
 

 

 

老 い 
中川明神父 

 

６０歳も間近になり、最近、ふと気づい

たことがあります。 

５０歳になってから、あることをずっと

期待し待っていました。それは、「一皮むけ

る」ような心の変化、つまり悟（さと）り

のような心境の変化です。もし、そうした

新しい心になれれば豊かに年を重ねていけ

るだろうと、新しい心の訪れを、ずっと待

っていたのです。 

私にとり４０歳代はとても楽しかった。

海外で勉強もでき、視野を大きくする様〄

な機会もあり、いっぽうで、自分なりに懸

命にやったことが公に認められることもあ

りました。張り切ってがんばり、その見返

りもあり、とても充実していて楽しかった。

そして、５０歳になったとき、きっとこれ

からは今までと同じようにはいかないだろ

うから、前向きに年を重ねていけるように

新しい心構えが欲しいと思いました。そん

な新しい心を、「一皮むける」ように得られ

ないかとずっと期待してきたのです。とこ

ろが、つい最近になって、そんな心などは

なくて、ただ、毎年毎年、体力が弱まり、

身体の悪い部分が増え、気力も萎（な）え

ていく、ただそれだけのことだ、とわかる

ようになりました。 

数年前から、両親を毎週のように訪ねて

います。父が９０歳近くになり衰えて、老

老介護に入ったからです。体力的に老いた

父。妻（つまり私の母）の姿が３０分見え

ないだけでオロオロする父。かとおもうと、

３０年以上も前の会社でのことを偉そうに

話し、さらに、「俺が一生懸命に働いたから、

今こうして年金生活が出来る」と言い、老

いた妻を怒らせます。なんか情けなくなり、

でも、そのいっぽうで、私もそうなるのだ

ろう、と他人事には思えません。年齢を重

ねるとは、新しい心が得られて「一皮むけ

る」ことではなく、卖に、毎年毎年、心身

ともに衰えていくだけのことだ、と思うの

です。 

昨年秋、フィリピンを訪ね、ひとつのよ

い出会いがありました。ある方との２０年

ぶりの出会いで、それは、そのころ随分と

お世話になった有名な神学者でした。２０

年ぶりに、彼の授業に出席し、毎晩遅くま

で彼と話しをし、それは、行き詰まった私

にとり豊かな時間でした。そんな中でこん

なことも思ったのです。コツコツと継続し

て積み上げていくことの大切さと、その結

果の思いがけない豊かさです。 

彼の授業は、２０年前と似ていたけれど、

進展があり、何にもまして深みが生まれ、

より豊かでより力強いものになっていまし

た。この２０年間、彼もとても苦労したよ

うで、身体も弱くなっていました。でも、

２０年間、尐しずつでも小さな努力を積み

重ねてきたことが、彼の授業からよく分か

ったのです。 

老いるとは、毎年毎年、確実に心身とも

に衰えていくことで、

それだけです。ただ、

同時に、小さな努力を、

毎年毎年、尐しずつで

も積み重ねていくこ

とも出来て、その実り

はとても豊かだ、と彼

の後ろ姿を見て思っ

たのです。それは、決

して「一皮むける」よ
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うに何かを悟ることではありません。身体

や気力が衰え、そのうっとうしさを生きる

だけのことだろうと思うのです。でも、そ

こで積み重ねられた実りはとても豊かだ、

と思ったのです。私はその豊かさに感動し

たのです。 

５０歳代の初め、何か悟りのような心境

の変化を期待していました。でも、それは、

傲慢なわたしの卖なる独（ひと）りよがり

でした。私だけが特別の老人になれるわけ

ではなく、みな同じで、心身の衰えのうっ

とうしさを生きるのだと知りました。その

なかで、尐しずつ積み重ね豊かな実りを結

ぶ人もいる、ということなのでしょう。 

イエスの最初のメッセージは、「神の国

は近づいた。悔い改めて福音を信じなさい」

（マルコ 1:15）でした。老いのうっとうし

さを受け止めよう、との心構えが生まれた

ことが、最近の私の「悔い改め」かな、と

思います。私は傲慢だから、父と違って、

もっとよい年の積み重ねができる、と思っ

てしまいます。でも、同じなんだ、と「悔

い改め」ます。そして、あわせて、小さな

積み重ねをし続けたいと思うようになりま

した。そう思えば、父も、ゴソゴソと何か

をしていました。何だったでしょうか。 

洗洗礼礼おおめめででととううごござざいいまますす  

 

