
福島県の現在
い ま

 

春名昌哉神父

今年は２度、福島県を訪れる機会があり

ました。６月の全国復興支援会議と１０月

のいわき市好間第３仮設住宅秋祭りの出演

です。 

福島県は海側から浜通り、中通り、会津

の 3 つの地域に分かれています。全国会議

に参加したときは、まず会津若松教会で福

島市内から自主避難されている方々のお話

を伺いました。福島市内でも場所によって

はホットスポットと呼ばれる放射線量が高

い地域があります。そのような場所で子育

てをすることに不安を感じている方々が、

会津に避難されています。しかし、実際に

津波や放射線の被害を受けた人たちのこと

を考えたら、我慢して福島市内に住むべき

ではないかと会津の人から言われるそうで

す。学校や地域でそのようなことを言われ

るために、福島市から来たと言わないこと

にしたという方もおられました。 

その後、福島市に移動し松木町教会の信

者さんたちや原発にほど近い浪江町から非

難されている方々のお話を伺いました。浪

江町の方々はいつ故郷に帰れるか分からな

い状況の中で、非常に苦しい生活をされて

います。１日に数時間だけ立ち入りが許可

される地域もありますが、２年以上家に帰

っていない現状で、建物は傷み、ネズミな

どの被害も多く、もう住めないのではない

かと考えておられる方もおられました。あ

る信者さんは、「今、一番大きな問題は風評

被害で、自主避難している人たちが福島市

に帰ってこないとそれは無くならない」と

話されました。同じ福島県で被災者間の温

度差が非常に大きく、矛盾を抱えたまま生

活されている現実を見ました。 

その後、浪江町に移動し、原発から約５

ｋｍの所まで行きました。ついこの間まで

立ち入りが制限されていたその地域は、打

ち上げられた漁船、流された車など、２年

前の津波の被害がそのまま残されていまし

た。 

１０月にいわき市にある好間第３仮設住

宅の秋祭りに参加しました。なかなか先が

見通せない状況の中で、苦しい生活を余儀

なくされていますが、子供たちは明るく、

大人たちも一生懸命に生きておられます。 

私たちもいつも困難の中にある人と共に

おられたキリストにならい、自分にできる

精一杯の支援を続けていけるように努力し

ましょう。 

ききたたすすまま          
今や、義の栄冠を受けるばかりです（二テモテ 4・8 より） 
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評議会規約の見直しについて 

                                              規約見直しWG  ＨＫ 

北須磨教会評議会ではいま規約見直し W G
ワーキンググループ

を設置して規約の見直しを進めています。

ここでその背景と今後の進め方についてご説明したいと思います。 

北須磨教会の評議会は 1993 年朝山神父さまの時にスタートし、95 年に選挙による

最初の評議会が発足しました。現在の評議会は第10期にあたります。98年には各委員

会ができ今のような形になりました。この間、評議会規約もどんどん充実し、現在の規

約は 2005 年 8 月に改正承認されたものです。 

その後 2006年 8月に池長大司教様から小教区評議会規約の作成について文書が出さ

れました。その中で大司教様は小教区が信仰共同体として神の国の実現のために働くた

め、評議会も福音宣教のための取り組みや養成･司牧を重視するよう、また司祭、修道者、

信徒が協働して祈りの内に共同識別する場となるよう求めておられます。そして具体的

な規約の例文を示され、例文の一言一句がなぜこういう表現になっているのか十分察し

てほしいと言われています。 

北須磨教会では規約改正したばかりでもあり、このことは先送りになってしまいまし

た。数年前からまた規約改正の必要性が話題になり、引き継ぎ事項ともなりましたが通

常の評議会の中では十分に議論できないため WG を設置することになりました。 

これまで 2 回の WG を開催し、松浦神父さまにも入っていただき検討してきました。

その中で、司教様の文書の趣旨を踏まえ基本的に例示された規約例をもとに作成する必

要があること、北須磨教会独自の先進的運営方法はこれを引き継いでいくことが確認さ

れました。明石教会、垂水教会の規約もすでに教区の例文に沿ったものとなっているこ

とが分かりました。そこで上記の方針に沿った改正原案を作成することになりました。 

今後、並行して現行規約で見直すべき点(形式的で現実的でない所、あいまいで明確に

すべき点など)を拾い上げるとともに、あまり細かな点は細則化することも考えていきま

す。また宣教委員会・養成委員会の必要性や評議会、信徒総会の定足数、監事の要件緩

和、再任･兼務禁止の現実性なども検討していきます。 

このようにして原案を検討の上、評議会に諮り、来年の信徒総会には改正をお諮りで

きるよう進めていきたいと思っています。大司教様からの文書、現行規約などは階段下

のテーブルに置いておきますのでどうぞお読みになって下さい。皆様のご意見ご質問は

遠慮なくお寄せください。お待ちしています。よろしくお願い致します。
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思いつくままに 

