

ること、 聖人聖女を大切に

その他、 人々の生活を現

ていたことなどを、 肌で感
また、 マインツの大聖堂

す指ぬき博物館、 ライン下
いといわれるユダヤ人の迫

では、贖罪符に関して、当

じた時でもありました。

害を心に留めたシャ ガー ル

り、 ドイツではここしかな

なども訪れました。

マー ルブルグ、 身の危険か

いました。

解説一つ一つににじみ出て

などのあり方を、 感じるド

箇条 のゆかりの地 〉

イツの旅でした。
〈
彫刻師リー メンシュナイ

ダーの「心を抉る祭壇・聖
箇条の

血祭壇と聖母マリアの祭壇」

を訪れ、その後、

提題の送り先（ ヴィッ テン
ブルグの城教会に貼り出し
たというのは、 現在疑問視

シッ ク建設として最大のケ

れるアー ヘンの大聖堂、 ゴ

帝などの帝国の聖堂といわ

マインツ大聖堂、カール大

大司教のカテドラルである

の大司教の宮殿アウグスブ

ヒト・フォン・

時のアルブレ

ユダヤ人迫害にも利用された

ルタ ー の生 き た時 代 ・ 場 所を 歩 く

されている） 、マインツの

また、ツヴィ ングリなど

グを訪れました。

月をかけて対話を続けてき

ました。
２０１３年には「 争いか
ら交わりへ」 の一致に関す
る文章を掲げ、 今までは対
立点を強調してきた両教会

日に

が、 一致への思いを込めて
月

動き始めています。
日本でも今年
長崎のカトリッ ク浦上教会
で、 両教会の合同の記念式
典が計画されています。
そのような状況の中で、
私は日本で唯一の（ 日本聖

神戸バイブルハウス主催の

エキュメニカルな常設機関 、 ルン大聖堂、 そしてケルン

書協会の渡部総主事による）
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ルグ城、 等を訪れ、 豪華絢

