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津和野の静寂と殉教 

春名 昌哉 神父 

 昨年、久しぶりに津和野を訪れました。

津和野は学生の時から教区の中高生津和

野巡礼のリーダーとして、またプライベ

ートでも度々訪れました。私はキリシタ

ン史に興味を持っており、神学校の卒業

論文もキリシタンに関するテーマで書き

ましたが、そのきっかけとなったのは津

和野を訪れたことでした。元々歴史好き

なこともありましたが、その時に殉教の

歴史に触れ、自分の信じている宗教の歴

史を知りたいと考えるようになったから

です。調べてみると日本の宣教の歴史は

苦難の連続であったことを知りました。 

 日本における殉教と言うと、江戸時代

初期のことではるか昔のことと感じるか

もしれません。しかし、津和野の殉教は

明治に入ってから、まだわずか百四〇年

前のことなのです。    

江戸時代が終わり明治維新を迎えたと

き、政府は江戸時代から続いていた禁教

令を継続しました。そのために浦上のキ

リシタン約三四〇〇人が流罪となり、西

日本各地に配流されました。津和野もそ

のうちの一つで、一五三人のキリシタン

が送られました。真冬の氷の張った池に

突き落とされる、三尺牢、貧しい食事な

ど、津和野での拷問は非常に厳しいもの

で、三六人が殉教しました。 

そのような中にあってキリシタンたち

は、お互いに励まし合い、助け合いなが

ら、いつも神が共にいてくださると信じ、

信仰を守り通しました。中には拷問に絶

えられず転んだ（信仰を捨てること）人々

もいましたが、彼らは耐え続ける仲間た

ちに役人に見つからないように食事を届

けるなどして支え続けました。最終的に

解放されてキリシタンたちが浦上に帰っ

たのは明治六年のことでした。 

現在の津和野は山陰の小京都と呼ばれ、

大勢の観光客が訪れます。昔の風情あふ

れる情景が今も残っています。町は本当

に静かで、かつてこのような拷問があっ

たとは信じられないくらいです。 

非常に苦しい状況でも、キリシタンた

ちは決して希望を捨てず、神を信頼し続

けました。苦しみの中にも希望を見出し、

命をかけて信仰を守りました。私たちも

キリシタンたちの信仰に学ぶ必要があり

ます。私たちの日常生活の中にも理不尽

とさえ思えることが起こります。そのよ

うな中にあっても希望を失うことなく、

まっすぐに神に向かって歩んでいくこと

ができるように祈り求めていきましょう。 
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教会学校夏のキャンプ 
 

 

7月14日(土)から7月16日（月）まで教会学校夏のキャンプが行われました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA 

BBQと花火と思い出作りに参加しました。BBQ はとても美味しくて、熱い中焼いて下さ

った人たちに感謝です。花火はたくさんの種類があって手持ち花火も打ち上げ花火もとても

きれいでした。思い出作りでは、みんな１人１人のことを考えながらメッセージを書きまし

た。持ってかえった色紙を見て、また頑張ろうと思いました。３日間のうち２日目の晩しか

参加できなかったのが残念です。来年はぜひ参加したいです。楽しい時間をありがとうござ

いました。 

 

OA 

HAPPY BIGO と BBQ と花火と思い出つくりに参加しまし

た。BINGO は残念ながら景品を獲得することができませんで

したが、とても盛り上がることができました。花火は打ち上げ

花火がすごく楽しかったです。たくさんの種類があってきれい

でした。思い出づくりは今まであまり話した事のなかった人と

もメッセージを書き合い交流することができました。あまり参

加することができなかったですが、たくさん思い出ができまし

た。来年もできるかぎり参加したいです。 
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OT 

私は今回ハッピービンゴとバーベキューと思い出作りのみの参加でしたが、日頃話せない

人たちとたくさん話すことができました。ハッピービンゴではファーストビンゴになり、た

くさん景品をもらいました。その時のみんなの反応がすごくおもしろかったです。バーベキ

ューもすごくおいしかったし花火も楽しかったし、何よりも思い出作りのメッセージがうれ

しかったです。少しの時間しか一緒にいられなかったのに自分のことをよく覚えていてくれ

てたくさんメッセージをかいてくれました。この色紙を読んで来年も参加しようと思いまし

た。そしてこのキャンプを支えてくださっていた人たちに感謝したいです。 

 

TT（小２） 

キャンプ楽しかったです。一ばん楽しかったのはバーベキューの時にした、花火でした。

あと花鳥園がたのしかったです。いろんな国の鳥がいてたのしかったです。海にはいれなか

ったのは、ざんねんでした。そのかわり、せいしょうねんかがくかんにいけたのは、よかっ

たです。せいしょうねんかがくかんにいったのは、はじめてでした。たのしかったです。 

 

