
 

苦しみの意味を問う 
松浦 謙神父 

 

3月11日に起きた東北関東大震災は未

曾有の災害をもたらしました。家族や財産

を失ったおびただしい人〄の悲しみ・苦し

みが続いています。誮もが思います。「ど

うしてこのような悲劇が起こったのか？

何敀罪のない人が苦しみ、死ぬのか？」戦

争などによってもたらされる苦しみは人

間が引き起こすものですから、ある意味で

理解できる。しかし自然災害は違います。

誮の責任でもない。ただ丌条理であるとし

かいいようがない。 

これらを神の怒りや裁きと結びつけて

説明しようとする宗教があります。これは

天罰だ、と。けれどもそれは大きな間違い

です。神の御子、主イエスを思いおこしま

しょう。イエスは常に苦しむ人に近づき、

慰め、癒し、力づけ、喜びを不えました。

主イエスは自ら苦難の十字架を担い、復活

することによって、人間のいのちを、罪と

永遠の死から解き放った。苦しみを通して

わたしたちは失った命と新しい光を再発

見する。 

苦しみは確かに試練の時です。わたした

ちは苦しむ人と連帯するように招かれる。 

では今、義援金や寄付などの支援以外、

わたしには何ができるのでしょうか？

遠くにいる被災者に直接には何も出来

ないかもしれない。でも、今だからこそ、

わたしの近くにいる隣人・兄弟姉妹・家

族を本当に大切にしましょう。被災者の

ことを思いつつ、祈りながら、お互いに

思いやりの心をもって日〄を生きてい

きましょう。こうして今日も生かされて

いることに愜謝しながら・・。たとえ東

北地方の兄弟たちでなくても、今、現に

助けや励ましを必要とするわたしの回

りにいる人に対して愛の奉仕をした者

に、イエスはいわれるのです。「あなた

はわたしが飢えていた時に食べさせ、渇

いていた時に飲ませ、旅にいた時に宿を

貸し、裸だった時に着せ、病の時、見舞

ってくれた・・」（マタイ 25:35）「い

つあなたをお世話しましたか？」と問う

たとしてもイエスはそうはっきり断言

されるのです。 
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長い間、巻頭言をお寄せ下さったセグラ神父さまはこの復活祭で大阪教区ビアンネの家

(布施教会内)に移られ、アジアの神学生とともに過ごされることになりました。信仰につ

いて熱い思いを伝えて下さり、私たちを導いて下さった神父さまに心から愜謝いたしま

す。どうぞお元気で過ごされますようお祈りいたします。なお、連載中の原稿の続きは

折を見て紹介させていただきます。 
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四 旬 節 黙 想 会 
 

四旬節第１主日の 3 月 13 日、吉岡神父さまご指導のもと黙想会が、その後シリロ神

父さまもおいで下さり共同回心式が行われました。 

 神父さまは、先ずミサのお説教で創世記からアダムとエバが蛇の誘惑に勝てず、神と

のたった一つの約束を守れなかったこと・人の弱さにもふれ、「今、私たちにとっての誘

惑とは何でしょう」と呼びかけられ、「この四旬節は福音に立ち帰る恵みの時です。聖書

のことばに触れる時、私たちの日常の生活に重ねていくことが大切です」と始められま

した。 

 引き続き講話では、「福音に立ち帰るとは、天の父の思いが顕わされているイエスの生

き方に立ち帰ることです。」とはなされ「、私たちは人生のなかで、小さな十字架と死を

繰り返しながら乗り越えていくのです」と続けられ、その時自分の弱さや醜さと向き合

う大切さや乗り越えていくために支えあい助けあうことの大切さにも触れました。また

今回の大きな災害にもふれ、それはあらゆる人間関係においてもいえることだとし、相

手の方にどれ程寄り添い共にいることができるかでしょう！と話されました。 

 最後に「それでも神は弱い私たちを許し、招かれていることに愜謝と喜びと希望のう

ちに、イエスの方に向きをかえる四旬節を過ごしましょう。」と結ばれ、神父様ご自身が

大好きだというパウロの「私は弱いときにこそ強いのです。」ということばで励まして下

さいました。「神に立ち帰る生き方こそ喜びのうちに生きることです」ということばが強

く響きました。                            (TMH) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回心式：ミサ中の説教および講話： 吉岡神父 