ブランデンブ
ルグ大司教の
肖像の首に２
つのパリウム
（教皇と大司
教の権威のし
るしの首飾り）

となっ ていっ たということ

ばっちりが、 贖罪符の販売

されました。 そのお金のと

手に入れました」と、説明

たもの

が建て

騎士団

ドイツ

ります。

というわけです。

違うということを経験した

いによって、見え方が全く

りと見たことで、視点の違

罪の赦しは神からですが 、 で、 ケ

いてもまた、 私に糸が紡が

におけるユダヤ人迫害につ

ないと思っ ていた、ドイツ

今回、ルター とは関わり

です。
ルン の

宗教改革によって明らか

大聖堂

にされたイエス・キリスト

その償いの一つの方法とし

ルとなっ

て教会財政に援助するとい

たと言

の福音を、 ユダヤ人がなぜ

れた思いです。

ところがこの贖罪符の販

信じないのかと批判するル

のモデ

売を一手に引き受けた修道

われ 、

ター の口調が、 ４００年を

う習わしがありました。

者が、「 金貨がチャ リンと

最古の

また「なぜ大司教が、豪
華なお城を持っ ているので

のことでした。

その財産収入が目的化さ

れ、 司教も修道院長も領地

不在のことが多く、 そのた

めに教会や修道院の質が落

ちてしまい、 人々が憂慮し

ていた状況であったことが 、

ルターの時代の社会状況だっ

たわけです。

また一つ、 私にとって大

きな気づきがありました。

ロー テンブルグのヤコブ教

会で、リーメンシュナイダー

の「聖血の祭壇」 を見学し

たときです。

年前のツ

ヤコブ教会を見るなり、

母とおとずれた

アーを思い出しました。と

ころが、 聖血の祭壇には覚

えがないのです。

その折のロー テンブルグ

に関しての私にとっ て一番

印象的に残っていたものは、

中世犯罪博物館だっ たので

す。その時は、ルーテルの

教会ということで、 聖堂の

中味もさらっ と見学したの

だなあと、思い出しました、

しかし今回はルター とい

ん。

松浦信行

桜町教会担当司祭

醐味だっ たのかもしれませ

して織りなされる巡礼の醍

私と現実とをつなぐ体験と

歴史的な場に佇むことが、

は自分が経験したことと、

「 糸を紡ぐこと」、 それ

るようにと深く祈りました 。

致へと向かわせる本質であ

人間性を指し示し、 また一

が人々の幸せを剥奪する非

空気の中で、 その青は戦争

ちらもその空間が青に映る

る新教会での礼拝の時、 ど

ヴィ ルヘルム教会の隣にあ

礼拝の時、あるいはカイザー・

聖シュテファ ン教会での

〈青の中で一致を祈る〉

利用されてしまいました。

経てのち、 ナチスによっ て

ドイツ
ゴシ ッ

鳴ると魂が一つ天に昇る」

と尋ねられて、 バラの花を

としていた時代があっ たと

などと言って、自動販売機
化させたわけです。

の一つ
といわ

ク建設
という話を聞くにつれ、 個

ます。

れてい

当時のスペインの大司教

人的な欲が歴史を変えてい

が、贖罪符の販売を断っ た

く姿をそこに見る思いにな

を、と思っていたところ、

なぜドイツ騎士団が聖堂
ドイツにはテンプル騎士団

りました。
マー ルブルグやヴァルト

（ダビンチコー ドに出てき

ブルグ城では、 わたしたち
日本でハンガリー のエリザ

ます）、聖ヨハネ騎士団、
３大騎士団修道会（ エルサ

そしてドイツ騎士団という
レム巡礼の護衛から、 騎士

ベト（ドイツではチュー リ
れています） といわれる聖

の役目も担うことになっ た

ンゲンのエリザベトといわ
人がとても敬われているこ

私にとっても、 身近なもの

遠い騎士団ということばが

聖堂を建てたことが判り、

の産物として、 エリザベト

しのための教会奉仕の一つ

受けたため、 彼自身その赦

弟がローマ教皇から破門を

であっ たエリザベトの義兄

このドイツ騎士団の団長

修道会）があります。

とにびっくりしました。

貧しい人にパンを持っ て

〈 聖エリ ザベトを尊 敬〉
行こうとするとき、 ご主人

持っていますと嘘を言っ た

〈 大司教は城持 ち城主〉

教会を支えるエリザベト像 となりました。

サン・ピエトロの補修のた

すか」 、 こう質問されたカ
トリッ クの信者の方もいま
した。 それには「 昔は大司
教は司教であるのと同時に 、
領主だったのです」と説明
がありました。

聖職者による性的虐待があれば
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巡礼に参加できたことは幸

のステンドグラスがある聖

が掛かっ ているのを見まし
た。
ガイドさんは「 普通は、

の王様に見つかり、 籠の中

めのお金を出し、 ２つめの

ところ、 中を見せてくださ

このエリザベトの聖堂が

紹介されていました。

変わっていたという奇跡が 、

中を見せるとパンがバラに

いと頼まれ、 仕方なく籠の

パリウム（ 大司教の位）を

したため、例外を作ろうと 、 に何を隠しているのですか

この大司教は、もう一つ欲

パリウムは一つなのですが、

ルターの 生 家

うテーマに基づいてじっく

（責任者・教区司教）に連絡ください。

爛な建物を巡

シュテファン教会、 ベルリ
ンの壁の跡、 ホロコー スト
慰霊碑、 戦争の傷跡を残し
たカイザー ・ヴィ ルヘルム
教会、 ポツダム会議の会場
ツェツィーリエンホーフ宮
殿なども訪れ、ルター 時代
だけではない争いから一致
への希望の場を見ることが
出来ました。
カトリッ クの聖週間の典
礼は、 ４世紀末エルサレム
を訪れたエジェ リア修道女

大司教も修道院長もその
領地から得られる禄を財産

直ちに「教区対応チーム」

りながらカト
リック教会側
の大切にして
いるものを味
わうというも
のでした。
後半はその
教会に対して 、
ルターの歩み
を、４つのル
ターの町とい
われる、ルター
の生まれ亡く
なった町アイ

がその時その場で見た、 エ

マー ルブルグの山の下にあ

カトリック中央協議会

ルターの受洗教会

50
23

95

スレーベン、

アル ブレヒト大 司教像

【子供と女性をまもる委員会】

20
ルサレムの典礼の影響があ

連絡先 087-831-6659

10

シュテファン教 会

11
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なものを差し出さな
ければなりません。

ルターの受洗教会内部・中央は受洗盤
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カトリック高松教区
１

「人間がこんなに哀しい
のに／主よ／海があまり
にも碧いのです」長崎の
遠藤周作文学館の「沈黙
の碑」に刻まれている句
です。
昔、彼の小説を読んだ
時もこの言葉にひどく心
が揺さぶられたのを思い
出します。信仰の旅路に
おいて、人々は穏やかな
生活を望んでいるにもか
かわらず、世界を見渡し
ても、身辺にも、いさか
い、争いがあり、困難や
苦しみ悲しみは絶えるこ
とがありません。
八木重吉の詩に、「す
べての／くるしみのこん
げんは／むじょうけんに
／むせいげんに／ひとを
ゆるすという／そのいち
ねんがきえうせたことだ」
とあります。
シラ書には「隣人から
受けた不正を赦せ。そう
すれば、願い求めるとき、
お前の罪は赦される。自
分の最後に心を致し、敵
意を捨てよ、滅びゆく定
めと死とを思い、掟を守
れ」とあります。
自分は死にゆく有限の
存在だと悟り、こぶしを
振り上げたりしないで、
すべては過ぎ去ると考え
て大観しなさいと言って
います。
今月は死者の月です。
死者は常に自分の人生を
見つめ直すようにと問い
かけてくれています。感
謝をこめて彼らのために
祈りましょう。
また今月は、教区民の
集いが各地区で行われま
す。 社会のニードに向
けて教会が提供できるこ
とを考える「福音マーケッ
ト」が行われます。