OJ（小２） 

１日目は海水浴へいけなかったけど、青少年かがくかんにいってたのしかったです。かが

くかんには、空気ロケットもあったし、ひこうきのそうじゅうみたいなのもありました。１

日目のばん、ねているときTTくんがわらかして、ねられなかったけど１日目のキャンプは、

やっぱりたのしかったです。 

 ２日目おきたらおなかがすいていました。すぐあさごはんをたべました。朝ごはんはとて

もおいしかったです。えんそくで花鳥園に行きました。花鳥園にいるときははやくおんせん

にいきたいと思いました。２日目のばん２時間 TT くんがわらかしてました。 

 ３日目たのしいスタディーがはじまりました。うちわにいろんな絵を

かきました。１０じになってキャンプかいさんになりました。 

 

OM（小２） 

うみへいけなかったのはざんねんでした。けど、花火をしたからたの

しかったです。せいしょうねんかがくかんもいったからおもしろかったです。かちょうえん

にもいきました。ペンギンもいました。こいもいました。こいの中でいちばん大きいさかな

もいました。水はくさかったです。エサはあげられなかったけど見るだけでおもしろかった

です。ねるときにねむれなかったです。こうふんしすぎたから、あさはねむたかったです。 

 さいごの日にアイスクリームをたべました。さいごの日は１０じにおわりました。リーダ

ーが「たのしいことは早くすぎる」と言われたので、がっかりしたけれど、たのしかったで

す。おもいでづくりもたのしかったです。いいおもいでを書けました。たのしかったです。 
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～典礼シリーズ～ 第 1 回  

「回心の祈り」 

北須磨教会典礼委員会 

 

 カトリックでは罪の赦しには、悔悛、回心、告白、償い、再び罪を犯さない決心等が 

必要とされる。「回心の祈り」は公会議の前には「告白の祈り」と呼ばれていた。この

ことから見れば、「告白」より「回心」に比重が移ったようにも見える。「回心の祈り」 

の後、司祭は「全能の神がわたしたちをあわれみ、罪をゆるし、永遠のいのちに導いて

くださいますように。」と罪のゆるしの宣言をするが、これは秘跡としての「告解」の 

ゆるしの効力とは区別されなければならない。 

以前（トリエント典礼）の「告白の祈り」はいわゆる階段祈祷の中で唱えられ、司祭に

よる「告白の祈り」に呼応するかたちで侍者が信徒を代表して「告白の祈り」をラテン

語で唱えた。「全能の神」のあと「終生童貞なる聖マリア、大天使聖ミカエル、洗者聖 

ヨハネ、使徒聖ペトロ、聖パウロ、および諸聖人」と続いたが、現行の「回心の祈り」 

では「兄弟の皆さん」とだけになっている。この式文の変化と信徒全員で唱えるように

なったことは「回心の祈り」に対する現在の考え方を示唆しているように思う。ただ、 

「兄弟の皆さんに告白します」という文言に違和感を抱く人もいるのではないだろうか。 

現行典礼のラテン語文では、その部分は vobis fratres の後に quia peccavi nimis と

いう節、英訳では that I have greatly sinned という関係節がついている。つまり、（私

が重大な罪を犯した）「兄弟」という意味になる。そんなひどいことを兄弟にした覚え

はないと思うかもしれないが、無意識のうちに人を傷つけているということもあるだろ

う。「感謝の祭儀」を共に祝う前に、兄弟との「和解」が求められているのである。こ

の考え方は、公会議後のものではなく、古く『ディダケー』にまで遡る。それには直訳

ではないが「（あなたがたの捧げものが汚されないように）兄弟と仲たがいしている者

はだれでも、その人と和解するまで一緒に集まってはならない」（ディダケー14）とあ

る。自戒をも込めて言うのだが、毎週毎週この祈りを唱えながら、どこの教会でももめ

ごとが尽きないのは何故なのだろう。   （文責：H） 

 

注）ラテン語のミサをトリエント典礼と同一視する人が少な

くはない。現行の典礼文のラテン語版とトリエント典礼とは

区別されなければならない。 

 

（参考）『ディダケー』１２使徒の遺訓と伝えられるもので、現在では１世紀末から 

           ２世紀初頭に書かれたものと考えられている。 
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２０１２年８月ミサ奉仕担当者表 (敬称略) 

典礼委員会 

月日 主日 担当神父 先唱者 オルガン 聖体奉仕 聖書朗読 共同祈願他 ミサ準備 備 考 

８・ ５(日)9 時 

年間第 18 主日 

 