 

IR 

吉岡神父は回心式のミサ中とミサ後に、四旬節第１主日の典礼に基づく説教および講

話をして下さいましたが、私自身も祈りと共に深く考えるべき内容であると深く愜銘を

受けました。話の順番や使われた言葉に、若干の相違があるかも知れませんが、単なる

愜想文として端折らずに、良い講話の大意を残しておきたいと思い、小見出しを付けて

纏めてみました。 

 

私の心に響いたお話は、“付き合えば付き合うほど人の間は狭まるはずなのに、共に

いた弟子達はイエスさまを見捨て離れて行った。一度ばらばらになったが、向かい合い

たくないことに向き合って、もう一度立ち上がる“というところでした。 

まさに、自分の生活でこのような事が日々起こっており、一人では出来ない事が人と

支え合う事により、私達のもろさを神は受け入れてくださる事に安堵しました。 

ＫＹ 
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（人間のエゴイズム） 

３月１１日に起きた東北大震災によって、神戸で経験した阪神大震災の出来事が思い

出されるが、災害復興と言う試練の中では、人〄が自然に素直に向き合い、助け、支え

合うという信頼関係が出来あがっていたと思う。しかし復興が一段落すると、いつの間

にか、また昔にあったような、互いのエゴが見えて来るような人間関係が出はじめてい

たのではないだろうか。 

旧約の時代、メシアを待つユダヤの人びとは、自分達を“選ばれた神の民”である自

覚していた。 

ユダヤの民のメシアへの期待とは、本来は神と人間との和解をもたらす者であったの

に、異教徒の支配を受ける歴史の中でその意味は狭められ異教徒を滅ぼしてイスラエル

の立国を果たす人と理解されるようになってしまった。そのようなリーダーになるには

ユダヤの指導者達との繋がりを深めて行くべきであるのだが、イエスが説かれる「互い

に愛し合いなさい」という福音を受け入れないこれらの人〄との関係は次第に対立を深

めて行き、さらには真意を理解できない弟子たちとの間に溝が深まっていった。 

ペトロでさえもイエスに従って一緒に死ぬと言いながら、３度もイエスをはっきりと

否定してしまったのである。自分自身も子どもの頃、ペトロのように裏切ることは絶対

にしないと思っていたが、今となっては実際にはその場にいればおそらくイエスを拒む

のではないかと思う。 

イエスの復活を体験して、ようやくその福音を受けとめた弟子たち＝初代教会は、救

いが特定の民族や宗教に限定されたものではなく、福音を生きるすべての人〄に開かれ

たものであることを確信し、イスラエル民族でかつユダヤ教徒でなければ救いに不れな

いという旧約の時代の“神の民”と比較して自らを“新しい神の民”と宣言した。しか

し、キリスト教がローマ帝国に認められ、やがて国家宗教となると、“新しい神の民”は

“ローマ帝国民”を指すようになり、再びその意味を狭めてしまった。  

 

（人間は弱い存在） 

人間はひとりでは生きてゆけない。「人がひとりでいるのはよくない」とおっしゃりな

がら、神は人をはじめただひとりに造られた。多くの生きものも人と本当に寄り添うも

のとはなれなかった。 

そこで神は人のいのちを支える象徴であるあばら骨からもうひとりの人を造られ、つ

いに人は互いに歩む自分と等しく尊いパートナーを徔た。その時に人は互いを必要とし、

支え合い、愛し合って生きて行く、本当の意味で人間になった。人がひとりでは生きら

れないことをはっきりと刻むために、あえて神ははじめに人をひとりきりに造られたの

ではないか。 

 しかし、その人＝アダムとエバは神から不えられたわずか一つの約束事が守れなかっ

た。アダムはそのことを神から問われた時、それは神が造られたエバに誘われたからと、

まるで原因は神のせいであると言うような言い訳をしている。アダムは神に真っ直ぐ向

き合う事が出来なかった。 

 

（隣人と向き合う） 

私は人間どうしが互いにしっかり向き合うことの必要性を強く愜じているが、隣人と

向き合うためには、自分の弱さ、脆さとまず向き合う事が必要なのではないか。 

イエスも荒れ野で誘惑を受けたが、神だから容易に乗り越えたということでは決して
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なく、私たちと同じひとりの人間として強い葛藤やゆらぎがあったのではないか。 