「社会とともに歩む教会
に向けて」司教様ととも
に手をたずさえて歩んで
参りましょう。

ヨゼフ新司祭の家訪問
ヨゼフ神父のふるさとを訪ねて
ー教区事務局長 西川康廣ー

と声を掛けたが返事はなかっ

一瞬「ここは一体どこ？」

しは疲れからかすっかり眠

家へと車を走らせた。わた

われた。「息子が司祭にな

涙を浮かべて次のように言

いた。到着ですという声に 、 約束すると、ご両親は目に

りに入り、到着まで天国に

りたいと言った時、勿論私

ヨゼフ神父を大事しますと

かり握りしめ、高松教区は

そしてご両親の手をしっ

ＶＤを鑑賞していた。村人

ち代わり中に入り、そのＤ

村人たちが入れ代わり立

返し放映されていた。

が、一日中繰り返し、繰り

ベトナムでの初ミサの様子

神父の司祭叙階式、そして

ルームにおいては、ヨゼフ

面して解放されたリビング

に滞在した２日間、道路に

た。
たちは息子の気持ちを尊重

た。

案内されるままに
し、いつでも神様にお捧げ
たちは、 ベトナムのお茶

いよいよヨゼフ神父の実

家屋に入り、家人と
する用意はできていた。

る キリ スト教

ト ナム におけ

に よ ると 、 ベ

聞く ところ

合っ ていた。

喜 びを 分かち

す すり ながら

（ ハブ茶） を

平凡な挨拶を交わし
ていた。ヨゼフ神父
が現れたので、わた
しは彼に「ここはど
こ」と再度尋ねると、
「我が家です」と返
居合わせた二人の

事あった。
老夫婦に誰であるか
の 宣教 はこの

地から始まり 、

当日は堂内ミサではなく 、

教会の広大な敷地いっぱい
埋め尽くした野外でのミサ
だった。また聖母月でもあ
り、ミサ入祭時は小教区の
楽団があって、様々な吹奏
楽器、弦楽器、打楽器等々
を元気よく演奏し、色とり
どりの幟を従え、長い行列
をなして元気よく入祭した 。

れるが、英語ができる司祭
の晩は前夜祭、これまた村

たちは英語で、日本の国と 中の人々が一堂に会し、食

ケで都はるみの『夫婦坂』

わたしも招かれ、カラオ

教会について、或いはベト 事とカラオケに興じていた。
ナムの教会の印象などにつ
いて質問して来た。
た。その後近所の家に招か

を披露した。拍手大喝采だっ
れ、これまたお茶を飲みな

あれほど荘厳で賑やかな
演奏の中で、まるでオリン
がら暫し談笑した。

ピックの入場式のような雰
囲気でのミサ入祭は初めて
ベトナム滞在最終日の朝、
わたしたちはご老人たちの

の経験だった。
更 に夕方は夕方でヨゼフ
げの修道会」で朝６時にミ

お世話をされている「お告
サを捧げた。

神父の家から歩いて５分位
のところに小教区があり、
当日のミサ説教は私が担

そこで、日本で言えば「子
どもとともに捧げるミサ」
約１５００～１６００人

した。初めて日本語の説教

があるとのことで参加した 。 当し、ヨゼフ神父が通訳を
を聞いた修道女をはじめ参
列者は、こぞって日本語の

が入る聖堂で、堂内は６０

響きに感動し、わたしが日
本人であることを忘れて、

０～７００名の子供たち、
め尽くされていた。大きな

ベトナム語で気軽に話しか

そして大人たちや楽団で埋
声で受け答えする子供たち

日本語で子供たちに少しだ 近づかれ、神の祝福に満さ 当たり「高松教区女性の会」
け日本の教会を紹介し、ヨ れて喜びの内にホームへお と、名称が新しくなったこ

くれたことは大変嬉しかっ

０１７年３月に目を向ける
と我がヨゼフ新司祭の写真
が飾られていた。
一言付け加えると、写真
はこの教会だけではなく、
村中の小教区や修道院にお
いて、幅２メートル高さ１

この言葉には頭が下がった。 の糧となれるよう福音を売
午後からは結婚式を終え り出す、そのたたき台とし

囲み、各
枚
ほど配ら

自に

れた紙片
に、問い
について
一枚の紙
のことを

にひとつ
短文で記
入し、出
し合いま
す。
誰々が困っ

問一は、
ているこ
と、助け
を必要と
している

は何を分かち合えるか、人々

か。問二は、教会・私たち

ことは何
講師は六甲教会、吉村信

も書きます。

に喜んでもらえることは何

高い方々が招待されて一緒

現状と今後のあり方をさぐ

フ新司祭の叙階式・初ミサ

た新郎新婦を迎えての披露 て福音マーケットを体験す
宴、あっちこっちから格式 ることになりました。

のグループに分かれ、机を

の声や歌声に心からの感動 けて来られる始末だった。
９月２日、松山教会にお る」について説明してくだ
を覚えた。
車椅子で移動する大勢の いて第９回女性の会・愛媛 さいました。
ミサの終わりにわたしは ご老人が祝福を求めて私に 大会が開催された。開会に
人ほどの参加者は、
90

時の写真が飾られていたの

メートル位の額縁に、ヨゼ

「早朝からご苦労様」と声 つながり、イエス様のここ
を掛けると、次の返事が返っ ろを共に生きていくのかと
てきた。「わたしたちは、 の課題が生まれ、教会がマー
このミサ２つ目です」と。 ケットとなり、社会の人々

ら誕生した歴代の司祭や司 時と続き、このミサで奉仕
信仰年より学び得たこと
教の写真が順番に並び、２ し て く れ た 侍 者 た ち に 、 が、現代社会の人々とどう

た。
前の卵）はどうしても口へ
諏訪司教様からは、今回
た が 、 村 の中
ミサ後主任司祭と一緒に 、 運ぶことが出来ず、申し訳 のテーマ「社会と共に歩む
の 一つ の大き
果物をいただきながら暫し なかったと反省。
教会に向けて・福音マーケッ
な小教区を訪ね、小教区の
談笑の時間を共にした。
因みに、ベトナムの平日 ト」になった経緯の説明が
ミサに参加することにした 。
信徒会館には、その村か の朝ミサは４時、５時、６ ありました。