 またまた『朗読』なんやかんや 

ＭＳ 

偶然のように、こんな主旨の文に出会いました。 

「母親が、他でもない私に語り掛けてくれることばによって、どれほど私は心も体も養

われたことか。」 

このことを、私（たち）は折りにふれて思い出すべきですね。これを忘れると聖書で、

「父である神様が私（たち）に語り掛けてくださっている」という認識がだんだん薄くな

っていくように思うのですが、どうでしょうか。 

お話が横へそれたようです。前回、「間(ま)」のことを話していました。 

文章の主旨を分かりやすく、かつ味わい深く伝えるために「間」はとても大切です。 

ところがこれがなかなか扱いにくい。間違えると「 間抜け」の読みになってしまう。 

「間は魔である」などと言われるのです。 

江戸時代まで文章には句読点（〇 丶）は打たれていませんでした。それでも昔の文章

は読める文体でした。明治になって欧米諸国と交わっていく中で、日本語の文章の書き方

も変化してきました。学校制度もすすみ教科書も整って、明治 36 年(1903)小学校の国語

の教科書で、やっと句読点が明確に記され始めたということです。 

文の終わりの「〇」（句点）はだれの使い方も変わらないのですが、「丶」の使い方はバ

ラバラで、書き手によって固有のリズムで「丶」が用いられているようです。 

やっかいなことに、日本文は朗読・音読することはまったく考えられずに、書き手の息

遣いやその他のもろもろが働いて「丶」（読点）が打たれているのです。 

ですから朗読・音読の際には、書き手の意図する内容を正しく伝えることを十分考えな

がら、表現効果・朗読者の呼吸などを合わせて「丶」の扱いを考える必要があるのです。 

ちょっと、次の文章を見てください。ガラテア 1 章 15～17 です。（聖書 新共同訳によ

る） 

『しかし、わたしを母の胎内にあるときから選び分け、恵みによって召し出してくださ

った神が、御心のままに、御子をわたしに示して、その福音を異邦人に告げ知らせるよう

にされたとき、わたしは、すぐ血肉に相談するようなことはせず、また、エルサレムに上

って、わたしより先に使徒として召された人たちのもとに行くこともせず、アラビアに退

いて、そこから再びダマスコに戻ったのでした。』 

「〇」までが長い、長すぎる。「丶」が多すぎて見た目にも文がブツギレに見えますね。

さあ朗読ではどうしましょう。内容を正しく伝えることを念頭に置きながら、切って聞き
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手の理解のために「間」を取るべき読点と、読みを切るけれども読み手が息を保っていく

ための瞬間的切れ目作りの読点と、そしてまったく無視する読点とを区別しなければなら

ないでしょうね。朗読が難しくもあり面白くもある原因の一つがそこに、読点の扱いにあ

るのです。下読みはそのためにも必要ですね。 

さて、長談義もそろそろやめにしましょう。過ぎたるは及ばざるがごとしとか。 

 

