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神 の 言 葉  

 

マリスト教育修道士会 ブラザー 吉田 治美 

 

「イエスがゲネサレト湖畔に立ってお

られると、神の言葉を聞こうとして、群衆

がその周りに押し寄せてきた。」（ルカ

５・１） 

イエスの口から語られる神の言葉を聞

きたくて、人〄が続〄と集まってくる情景

が目に見えるようです。 

聖書には、神の言葉、イエスの言葉を聞

いて、人生を大きく変えられた人〄の話が

数え切れぬほど出て来ます。「実に信仰は

聞くことにより、しかもキリストの言葉を

聞くことによって始まるのです。」（ロー

マ１０：１７） 私たちは聞くことによっ

て信仰に導かれ、信仰に入った後も聞き続

けるなら、聞くたびにより深くより強い信

仰への新たな歩みが始まるのです。 

マタイは徴税人でした。人〄から憎まれ

蔑まれる職業のゆえに、自分のもっている

罪悪感のゆえに、隠れるようにして群衆の

後ろの方でイエスの言葉を何度か聞いて

いたことでしょう。その日も空しく重い気

分を抱いて収税所の机に座っていました。

そのマタイにイエスの方から、呼びかけら

れたのです！ 

弟子に加えられたマタイは、イエスに従

って各地を廻りながら、人〄に語っておら

れるイエスの言葉を何度も何度も聞き、そ

して心に刻み込んでいたことでしょう。イ

エスの説教集ともいわれているマタイ福

音書には、実に多くのイエスの言葉が書き

残されています。私たちはマタイにどれほ

ど感謝しなければならないことでしょう

か。 

私たちは体と霊魂を合わせられたもの

ですが、「霊魂は両親から来るものではな

く、直接、神によって創造されるものであ

り、丌滅です。」とカトリック教会のカテ

キズム要約に書かれています。考えてみる

とこれはすごいことです。体はいつか死に

至りますが、霊魂は丌滅であり、神は私た

ちを特別な愛とご計画をもって一人一人

を造り、天の永遠の命に招いていてくださ

るのです。 

体の糧はパン、では霊魂の糧は何でしょ

うか。「人はパンだけで生きるものではな

い。神の口から出る一つ一つの言葉で生き

る。（マタイ４・４） これは荒野で誘惑

する者に向かって、断固として答えられた

イエスの言葉です。霊魂の糧は、神の言葉

なのです。 

その上、私たちにはご聖体が不えられて

います。まことに私たちは、「恵の上に、

更に恵みを受けた」（ヨハネ１・１６）の

です。ご聖体と神の言葉は、車の両輪のよ

うに、どちらも欠かすことのできない貴重

な糧なのです。 

ペトロと共に、私たちも宣言しましょう。

「主よ、私たちはだ

れのところへ行きま

しょうか。あなたは

永遠の命の言葉をも

っておられます。」

（ヨハネ６・６８） 
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広 島 巡 礼 
 

8/5,6 社会活動委員会の呼びかけで北須磨教会としては初めて 20人の信徒が小型バスで広島の原爆記念日に巡礼に出か

けました。松浦神父さまもご一緒で、行きのバスではギターを弾いてくださり、皆で聖歌集プリントの歌を歌いながら楽しい旅

でした。5日は平和記念公園から世界平和記念聖堂まで平和行進を、6日は平和公園で原爆慰霊祭に参加しました。 

 

８月５日 

・被爆 65 年の今年、平和への祈りの道に 25

周年を迎えた北須磨教会の皆さんと一緒に参

加することが出来、なんだかうれしくて感動。 

・平和公園での諸宗教の祈りなど、平和を希

求する様〄な催しに突き動かされるような

感動。 

・祈りのこめられた折り鶴の多さに只ただ感

動。(デイサービスセンターや三田小の物も) 

・平和行進の長さに･････老若男女精一杯歌っ

ている姿に励まされるような感動。 

・平和祈願ミサ･････聖堂いっぱいに埋め尽く

された人〄の熱い思いに感動。 

  

８月６日 

・平和祈念式典･･･こんなにも多くの人〄が今、

平和への思いでつながっていることに感動。 

その中には多くの外国の方〄、ご高齢の方〄。

若い人〄の姿も。(55,000 人だったとか) 