サ は終 えてい

に 日曜 日のミ

ゼフ神父がベトナム語で通 帰りになった。
と、そして、女性の豊かな
に 広 まっ たと
訳してくれた。
その後、シスター方と一 力をこれからも生かしてい
のことである 。
一つ一つの言葉に、子供 緒に朝食をご馳走になり、 きましょうとの日向郁子会
私た ちは既
たちが大きな拍手を送って 行く先々で出されるゆで卵 長の呼びかけから始まりま
（バルーツゥという孵化寸 した。

ベ トナ ム全土

金祝 Sr.松本尚史、銀祝 Sr.沖野弥生、Sr.山名静子
米寿 Sr.岡林満尾、Sr.中村加代子、Sr.森脇シズエ

かを思いつくままに、何枚
とができた。

・松本尚史

の受けた使命、自分

たち救われる者には神の力

ては愚かなものですが、私

が飛び込んできまし

懐かしい「みことば」

した。

ようで、とても励まされま

うまで照らしていただいた

先日、私は修道誓願五十

とができたすべての皆様に

私は今、聖マルチン病院

での使命に従っていますが、

現在、介護保険制度は「経

出し合った紙片を問ごとに

前に行った作業結果を各グ

昼食後、再び聖堂にて午

それによって共同体はより

色々な人々がいるからで、

たが、問二の紙片が少し少

から学ぶこと教えられまし

使命を果たされたと、福音

に負けず、自由にご自分の

に出会われたが、プレッシャー

イエス様はいろいろな人

二枚の模造紙上で内容毎に

ていきます。

「何が見えてきたか」をグ

ていろんな意見が出るのは 、

吉村氏は、皆が参加し

なめに感じられました。

事柄を書き出しました。

目の紙に、その見えてきた

ループ皆で話し合い、三枚

まとめた二枚を見比べて 、 かな内容が記されていまし

三枚の模造紙に、その豊

豊かになると話されました。

（聖ドミニコ宣教修道女会員）

ます。

う努めてまいりたいと思い

た」と喜んでいただけるよ

での関わりと出会いでよかっ

利用者にも「マルチン病院

る福音宣教活動が職員にも

私たち、医療機関におけ

ています。

に優しく寄り添い介護をし

スの福音の精神でご利用者

の訪問と各専門職員がイエ

現場では、２名の神父様

あります。

様との面会時、「十字架の 済財政運営と改革の基本方
針２０１７」の施策の中に

生かされて

ベト

ループが発表しました。

同級生と西尾神父 心より御礼申し上げます。

れていました。

物」を届けに来てく 謝するとともに、出会うこ

じいさんからの贈り 修道会の恵みと憐れみに感

代わり姉達が「熊蔵 きました。改めて神さまと

私に、老いた両親に 周年を盛大に祝っていただ

若くして入会した

た。

み返していましたら 、 と話され、道のずーと向こ

ださい」とあり、読 は、愚かなものですが・・」

の中で、まとめてく まずかせるもの、異邦人に

に理解したかを自分 です」「ユダヤ人には、つ

の使徒職をどのよう

んで、パウロは自分 言葉は、滅んでいく者にとっ

「コリント書を読

Sr

分類し、見出しをつけて貼っ

中 央 ： Sr.松 本 尚 史

「福音マーケット」で宣教考える

金祝・銀祝・米寿
おめでとうございます！！

に食事をしながら、新しい 夫氏が務められ、福音マー
夫婦の門出をお祝いするこ ケットの共同作業「教会の
には驚きだった。
翌日がヨゼフ神父の甥子
の結婚式とあって、この日

10

松山 で教区 女性 の 会

も分らないまま話を

しかし息子が日本で宣教

です。

ちの悲しみの涙は喜びの涙

楽団に続き侍者団、司祭
に変わりました」と。
家族のみならず、どれほ 団、そして司教の前にわた

名の司祭たちがいたと思わ

どヨゼフ神父が村人たちか しも立ち、司教とともの入
らも愛されているか肌で感 祭となりました。約 ～
じることができた。彼の家

社会の糧となりますよう

掛けていたが、まっ
たく英語も通じなく
躊躇していたところ
だった。
わたしは更に彼に
はどなた」と。する

尋ねた。「この方々
と「両親です」と答
びっくりした。これ

えが返ってきたので

私は徐々に言葉を切り出
した。文化も言葉も、食べ
物も習慣もすべてが異なる
遠い日本の高松教区のため
に、大事な息子さんを捧げ
ていただき教区を代表して

い言葉を頂戴し、わたした

ご両人も背筋を真っ直ぐに
でもあの時の悲しみの涙
して、やや緊張気味に私の は、今こうして遠い日本か
一つ一つの言葉にうなずき らわざわざベトナムへ駆け
ながら耳を傾けておられた 。 つけていただき、更に温か

に改まった姿勢を取ると、

がベトナムでの３番
したいと言った時、そのこ
目のハプニングだった。
とを耳にした妻は３日間寝
ご両親にお会いできて本 込んでしまいました。ベト
当に嬉しかった。私が正式 ナムで働いてほしかったの