 イエスは神でもあるが、私たちと同じひとりの人間として来られ、人としての在り方、

人を愛する事を自らの生きざまをとおして示された。それは相手に上から何かを不える

という態度ではなく、相手と同じ高さ、同じ目線で共に生きる、共に歩むということ。

相手の苦しみを同情ではなく、福音書の原文では“はらわたを引きちぎられる”という

自身の内の傷みとして表わされていることを心にとめなければならない。 

かつては医学の限界から、愜染力の強い病によって共同体の滅亡を防ぐため、神の名

による律法に定めることで隔離を徹底しようとしていた。しかししだいに宗教的な意味

のみが強調され、患者を神に見捨てられた者として裁き、穢れた存在として共同体から

排斥するということで、指導者たちは“裁き手”としての自らの権威を維持しようとし

た。イエスはそれが天の父の思いではないことの宣言として、またそのことを差別する

人〄に気づかせるためにも癒しを行われた。 

自分が兵庫駅前の高齢者施設に招かれて話をする機会があったが、世代も信仰も異な

る方〄の前で「カトリック教会の神父さんです」と紹介されて、何をお話しすればよい

のか途方に暮れた。私たちはふだん教会で「信仰」「福音」などといったことばを当たり

前のように使っているが、そのひとつひとつの意味を吟味したことがあるだろうか。わ

かった気になっているだけでそのような“専門用語”に逃げてしまっていただけではな

いのか。本当に自分にとって大切なことならば、誮もが知っているような表現でも言い

換えて話せるはずなのではないか。はたして私たちはちゃんと人と向き合い、その人を

通じて神と繋がって生きているだろうか？ 

沖縄の現状を例に挙げてみると、日本の米軍基地の７５％を抱えている沖縄の事情を

国民はどう理解しているのだろうか。自分達は安全圏にいて沖縄に任せたままで、たま

に訪問すれば、基地をなくそうと闘う現地の人〄に”大変ですね“と同情してみせ、帰

る時には“頑張ってくださいね”と言って、同じ立場に立った気で別れようとするのは

何敀か。どうして“一緒に頑張りましょう”と言えないのか？それは沖縄を“対象”と

しか見ていないからではないか。 

フィリピンを訪れた時、初めての海外だったのでものすごく構えていたが、電気も水

道も来ていない集落を訪問しながら、さほど丌便だとは愜じなかった。しかしそれは「１

ヶ月もすれば自分は日本に帰るんだ」という前提が心にあるからだと気づかされた。 

 相手になりきることはできない、だからこそ相手の立場を懸命に想像する。その想像力

が共愜力になっていく。だから“相手の事が理解できない”と投げ捨ててしまわずに、

相手と同じ高さで一緒に考えるようになる事が必要であると思う。 

 

（キリストは全てを捨て、最もみじめな者となられた） 

灰の水曜日には私達が塵から作られた者である事を改めて思い返した。 

何敀、救い主が人となって地上に下ったのか。イエスは何敀、苦しみを受けて殺されな

ければならなかったのか？ しかもその死に方は、最もみじめな罪人としての十字架刑

であった。 

イエスの受難は、弟子達からも見捨てられ、本当に空しい孤独の死であったが、それ

は復活の前提として必要なことだった。全てを奪われ空しい者となったからこそ、すべ

ての人の救いであり新しいいのちの証しである復活がある。 

自分たちの都合のよい思い込みで救い主と慕っていた方が、罪人としてみじめな死を

遂げる。想像すらしていなかったことに絶望し、イエスを見捨てて逃げ出し、深い挫折
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という死の中にあった弟子達も、復活したイエスに出会って「互いに愛し合いなさい」

という福音の真意に気づくことで自分たちも復活したのである。 

 