『朗読』なんやかんや余話 

ＭＳ 

Ｋさんの思い出 

しばらくの間自宅訪問してのサービスで知合ったＫさん。かれは北海道の大学で工学部

に学び、山岳スキークラブで活動していたそうです。ある時、脳腫瘍が見つかって、出身

地東京の大学病院で手術を受け腫瘍は取れました。しかし同時に視力を失ってあまりにも

突然、視力障害者となったのです。 

Ｋさんは大阪のライトハウスで、点字の読み書きの訓練と白杖を頼りの歩行訓練を２年

半余り受けたそうです。とても苦労したと話してくれました。 

そして、かれは盲人として生きていけるかどうか自らの心を確かめるため、大阪から東

京まで、白杖一本を頼りに歩くことを決心しました。懐にはお父さんが墨で書いた、万一

の際の連絡先である東京の住所と氏名と息子の決意の一文を、油紙に包んだものを持って

スタートしました。 

箱根を越え小田原の町に着いた時、腹の底から「俺は生きられる」と確信できたそうで

す。 

この間、どれほどの時間がどのように過ぎたか、わたしは知りません。 

かれは神戸の盲学校で鍼灸師の技を学ぶために神戸にやってきたのです。そして市立点

字図書館の要請で、わたしが支援することになり出会いがありました。わたしはかれのア

パートを訪問して、あらゆる郵便物、ガス・水道・電気の検針票その他を読み上げ、かれ

が必要なものは点字にし、返事の必要なものは協力して処理しました。 

ある日突然かれの姿が消えました。事情は分かりません。ただ、点字図書館の係員によ

ると「視障者のなかには、支援を受けることに心を痛め、長く一ヶ所に留まりにくい心境

になる人もあるんよ。」ということでした。 

この話を、１５年前最後に勤めた学校で生徒に話した翌日、大学の卒業生名簿を一人の

生徒が持ってきて「先生の話した人はこの人でしょうかと父が……」と。 

まぎれもないＫさんの名前が死亡者の欄にありました。 

「神戸の人は、みんなやさしいわ。」というＫさんのひと言が耳に残っています 
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２０１３年１1 月典礼奉仕担当者表 (敬称略) 

典礼委員会 

月日 主日 司式者 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 

11・ 3(日)9 時 

年間第 31 主日 
Fr.春名 ＭＳ ＴＫ 

ＨＴ 

(南) 

①ＴＩ 

②ＮＳ 

３，６Ｂ 

７地区 

Ｋ・Ｙ 

(洗)ＫＲ 
 

11・１0(日)9 時 

年間第 32 主日 
Fr.松浦 ＫＫ ＹＳ 

ＹＫ 

(北) 

①ＴＴ 

②ＹＴ 

子供ミサ 

担当者 

  Ｎ・Ｋ 

(洗)ＫＲ 

七五三 
子供ミサ 
（評議会） 

11・17(日)９時 

年間第 33 主日 
Fr.後藤 ＩＨ ＴＫ 

ＩＲ 

(南) 

①ＭＳ 

②ＨＴ 
５地区 

Ｉ・Ｈ 

(洗)ＫＲ 
バザー 

11・２4(日)9 時 

王であるキリスト 

（年間第 34 週） 

Fr.後藤 

松永助祭 
ＫＭ ＹＳ ------ 

①ＭＡ 

②ＦＹ 
6Ａ地区 

Ｋ・Ｙ 

(洗)ＫＲ 
 

《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。 

 

 

 

 

10 月 13 日評議会で出た話しを順不同列

記します。委員会関係は大幅省略です。 

・11 月 24 日に信仰年が閉幕になります 

・黙想会指導は御受難会の松本一宏神父様 

です 

・近々新しい先唱者が決まります 

・聖堂の椅子を試しに改造することになり 

ました 

・クリスマスキャロルは名谷と西神でおこ  

ないます 

・青少年委員会のキャンプの報告に「お 

 世話お疲れ様でした」とねぎらいがあり 

ました 

・クリスマス チャリティ コンサートで北

須磨はオカリナ グループが演奏します 

・教区本部事務局が日曜日休みの件は日 

頃の財務委員会の活動に幾分支障が 

・バザー食券の販売は 20 日から開始です          

（評議会会長記） 

 

 

 

 

☆北須磨教会バザー☆ 

日時：11 月 17 日(日)10:20～14:00 

  出店：五島うどん・おでん・カレー・ 

炊き込みご飯・コーヒー・居酒屋 

クッキー・手作り食品・植木屋 

子供の手作り品・新しい古着・他 

催物：落語（春名神父様）・ビンゴ・歌等 

 食券販売中：うどん・おでん・カレー 

炊き込みご飯 各２５０円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評評 議議 会会 よよ りり  

編 集 後 記 
 

１０月下旬を迎えてようやく秋らしい

日々を迎えました。つい先日までの記録的な

暑さが嘘のようです。さて、今年も北須磨教

会のバザーが開催されます。おなじみの食事

の出店をはじめ、催し物もいろいろと企画さ

れています。どうぞ、ご近所の方をお誘いく

ださい。ポスター、ちらしなど必要でしたら

遠慮なく広報までお声をかけてください。 

（ＧＴＨ） 

おお しし らら せせ  
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