子息捧げたご両親に心から感謝

心から感謝の意をお伝えし

70

三原千栄子

鳴門教会

て会を終えました。

ンシスコの平和の祈りを歌っ

ゼの祈りをささげ、聖フラ

声とギターのリードで、テ

今回も司教様の美しい歌

との助言をくださいました。

度もするうちに見えてくる

ら前向きに進めて行き、何

端でなくても、工夫しなが

司教様は、開店は準備万

の声もいただきました。

女性の力に期待します」と

「具体的にどうしていくか、

は教会をどう見ているか」 、

そして男性からは、「社会

一緒にやれば出来ること、

一緒にやることの良さ、

た。

講師の吉村氏から熱心に説明を聴く参加者

10

３
60

修

ヨゼフ師実家の前で、ご両親(前列右お二人)とご親族

２
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カトリック高松教区

まずは、司祭叙階５０周
を含めて２人が長崎の小神

小学校を卒業と同時に私
牧実習生を行いました。

中原小教区で、 今でいう司

戻り、私は半年間、川崎の

叙階後は一旦、神学院に

造詣が深かったドミニコ会

ていた時、四国の教会史に

新しい聖堂建立を計画し

クが聖堂の守護者でした。
することが何より心の癒し

心行くまでのんびりと散策

その詳しい話として、 ２０

夫妻殉教者がいると聞き、

司祭から、土佐出身の田中
い出があれば教えて下さい

＊司祭生活の中での良き思

となっています。

年を迎えられましたことを
学校へ進みました。
わたしの叙階式は桜町司
５福者殉教者であること、

この５０年の司祭生活を振

お祝い申し上げます。

教座聖堂で、 田中英吉司教
夫妻であることから家庭と 施設の子どもたちとの良き

数名近く

が入学し、１学期の終わり
によって執り行われ、その
夫婦の模範ともなり、 また 触れ合いがあったことは大

当時同学年で

のをお持ちと思いますが、
に長崎、鹿児島、高松、大
後、先述の半年の実習を終
地元土佐出身の殉教者であ きな恵みでした。

り返って、何か感慨深いも
このお話の中でお聞きして
阪教区へと振り分けられ、
えて、三本松教会に派遣さ

りに、番町、江ノ口と司牧

そして三本松教会を皮切
トとなりました。
大人となり、母親となり、

者とした大きな判断ポイン の触れ合いの中で成長し、

小さかった子供たちがそ

そうですね。高知時代に

行きたいと思います。
れました。

中学校は長崎南山、高等

です。

学校はマリア会が経営して

を想う時、心から良かった

＊今、楽しみになこととい や、良き交わりと触れ合い

会

再

育っていったその人々との

平戸の小学校を卒業し神学校へ

に巡りましたが、再度三本

ることが江ノ口教会の守護

私は高松教区となったわけ
＊さて、初めに松永神父
様の幼少のころのお話を伺
いたいと思います。
わたしの里は、フランシ
スコ・ザビエルが日本宣教
に取り掛かった最初期に宣
教の拠点となった長崎県の
平戸にある紐差という所で
す。
私は男５人、女３人の８
人兄妹の３男として生まれ
ましたが、現在は男ばかり