パウロ三木 YE ちゃん 

 

2 月14日（日）のミサで、洗礼式が行われました。 
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 寄 稿           ミサにあずかる時の黙想 

バン・アッセ神父様 

 

1. ミサはキリストの活勒活動に従って生活

したい人〄の集まりです。先ず自分の足

りなさ、弱さを覚えて許しを願います 

(告白の祈り)。 

2. 福音朗読、キリストに倣いたい私たちは、

キリストがどういう風に生活なさったか

を知りたいのです。そのため福音書を読

んでいます。 

3. 食卓の準備、なぜパンとぶどう酒を使っ

ていますか。大地の恵み労働の実りと書

いてあります。神からつくられた大地に

は、麦とぶどうができます。人間の労働

によって麦はパンとなり、ぶどうはぶど

う酒となります。人間の働きは、神の働

きと協カすることです。 

4. 奉献文、このパンとぶどう酒はキリスト

の体と血になるように聖霊にお願いしま

す。 

5. 最後の晩餐、イエズスはパンを取って「こ

れは私の体」 だと仰っています。体と言

えばイエズスの活動を意味しています。

体をもってなさった全てのこと、福音宣

教、人をいやし許すこと。イエズスはこ

れからこの活動を続けることができない。

すぐ苦しみを受けることを知っておられ

ます。だから弟子たちにお任せになりま

す。あなたたちはそれを自分の働きとし

てください。また、ぶどう酒を飲みなさ

い。ぶどう酒はイエズスの活動に伴うす

べてのつらいことを意味しています。人

の無関心、反対、捨てられること、また

ぶどう酒は弟子たちの働きに伴うすべて

のつらいことを意味しています。疲れと

か、人の反対とか、それを私の記念とし

て行いなさい。 

6. 私たちは、キリストの働きを続けて、キ

リストの体となるように聖霊の指導を願

います。また、そのためにイエズスが教

えてくださった｢主の祈り」を唱えます。 

7. キリストの活動を続ける私たちは、互い

に助け合って協力して平和を守ることが

できるよう祈ります。 

8. ご聖体を受ける前に自分の足りなさを覚

え神の子羊許してくださいと祈ります。 

9. ご聖体を授ける人は 「キリストの体」と

言っています。キリストの働きを続けな

さいと、ご聖体を受ける人は 「アーメン」、

「はい、いたします。」と言います。そこ

は、ごミサの中心となっています。ミサ

とは遣わされる意味があります。そこは

キリストから遣わされる時です。これか

ら 1日の活動としてキリストの活動を続

けたいのです。1 日中の働きをとおして

キリストの働きを続けたいのです。イン

ドのマザーテレザの言葉どおり、朝はミ

サにあずかって、昼は病人の世話をしな

がらもう 1 回ご聖体を受けることです。

ごミサは 1 日の働きの準備です。その上

に神の祝福を受けています。 

        

       (1 月、姫路 仁豊野ビラにて)
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2 月 17 日、25 周年記念として皆さまの献金により新しいオルガンが届きました。 
これから美しい音色でわたしたちの集いを支えてくれることでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 年３月ミサ奉仕担当者表 (敬称略) 
 

《註》変更のある場合は、お御堂入口の掲示表を赤ボールペンでご修正下さい。 

 

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 

3・７(日)9 時 

四旬節第 3主日 
Fr セグラ MT YS 

IR 

(北) 

①MA 

②MS 
２地区 

Y・K 

(洗)TY 

ビンセンシオ 

修道会への 

感謝ミサ 

3・14(日)9 時 

四旬節第 4主日 

（黙想会） 

Fr 松浦 

Fr 中川 
NY TK  

①YY 

②YK 
２地区 

O・N 

(洗)TY 
 

３・21(日)９時 

四旬節第５主日 

（子供ミサ） 

Fr 中川 
(子供ミサ 

担当者） 
YS 

NY 

(单) 