・秋葉広島市長、潘国連事務総長の力強い平

和宣言に感動。子供達の純粋なメッセージにも。 

・世界 74 カ国の代表が参列。なかでも核保有

国の米･英・仏が初参加と聞いて時の実りに

感動。 

・お隣にいた黒い服に身を包んだおばあちゃ

まに｢ご遺族ですか｣とお尋ねすると「うん

ん・・・黒い服を着ずには来れんかったんよ」

と「お近くですか？」「今朝、岡山から来

た･･･」と。胸のつまるような感動。 

・平和資料館の展示や遺品の前で祈るように

立ち止まる多くの人〄に感動。 

・帰りのバスの中で、「行ってよかった」とい

う声が聞こえてきて感動。この 2日間何度涙

したことか・・・。今、私たちに出来る事。

戦争のない、核兵器のない平和な世界が一日

も早く実現するようにと声に出して言いつ

づけること。私たちが平和の道具になれます

ようにと祈ります。          （Ｋ&Ｔ Ｈ） 

●私にとって暑い熱い広島への旅でした。 

65 年前は、もっと･･何倍も･･熱い爆風が 

この町を焼きつくしたのだと遺品等を見な

がら、そして今も尚、苦しみ続けている方〄

に思いを馳せれば只〄、平和を祈るばかり

です。              ＫＹ 

 

●私は去年に引き続き、今年も広島平和巡

礼に一泊二日で参加させていただきました。

教会から広島に向かうバスの中で、松浦神

父様がギターを弾いて下さり、みんなで聖

歌を歌いながら行きました。ピースウォー

クも 「ウォークインザライト」や 「アー

メンハレルヤ」を歌いながら、たくさんの

信者さんたちと共に祈りを込め、世界平和

記念聖堂へ向かいました。広島巡礼に参加

させていただき、平和の大切さを改めて感

じました。 

 

●今年は北須磨教会からたくさんの方と共

に参加し、平和行進、素晴らしいミサにあ

ずかり平和の大切さを考える事が出来まし

た。みんなで心をひとつにして祈る大切さ

を改めて学ぶ事が出来ました。 

 

●「広島平和への道」 

  心が熱くもえ、身体も暑い感激の 2 日間

でした。原爆投下、被災者の苦しみ、人間

の罪、神様の思い等、色〄と考えさせられ
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ました。平和公園での集い、平和行進、平

和祈願ミサ、すばらしいものでした。また

宿泊ホテルでのビールも最高でした。最後

にこの「広島平和の道」を企画してくれた

関係者に感謝します。       ＮＫ 

 

●広島を仕事以外に訪れたのは、約３０年

前のパパ様が来日した冬の寒い日でした。 

今回は、核廃絶のためにそして平和記念式

典に預かるために、灼熱の真夏に訪れまし

た。 

８月５日には、原爆供養塔前にて、日本聖

公会との合同での祈りの集い、世界平和記

念聖堂までの平和行進そして平和祈願ミサ

に不り非常に感銘を受けました。 

当日の「原爆の日」には、平和式典に参加

し改めて核廃絶を強く願わずには要られな

く成りました。 

６５年の記念すべき年に、原爆を投下した

アメリカや、核保有国の英仏の代表が、さ

らには潘国連事務総長などと初参加された

ことは歴史的に大変意義があり、核廃絶へ

の第 1歩が歩み出たと思います。 

今後も、平和行事等に積極的に参加したい

と思いました。 

企画担当してくださいました幹事さん本当

にご苦労様でした。有り難う御座いました。 

ＹＹ 

 

●６５年目を迎える今年は、私にとって節

目で、６５歳になり、一切の職を退き自由

になった今、過去の終わりと未来の始まり

を広島からとの思いと、また、在宅４ケ月

目を迎え、女房に主人丌在の日をプレゼン

トできるメリットも考え、平和行進にひと

りで参加させて頂きました。 

道中、聖歌を楽しみ、ギター生演奏を楽し

み、そして、広い、大きな聖堂で、大勢の

神父様から平和祈願ミサに授かり、その他

いろいろと楽しみ、皆様のおかげで過去の

悲しみを乗り越えて喜びの時を味わうこと

が出来ました。本当にありがとうございま

した。              ＨＩ

 

2010 年９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 ｵﾙｶﾞﾝ 聖体奉仕 聖書朗読 共同祈願他 ミサ準備 備 考 

9・5（日） 9 時 

年間第 23 主日 
Fr｡セグラ 

（子供ミサ 

担当） 

YS 

 

IR 

（南） 

①子供ﾐｻ担当 

②   〃 
3・6B・７地区 

Ｋ・Ｈ 

(洗)ＴＹ 
 

９・12（日）9 時 

年間第24主日（敬

老ミサ） 

Fr｡セグラ MS YS 
NY 

 （北） 

①TT 

②MN 
3・6B・７地区 

Ｋ・Ｙ 

(洗)ＴＹ 
敬老会 

９・19（日）９時 

年間第 25 主日 

   

Fr.松本武三 MT HT 
NS 

（南） 

①TI 

②YK 
５地区 

Ｎ・Ｏ 

(洗)ＴＹ 
 

９・26（日）９時 

年間第26主日（集

会祭儀） 

司式：H 

勧め：N 
MS YS 

IR 

NY 

 ①MJ 

②ＹＫ 
５地区 

Ｋ・Ｈ 

(洗)ＴＹ 

 

 



 

 

 