松から番町へと赴任し、今

えば、どんなことがありま

なと、嬉しくなります。ま

栗林公園の散歩も心の癒し
に至っています。

すか。

高校を卒業して上智大学

しく献堂された折、聖堂の

＊高知の江ノ口教会を新

釣りがとても好きですが、

らの冠」 との関わりもいい

もいえます。そして「いば

た環境で育ったこともあり 、 られることがその醍醐味と

私は７月

日から

日ま

本年も高松教区典礼委員
会の担当者として全国典礼

ぎています。

になってから久しく時が過

うに実践していったらいい

向性や指針の中で、どのよ

徒の協力」の在り方を、 よ

は、「司祭の役務」と「信

減少の中にある日本の教会

現在、司祭召命と司牧者

の関係のとらえ方は、第２

教会における司祭と信徒

されています。

と共に考えていくように促

よいのかなど、信徒の方々

ひといき

夏の暑さが一時的におさ

り 真摯に考え、より真剣に

バチカン公会議以前と、そ

ちょっと

まり、軽井沢高原の涼しさ

取り組むべき喫緊の課題と

の後のそれとの理解の変化

だけど 一人の手は

のか、どう対応していけば

教区の典礼担

なっていることを、誰もが

を確認しながら、これから

担当者会議に出席してまい

当者が一堂に会し、今年度

感じていることでしょう。

の「司祭の役務」と「信徒

大きな 手

冷たい手

小さな手

いけるか、全教区典礼担当

性の中で十全に生かされて

誰でも 人は２つの手 で

かたい 手

これから先の教会典礼や

らしを送るスラム街の人々 、 て過ごすこと、これがフィ

ストリートチルドレン、新 リピン人のやり方さ」と神

車の間を抜けるボロボロの 父様はおっしゃっていまし

フィリピンでは助祭のこ

バイク、お客の来ない露店 た。

も見ました。

と呼びます。
神父様によると、社会的 とを Reverence

と呼ばれ
「もうすぐ Father
るね」と色んな方に励まさ

れました。

家具を 作る手

ピアノ を弾く手

料理を 作る手

小説を 書く手

絵を描 く手

あなたの手 を

だけど 一人の手は

さびし い

だから

ポケッ トから 出して

哀しん でいる人の

肩をた たき

苦しん でいる人の

背中を 抱き

疲れて いる人を支え て

みんな の手と手を

「大丈夫」という言葉がま

う私の反応があっ ても、

世界を とりまくほど の

ロザリ オになる

ほら

つない だら

た来ます。自分の小ささを

髙山徹

みんな の手は

みんな の手は

みんな の手は

みんな の手は

祈り

叡智

偉大

愛

ロザリ オになる

大きな 大きな

高松 教区助祭

来たらとの希望が湧きます。

のプログラムとして訪問出

した。いつか教区の若者達

の糧を一杯頂いた一週間で

でした。学びと喜びと信仰

の交流はとても嬉しいもの

の助祭達や日本人新司祭と

それと共に、サレジオ会

思いました。

「まだまだ自分は」とい

家を建 てる手

教会活動においては、司牧

柔らか い手

温かい 手

二つの 手を持っ ている

だれで も人は

（ ロザリオ）

のテーマである「典礼にお

また、その時が到来して

手

ける司祭の役務と信徒の協

いるのも確かなことでしょ

さびし い

詩

力」を日本カトリック典礼

の協力」がどのような関係

りました。

委員会委員長である梅村司

う。

の中に、全

教の丁寧な解説と委員会秘
書の宮越氏の説明によって
学んでまいりました。

な学びの場を与えられたこ

なにか している

信徒には信徒であることの

とは大きな恵みであったと

者には司牧者固有の役務に 、 者が共通理解を深める大切
第２バチカン公会議後、

固有の協力と働きを教会憲

地（ subdivisioも来ているとのこと。それ
）
nに変わりつつ でも、私にとって変わらな

格差はどんどん広がってお

しばらくして「信徒の時代」

フィリピンの訪問２度目

り抜ける日本製

考えています。

泊させて頂き、その後はサ

でしたが、一層発展してい

り、新興宗教や世俗化の波

章や典礼憲章が指し示す方

レジオ会の修道院と小教区

る印象を受けました。林立

の車、 新興住宅

という言葉をよく聞くよう

も達の活動とミサがあり、
リーダーの若者達や沢山の
という地域を訪問しました 。 子ども達との交わりを頂き

で、フィリピンはマカッティ

でお世話になりました。シ

するビル、ハイウェイ、ショッ

ました。

スター方も神父様達も、私

ピング・モール、通りを走

聖母被昇天修道女会に一

を兄弟として温かく迎えて
下さりました。
短い期間ながら、関係施
設を訪問したり小教区のイ
ベントに参加したりと、毎
日様々な出会いと体験を頂
き、とっても充実した時間
を頂きました。
主日ミサの規模には圧倒
されました。朝から晩まで
ミサの予定が組まれ、毎回
大聖堂に人が埋め尽くされ
るのです。
英語のミサでは何度も福
音朗読と聖体奉仕をさせて
頂き、車や御絵の祝別もさ
せて頂きました。
またサレジオ会らしく、
日曜の午後には地域の子ど

あるサトウキビ畑（
いのは、フィリピンの人々
sugarc
）など。
の笑顔と明るさでした。
ane
一方で、極めて貧しい暮 「苦しい時も、いつも笑っ

笑顔絶えないフィリピンの人々

社会格差広がるけど

高松教区典礼委員長 谷口広海
27

の４人が健在です。 すぐ下

いた大阪明星高校に通いま

のスコラ哲学科、神学部へ

守護者として福者・田中夫

ここではなかなかチャ ンス

経験でした。大変感謝して

した。

と進み、哲学科は市ヶ谷キャ

妻を選ばれたとのことです

がありません。たまに里に

た感謝出来るひと時を与え

ンパスで、神学科は関町の

が、どういう経緯があった

います。

平戸島という海に囲まれ

神学院で過ごしました。

帰っ た時などは兄貴と小舟

＊聖書の中の一番気に入っ

を繰り出して一晩の夜釣り
にこぎだすのが大きな楽し

たフレーズをご紹介下さい。
（マル

みです。

『アッバ・父よ』

コ 14-36 ロマ 8-15 ガラ
）です。
テア 4-6

16

(30)

『典礼奉仕』のために

エルサ
のでしょうか。
かつては江ノ口教会のお

その関町で助祭コースを
隣に聖心の布教姉妹会修道

もう一つの楽しみといえ
が、 近くにある栗林公園を

その関連だと思いますが 、 ば、 現在番町教会担当です

院がありました。

歳で叙階され
名が叙階の恩恵に浴

当時、聖マリア・アラコッ

3

の弟はサレジオ会司祭になっ
ています。
当時のわたしの里は多く
が農業が主で、わたしの家
も自給自足の生活でした。
白米にサツマイモを干して
作ったカンコロをいれて増
量を図ったカンコロごはん
が思い出されます。
＊紐差小教区といえば多く
の召命が生まれた土地柄で
すね。神父様の召命の切掛
けなどについてお話を伺い
たいと思います。
私も小さいころからミサ
の侍者を務めていました。
何時も教会に親しむ環境の
中、侍者たちは、夏は海水
浴に助任司祭に連れていっ