①子供ﾐｻ担

当者 

②   〃 

(子供ミサ 

担当者） 

K・Y 

(洗)TY 
 

３・28(日)９時 

受難の主日 

（枝の主日） 

Fr クレニュ MS TK 
NS 

(北) 

 

①AN 

②UN 

 

１・４地区 
N・O 

(洗)TY 

Fr ｸﾚﾆｭ(迎･送 ) 

K 
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バザー収益金、クリスマス愛の献金等から各
種団体に支援金をお送りしました。 
皆さまのご協力で今年は多くの団体を支援

することができました。お礼状等はホールに
張ってあります。ご覧ください。 
 

バザー収益金        41 万円 
クリスマス愛の献金    14 万円 
評議会予算から      21 万円 
小 計          76 万円 

 
【支援先等】 
オルガン維持費として   10 万円 
社会活動神戸センター   5 万円 
須磨夜回り会       10 万円 
ミカエラの家       10 万円 
子供の里          2 万円 
コムニタス        3 万円 
阪神カトリック女性の会   3 万円 
東条湖の家        2 万円 
日本カトリック難民移住移動者委員会 

  3 万円 
ふるさとの家        3 万円 
大阪希望館        3 万円 
川口ハウス         5 万円 
ユニセフ         2 万円 
愛徳姉妹修道会     10 万円 
フォンダシオ       3 万円 
AIC Japan         2 万円 
  合 計      76 万円 

 

 
 
 
 

＜典礼委員会＞ 

「第 10 回聖書リレー通読と分かち合い」  
日 時：3 月 13 日(土)午後 1 時～3 時 
場 所：第一会議室 
パウロの書簡から 
「テトスへの手紙」「フィレモンへの手紙」
「ヘブライ人への手紙」 

四旬節の一日、多くの方の参加をお待ちし
ています。 

 
「 共 同 回 心 式 」 

3 月 14 日 ミサ後 松浦信行神父様 
 

・2010 年はヴィンセンシオ愛徳姉妹会の創
立者、聖ヴィンセンシオ・ア・パウロと聖女
ルイズ･ド・マリヤックが帰天されてから 350
年を迎えます。 

このため私たちが日頃お世話になっている

ヴィンセンシオ愛徳姉妹会へ 3 月 7 日(日)の
ミサの中で感謝を捧げることにいたします。 
 
・3 月 27 日(土)10:00～ “枝の主日”のた
めの枝の準備をいたします。ご協力ください。 

 
＜社会活動委員会＞ 

 
ビデオ「花はどこへいった」上映会お知らせ 
日時：3 月 28 日(日)ミサ後 

ベトナム戦争で大量にまかれた枯葉剤の影
響が今なおベトナムの子供たちを障害で苦し
めている現実。これと直面する日本人女性に
よる作品。 

第 26 回国際環境映画祭特別賞ほか多数受
賞。ぜひご覧ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

お悔やみ申し上げます 
トマス 久保田邦雄さん (菅の台・第 4 地区) 

2 月 19 日 葬儀ミサがおこなわれました。 

永遠の安息とご遺族の平安をお祈りします。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

評評 議議 会会 よよ りり  

編 集 後 記 

 中川神父様が当地区に赴任が決まった

当時、「今度は若手の神父様」とのコメン

トを耳にしました。今号の神父様の巻頭言

テーマが「老い」。時の流れは早いもので

すね。「尐しずつの積み重ねの実りの豊か

さ」の言葉に希望が湧きます。 （GTH） 

炊き出しだより 

先月の東遊園地でのことです。近くの教会のあ

るご婦人が「おじさんとの関わり方はむずかしい

ですね」ともらされました。聴くとご自身のおに

ぎりを「あげる！」と言っておじさんを怒らせて

しまったというのです。お話を伺いながら、おじ

さんたち一人ひとり誰にでも尊厳があることを忘

れてはいけない！と心に刻みました。 

2 月 9 日（火）寒さの中、具だくさんのおみそ

しるに心も体もほっこりととの思いがこもりま

す。160 名程でした。 

次回は３月 9 日（火）です。♪もうすぐ春です

ね♪ 委委 員員 会会 よよ りり  

おお 知知 らら せせ 



 

 

 