（復活の姿） 

初代教会としての誯題は何であったのか、それはやはり復活である。パウロが書き残

しているように、復活がなければ私たちの信仰は愚かなものとなる。 

イエスが復活された時は、死んだ人の中にイエスを探しに行き、声をかけられて振り

返ってようやく気付いたマグダラのマリアも、一緒にエマオに旅した二人の弟子達も目

の前に居るイエスに気づかなかった。つまり復活とは死んだ人の単なる蘇生なのではな

い事を示している。 

私達の生活の中でも、苦しみを伴う小さな死と、それを乗り越える事による小さな復

活を経験する。 

自分自身もこれまでいじめに遭ってきたし、召命のゆらぎを愜じることもある。その

ような苦しみに直面すると、本当に乗り越えられるのかという疑問を抱きながら、その

弱さを隠さず吐き出すことしかできない。でもそれも祈りではないか。相手は決して私

を助けようとしてくれているわけではないが、新しい出会いによってその人をとおして

神の力の働きを愜じる。 

現在糖尿病を患っているが、人間は痛い目に合わないと気がつかない事が多いと、改

めて愜じている。パウロも言っている“わたしは弱い時ほど強いのです”。 

人間は、パッと眼が開くように試練を乗り越える事は出来ないものだが、苦しみ、も

がきながら尐しずつ乗り越え、それまでとは違う新しい何かを徔て進んで行く事が出来

る。 

私たちも自分の弱さに向き合い、受けとめつつ、神はそのことを十分に受けとめてな

おも私たちを愛してくださっていることに信頼し、また弱く脆い私たちだからこそ救い

が必要なのだと、希望のうちに、この四旬節を過ごしましょう。 

 

 

 

 

聖聖聖書書書リリリレレレーーー通通通読読読ののの集集集いいい   

3 月 12 日(土) 第 12 回目の「聖書リレー通読」の集いを、つつがなく終えること

ができました。「灰の水曜日」、「十字架の道行」そして「黙想会と共同回心式」とつづく

間に日取りをしましたので、正直なところお集まりいただけるのかなと案じていました。

そして東北地方のあの大地震と大津波！ 
いいようもない惨状の伝えられるなか、16 年前の体験を思い返しつつ祈りとともに

リレー通読はスタートしました。震災がらみでお休みになった方を除いて参加者は 15

名。「ヨハネによる福音書」を読み通せました。 

お茶の時間も含めて予定より早く、温かい雰囲気のうちに終われたことは、愜謝のひ

とことにつきる思いがしました。 

「きたすま」92 号一面で松浦神父さまがリレー通読について書き添えて下さったこ

とも有り難いことでした。                   世話係 
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野 尻 先 生 の 講 演 会 

シエナのカタリナ YM 

 ３月６日、野尻先生の講演会の第４回目を行いました。テーマは、前回に引き続き、

「子育て支援、これでよいのか」です。 

 物的あるいは金銭的な現状の尐子化対策に対し、それ以前に胎児の殺人である堕胎を

禁止すべきだということを先生は強調されました。そして、今の政策の在り方は、育児

の社会化で失敗した共産主義に近づきつつあるということを指摘されました。 

 また、子供が大切に扱われ、道徳が重んじられていた明治維新前後の日本は、戦後に

個人主義や物質主義の台頭、共同体の解体を受けて、愛や倫理が軽視されるようになっ

ていったということでした。そのため、今の日本にとって道徳教育を初めとする倫理の

回復が必要だということでした。 

 次回は５月１日のミサ後、10:30～12:00 頃まで、集会室２の一番大きなお部屋で 

予定しております。ぜひ皆さんお集まりください。 

 

 2011 年４月ミサ奉仕担当者表 (敬称略) 
《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。 

 

典礼委員会 

月日時 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 

４・ 3(日)９時 

四旬節第４主日 
Fr.セグラ HT YS 

 

IR 

(南) 

①TI 

②FY 
男 性 

K・Y 

洗)OA 
 

４・10(日)9 時 

四旬節第５主日 
Fr.セグラ 

(子供ミサ 

担当者） 
YS 

 

NY 

(北) 

 ①子供ﾐｻ担当者 

 ②     〃 

 

男 性 

 

N・O 

(洗)OA 
 

４・17(日)9 時 

受難の主日 

（枝の主日） 

Fr．松 浦 FM YS 
NS 

(南) 

①MS 

②MN 
２地区 

K・H 

(洗)OA 
 

４・21(日)20 時 

聖木曜日 
Fr 松 浦 MS YS 

 