松 永 洋 司 師

終えて、 いよいよ高松教区
司祭として
うち

しました。

フィリピンにて

フィリピンのサレジオ会々員と共に

全国典 礼担 当者会 議報 告
「典礼における司牧者の役務と信徒の協力」
21

30

番町教会担当司祭
東讃ブロック
るのですが、同級の仲間の

25

てもらっていました。そん
な楽しみや主任司祭の温厚
で司祭召命に向けた人柄に
惹かれたことなども召命の
切掛けになったと思います 。

11
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カトリック高松教区
３

教会の問題点はっきり
西讃地区「教区の日」

教会は無くなる。」という

「福音マーケット」で考える
秋晴れの清々しい 月８

と年平均３人となっている 。

年２人

のでは』

同委員会の城和雄委員長

年２人、

というか

は『 自分たちの教会らしい

７人、

信徒たちが『自分らしい
たちで入

かたちを見つけられたこと

ら出来る

やり方を見つけ』福音宣教
門講座に

が良かったのではないか』

道後教会の福音宣教

に取り組み、信徒増にもつ
かかわる

ながっている道後教会のケー
月１日
た。
講座の

仕上げは

員７人で５人の求道者に対
応している。
委員は高齢者も多く、 外

八幡浜教会は、２０１７

年 月 日に小教区創立
もっ ぱら主日のミサに初め

ク会館に場所を移し，フルー

日に献堂

て参加した人々に話しかけ 、 年を迎えます。これまでの

教会のアンケー トでも受

ツパーティーで４００年を

幸いです。

いを共にしていただければ

いただき、感謝の分かち合

かれましては、是非お越し

各小教区、関係の皆様にお

と思います。

霊性を深める機会にしたい

感謝を表し、信者の一層の

ここにいただいた恵みに

記念ミサを開催いたします 。

コ会管区長をお迎えして、

とし、教区長およびドミニ

宣教の恵みを感謝する機会

周年、同 月

原罪、

い説明を

％と

洗のきっかけが『 教会を訪
れたこと』が全体の

担当。

的な奥深 に力を入れる。

など神学 御ことばの講座へ誘うこと

三位一体

が 秘 跡 、 へ出て行く宣教は難しい。

担当司祭

現在は司祭１人を含む委

と語る。

学んでいたが、 司祭の移動

ことになっ

スを
付けのカトリッ

ク 新聞が 掲載

している。
高 齢化 、 信

徒 減 、 社会 の

深 刻な状 況の

教 会離れ など

中 で 、 道後 教

会 は現在 の状

況 を 分析 し 、

そ の結果 を宣

教 活動に 反映

で講座が続けられなくなっ

礼のほかは成人の受洗者が

それまで同教会は臨終洗 ３番目に多いからだ。

さ せて良 い結
た。

ほとんどない年が続いてい 会の課題は多いが、 大切な

に参加しているベトナム人

年から同教会の宣教委員会

たが、宣教委員会で講座担 のは教会の現実を知り、 自

と話す。道後教会の福音宣

けてまずやってみることだ』

城委員長は『 現在の教

果 を生 ん で い

で『なんとか信徒ができる

当を始めてからの受洗者は 分たちのできることを見つ

これを機に２０１３

皆さんの暖かい対応に感謝 るところに特徴があると同
しつつも、言葉による弊害 紙は紹介している。

範囲のことをしよう。 自分

グループの青年達からも、

道後教会では担当司祭が

年

から誤解を招く様な事がし

年４人、

の信仰を伝えることだった

年１人、

ばしば起こるとの悩みや、 入門講座を開き５人ほどが
ペルー人グループからも同

歌「 アントニオ

お祝いしました。たくさん

編集後 記

高松教区の「 福音マー
ケッ ト」 の取り組みは緒
に付いたばかりですが、
そこから福音宣教のヒント
が溢れ出してくることを期
待している信徒も多いので
はないでしょうか。
また道後教会の信徒によ
る積極的な宣教姿勢を目に
した人からの熱いエー ル
も高松教区民にとっ て大
きな励ましになります。
四国の教会の現状を見て
期日 平成 年 月 日 土
( ) も、 教皇フランシスコの
受付 時 ミサ 時～
「キリスト者は諦めない」
との励ましの中で、 これ
祝賀会 時～
会場 カトリック八幡浜教会 から先の「 福音マー ケッ
ト」 を自らに一体化でき
るかが問われているのでしょ
う。
（ Ｊ）

‐ ）
（八幡浜市昭和通 1182
7
〆切 平成 年 月 日（ハ

ガキ必着）

日～

月

日 分と して ）

日 現 在）

６ 万７ ２ ３１ 円

１ 千７ １ ６ 万８ ６ ２３ 円

累 計 （６ 月

（ ８月

献 金 入金 報告 含
(お米券 )