Fr.ジェリー 

 

FM YS 
HT 

 (南) 

①TM 

②OM 

３、６B,

７地区 

K・Y 

(洗)KR 
 

８・1２(日)9 時 

年間第 19 主日 
山本助祭 HT TK 

MS 

 (北) 

①KN 

②KS 

３、６B,

７地区 

N・K 

(洗)KR 

Fr.クレニュー

より変更 

８・15(水)10 時 

聖母の被昇天   
Fr.春 名 IH YS 

 ① KK 

② KT 
５地区 

I・H 

(洗)KR 
 

８・１９(日)9 時 

年間第 20 主日 
Fr.ジェリー KM KK 

YK 

(南) 

①ST 

③ SM 
５地区 

K・Y 

(洗)KR 
 

８・２６(日)９時 

年間第 21 主日 
松永助祭 

(子供ミサ

担当) 
TK 

 

 

①子供ﾐｻ担当 

②   〃 

( 子供ミ

サ担当) 

N・K 

(洗)KR 

Fr.クレニュー

より変更 

 

《註》変更のある場合は、お聖堂入口の掲示表を赤ボールペンでご修正下さい。 

 

 

 

 

 

 

7 月 15 日の委員会で、新委員長として 

MN さんが選出されました。 

新委員長へのご協力をお願いいたします。 

 

 

高齢者を主として多数のご希望がありま

した名札の着用です。信徒同士が名前を

よく知ることによって、親しみや絆が増

し、豊かな信仰共同体作りに役立つもの

ではないかと思います。しっかりした名

札を用意しましたので、全員が着用され

ますよう希望いたします。 

 

 

 

 

 

１1 月 25 日開催予定のバザーの実行委

員会を、各執行委員会から 1 名ずつ選ん

でいただき、そのメンバーで構成するこ

とになりました。各委員会で相談の上、

選出をお願いいたします 

 

評評 議議 会会 よよ りり  

編 集 後 記 
娘の入院、母の入院と最近病院にい
る時間が長いせいか、いろいろな事
をとりとめもなく考えてしまう。少
しだけ非日常の空間だからだろう
か？ここで毎日を暮らし、闘ってお
られる方もいはるのですね（RK） 

②  名札の使用を始めました 

 

①  高齢者支援委員会の委員長が決ま

りました  

 

③  バザー実行委員の選出をお願いい

たします 
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日 ・ 曜日 2012

8/1 水 朝ミサ　７：30～

2 木 卓球(13～17) 　ふっこうのかけ橋プロジェクト(5日まで)

3 金 朝ミサ　７：30～

4 土 教会清掃( 第３,６Ｂ,7地区) 英語クラブ（14～16) 神戸地区平和旬間行事（愛徳学園）

5 日 年間第１８主日  ミサ 9:00～ 信仰講座(ミサ後) 

6 月 卓球(13～17)

7 火 社会活動センター炊き出し(第2火曜9：30～)　※北須磨でのお握り作りはありません

8 水 朝ミサ　７：30～

9 木 オカリナ(第2･4木曜13～15)卓球(13～17)

10 金 朝ミサ　７：30～

11 土 教会清掃なし 英語クラブ（14～16) 

12 日 年間第１９主日  ミサ 9:00～ 信仰講座(ミサ後) 　北須磨教会評議会（ミサ後）

西ブロック４教会連絡会（垂水教会）

13 月 卓球(13～17)

14 火

15 水 聖母の被昇天　ミサ１０：００～

16 木 卓球(13～17)

17 金 朝ミサ　７：30～ 侍者錬成会（愛徳学園　19日まで)

18 土 教会清掃(第５地区) 英語クラブ（14～16) 

19 日 年間第２０主日  ミサ 9:00～ 信仰講座(ミサ後) 

20 月 卓球(13～17)

21 火

22 水

23 木 オカリナ(第2･4木曜13～15)卓球(13～17)

24 金 男の料理教室(第4金曜17～)

25 土 教会清掃なし 英語クラブ（14～16) 

26 日 年間第２１主日  ミサ 9:00～ 信仰講座(ミサ後) 

27 月 卓球(13～17)

28 火

29 水

30 木 卓球(13～17)

31 金 朝ミサ　７：30～

9/1 土 教会清掃なし 英語クラブ（14～16) 

2 日 年間第２２主日  ミサ 9:00～ 信仰講座(ミサ後) 　神戸地区宣教評議会（住吉教会）

今月のお茶当番は第６A地区です。

春名神父様の信仰講座（木曜日１０時～）は８月はお休みです。

　　　教会訪問については、教会の開いている時間帯を確認しお越しください。掲示板もご覧下さい。

マンスリースケジュール8月