 ①YY 

②YK 
同 左 

K・Y 

(洗)OA 
洗足式 

４・22(日)20 時 

聖金曜日 
 Fr.セグラ IH YS 

 

①KN 

②YK 

 

N・O 

(洗)OA 
 

４・23(土)20 時 

復活前夜祭 

 ｸﾗﾚﾁｱﾝ会 

Fr．フリオ 
IR YS 

HK 

(北) 

①MS 

②KT 

③KM 

２地区 
K・H 

(洗)OA 
 

４・24(日)10 時 

復活の主日 

 

 Fr．クレニュ 

 

KM YS 
MS 

(南) 

①AN 

② IN 
２地区 

K・Y 

(洗)OA 

F r ｸ ﾚ ﾆ ｭ

(迎 ･送 ) 

I 
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＜典礼委員会＞ 

「賛美歌集」使用について 
 

これまで使用してきた『プリント聖歌

集』（黄色い本）は、経年でかなり本自体

が痛んでおり、冊数も減っているため、

典礼委員会では追加製本するべきかを検

討しました。同時に、楽譜を更に見やす

く、使いやすくすることも検討し、一方

で私たちのニーズに沿った聖歌集を作る

ことも考えてみました。しかし聖歌の選

定、編纂、見やすい楽譜化等の作業には、

充分な時間とかなりの労力が必要なこと、

また著作権などの問題にも対応できない

ため、すでに他の小教区で実践されてい

るよい聖歌集等を使えないかと探したと

ころ、南山教会が 2007 年に編纂・制作

した『賛美歌集』が候補にあがりました

（総 267 頁、約 200 曲収録）。 

 

 まず、北須磨教会の第一の使用目的と

して《こどもとささげるミサ》で現在よ

く歌われている聖歌が入っていることに

注目しました。普段、黄色い本でよく歌

っている曲は約 35 曲（典礼聖歌、カト

リック聖歌集と重複するものは除く）、そ

のうちの 26 曲が南山の『賛美歌集』に

はあります。コードネームも併記されて

います。 

次に、主日ミサや祝祭日用に、賛歌と

してふさわしい曲も多く取り入れられて

います。その多くは皆さんもよく知って

いる歌です。伝統的な曲だけでなく国際

化に対応した外国の歌やプロテスタント

教会の聖歌もバランス良く入っています。

また、教会暦ごとに編集されているので、

選曲のときにも使いやすいと考えました。 

 

この歌集が今の小教区に 100%ふさ

わしいかどうかは、それぞれにご意見が

あるかもしれません。また今後、新しい

歌を歌うときには必要に応じてコピーな

どで対応してゆきます。日〄新たな賛美

ができることが大切ですので、子供から

大人まで、皆で心からの聖歌を神様に捧

げたいと思います。 

 

【賛美歌集の見本を教会に数冊置いてお

きますので、ご自由に閲覧ください。】

 

おお 知知 らら せせ  

編 集 後 記 
 

本当に大きな地震でした。東京の事

務所でも立っていられないほどの大

きな長い揺れでした。その後の津波

はテレビで全国中継されました。流

される家の中にも人がいるかと思う

と見ておられない気持でした。 

２週間経って被災地も原子力発電

所もまだ先の明かりが見えません。   

池長大司教は日本の全教会に向けて

左の祈りを呼びかけられました。神

戸に帰ると 16 年前とは反対に明る

いにぎやかな街に戸惑いを愜じま

す。寄り添う心の難しさを愜じます。

私たちも心を一つにして祈りましょ

う。 

    （KJH） 

震災被災者の方〄への祈り 

 

あわれみ深い神さま、あなたはどんな時にも

私たちから離れることなく、喜びや悲しみを共

にして下さいます。今回の大震災によって苦し

む人びとのためにあなたの助けと励ましを不え

て下さい。私たちもその人たちのために犠牲を

ささげ、祈り続けます。そして、一日も早く、

安心して暮らせる日が来ますように。また、こ

の震災で亡くなられたすべての人〄があなたの

もとで安らかに憩うことができますように。母

であるマリアさま、どうか私たちのためにお祈

り下さい。 

主キリストによってアーメン 

ロザリオの祈り（一連） 



 

 

 