東日本大震災大船渡支援

Ｔ Ｓ Ｃ 高松教区サポートセンタ ー

）
（ 090-7141-4215

問い合わせ先 西園寺 良徳

8

（本文より） 武田なほみ 著 B6判 並製 224ページ

ミサ後は，四国カトリッ 教への模索はこれからも続
とフランシスコ」

29

10

9

26

13

いうことを、いのちそのものである神とその知恵に心を上げつつ考えたい。

謝の祭儀が行われました。

（ 桜町教会作詞

フルーツをいただき，三宅

11

11

25

20

で福音に聴き、福音によって生かされ、ともに生きると

２人 をた たえ る

作曲） 合唱で始

製麺の手打ちうどんも振る

29

15

験しながら人生の旅路を歩んでいく。日々の暮らしの中

年司教認可） ，

続いて朗読

いつくしみの2本の柱を示し、慈善のわざの実践を促す。

12

25

人は生涯を通してさまざまな課題に向き合い、変化を経

じような問題点の訴えもあ

まりました。

舞われ，おなかいっぱいで

に見る。そして「ゆるすこと」と「与えること」という

諏訪司教の言葉が実感され

劇「讃岐の殉教者アントニ

殉教祭を締めくくりました。

わざを考察し、いつくしみに満ちたイエスの姿を福音書

たと思います。

イエズス会の記録により ，

オ石原孫右衛門とフランシ

孫右衛門父子についての

長の副業

※三宅製麺＝三宅評議会議

ご覧下さい。

ジに掲載しています。 是非

情報は，桜町教会ホームペー

スコ」を上演してお捧げし
この朗読劇はイエズス会

ました。
に残る記録をもとに２人の
殉教の様子を分かりやすく
伝えるものです。
また， 桜町教会では，２
００７年に２人の石像を建
立しており， 御像に花の首
飾りなどを飾り顕彰式を終
えました。
その後， ２人と私たちと
の深い交わり， 桜町教会を

（写真は顕彰式にて花の首

聖年の意味の解説から始まり、旧約聖書における御父の

日、周囲から祭りの太鼓の
りました。
発表会の後、

諏訪司教様の司

式で御ミサが執

り行われ、各教 讃岐で殉教したことが伝え
会から参加した られているアントニオ石原
外国籍の信者の 孫右衛門と息子のフランシ
母国語での福音 スコ。殉教した年は１６１

桜町教会では， 今年いく

書の朗読や、ベ ７年で今年は４００年に当
トナム語の答唱 たります。
詩編も新鮮味が

あって良かった。 つかの記念行事を行いまし
最後に司教様の たが，その仕上げとして，

殉教４００年祭は，顕彰
式，記念ミサ，記念パーティー
の３部構成で行われました 。
は「讃岐の殉教者アントニ

聖堂前に集合しての顕彰式

いつも導いてくださいます

に心を上げつつ見つめていく。

信徒によるキリスト教入門講座風景
飾りをかけているところ）

いつくしみの特別聖年中に行われた一般謁見連続講話。

67 80

もに生きることを、いのちそのものである神とその知恵

17
15

10

オ石原孫右衛門父子の列福

ようにとの願いを込めて感

の暮らしの中で福音に聴き、福音によって生かされ、と

自分たちのやり方で信徒増

を求める祈り」（２００９

合い、変化を経験しながら人生の旅路を歩む私たち。日々

信徒も入門講座を担当

派遣の祝福を受 １０月１日に殉教４００年
け、皆は大きな 祭を行いました。
夢と希望に胸を
膨らませながら
帰途に就いた。
丸亀教会
太田 修

きる姿の美しさを教えられる時。さまざまな課題に向き

15

25

人生の秋という恵み―成熟と実り、そして日々新たに生

14

1

16
■いつくしみ―教皇講話（Catechesis on mercy ）

音や、運動会の応援の声が
聞こえる 中、 西讃 地区
善通寺、観音寺、池田）

の信 者（ 坂 出、 丸 亀 、
が坂 出 教会 に 集 まり ま
した。
今年のテー マー であ

午後から、グループ毎に発
表があり、坂出教会を中心

新刊書籍紹介

高知聖母幼稚園
海の星幼稚園

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

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

る「 福音 マー ケッ ト 」
サイ ズ 方式 で 行 い７ 組

をＫ Ｊ 法に よ る エク サ
のグループに分かれて、
夫々 が 教会 で の 悩み や
問題点、 また、 未来に
対す る 願望 等 を 本音 で
出し合いました。
日本 人グルー プ５組
とペルー 人グルー プ１
組、 ベ ト ナ ム 人 グ ル ー
プ１組で 、 熱気溢れ、
色々な意見が出ました。
各グ ルー プ では 共通
して高齢者問題が多く、
「信者以外の人たちも交え

オリエンス宗教研究所

販売価 1,620円(税込)

発行日2017/10/25
著者教皇フランシスコ

13

教区スケジュール
て取り組まなければ将来の

修 和気あいあいの雰囲気の中でＫＪ法作業を行う参加者

6

本体価格 800円（税込864円）

ページ数224 P

11月
1日（水）諸聖人
2日（木）死者の日
3日（金）文化の日
5日（日）年間第31主日 愛媛地区大会
7日（火）司祭評議会10:00
12日（日）年間第32主日
16日（木）聖書週間（～22日）
18日（土）宣教司牧評議会役員会13：00
19日（日）年間第33主日「世界貧しい人の日」言葉ではなく行いで愛
する。「聖書週間」(～26日）徳島地区教区大会
23日（木）勤労感謝の日 今治教会献堂式 9:30分受付
26日（日）王であるキリスト
30日（木）聖アンデレ使徒
12月
3日（日）待降節第1主日 宣教地促進の日 一粒会の集い
8日（金）無限罪の聖母マリア
9日（土）第4回教区の将来を考える会 13:30
10日（日）待降節第2主日
17日（日）待降節第3主日 ICCクリスマス会in徳島地区
23日（土）天皇誕生日
24日（日）待降節第4主日 クリスマス・イブ
25日（月）主の降誕
27日（水）聖ヨハネ使徒福音記者祝日(諏訪司教霊名の祝日)
28日（木）幼子殉職者
31日（日）聖家族
10

４
２０１７年１１月５日（第１８１号）

カトリック高松教区

