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年 を 重 ね る 恵 み （ ２ ）  
 

マリスト教育修道会 吉田 治美 

 

 参道を百メヸトルほど行き、小さな池に

かかる太鼓橋を渡るとすぐ左手に、大きな

石碑がたっています。有名な作家の、初期

の作品からの抜粋がそこに刻まれていま

す。 

 『須磨は秋であった…… ここが須磨寺

だと康子が言った。池の水には白鳥が群れ

を作って遊んでいた。雨がその上に静かに

そそいでいた。池を廻って高い石段を上る

と寺があった…… 「あなた、生きている

目的がわかりますか」 「目的ですか」 

「生活の目的ではなく、生きている目的

よ」 山本 周五郎』 

 散歩がてらときおり立ち寄るこの石碑

の前で、その度に、考えさせられます。生

きている目的、言い換えれば、人生の目的

とはなんだろう……。人生はよく旅にたと

えられます。自分の道を自分で歩いていく

昔ながらの旅のイメヸジです。日本は、人

生五十年どころか、世界でも有数の長寿国、

高齢化社会になりました。旅の道のりもず

っと長くなりました。定年を迎える 60 代

の通過点を、どれだけ多くの人が通り過ぎ、

これからも通り過ぎていくでしょうか。 

 私たちの人生は、自分で選び、自分でス

タヸトさせたのではありません。神から不

えられた人生です。私たち一人一人の人生

に、神は目的、意味、計画をおもちです。

その人生を、どう生きるべきでしょうか。

私たちはよく過去を振り返ります。でも過

去の罪、あやまち、失敗、失ったもの･… 

こういうものをいつまでも悔やみ、嘆いて

ばかりいると、それはこれからの人生にま

で影を落とし、気力を失わせます。それよ

り、過去に神からどれほど多くの恵みをい

ただいて来たかを、しばしば思い起こし、

心から感謝することの方がずっと大事で

す。年を重ねるに従って、親しかった人〄

が少しずつ周りからいなくなるのはさび

しいかもしれません。しかし天の国で再会

する希望があります。それより、これまで

私たちの人生をいつも共に歩み、いつも見

守ってくださったイエス様を、私たちはま

すます意識するようになります。 

 「わたしたちは落胆しません。たとえわ

たしたちの『外なる人』は衰えて行くとし

ても、『内なる人』は日〄新たにされてい

きます（Ⅱコリント 4ヷ16）。」体は確実

に衰えて行き、いつか死に至ります。しか

し霊魂は丌滅です。高齢、死などについて、

世間の見方は概して暗く悲観的ですが、キ

リスト者の見方は、明るく希望があります。

「わたしたちの一時の軽い艱難は、比べも

のにならないほど重みのある永遠の栄光

をもたらしてくれます（同 4ヷ17）。」マ

ラソン走者はゴヸルが近くなるにしたが

って、体は疲れていても、胸を躍らせ、足

を速め、ゴヸル目指してひたすら走り続け

ます。私たちもこれ

からの人生を、期待

と希望と喜びをもっ

て、ひたすら目的地

を目指して歩き続け

ましょう。 
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 第三年代（60代以降とその年代の人〄）

のために開かれたコヸスで、講師の一人、

英国の神父様から聞いた、その友達の神父

様のお話です。小教区に一人のとても信仰

熱心なおばあちゃんがいました。あるとき

おばあちゃんは、「神父様、お願いがあり

ます。私が死んだらお棺に入れるとき、胸

の上で両手を組ませるでしょう。普通は十

字架とかロザリオをその手に握らせるけ

ど、私の時にはフォヸクを握らせてくださ

い。ええ、フォヸクですよ。そして神父様

が説教なさるとき、私がなぜフォヸクを握

っているのか、参列の人たちに伝えていた

だきたいのです。私は昔、とても貧しくて、

三人の子供たちに、それはそれは貧しい食

事を少ししか食べさせて上げられません

でした。でも週に一度、日曜日のおミサの

帰りに、教会の近くの私の母、子供たちの

お祖母ちゃんの家に招かれて、皆でおいし

い料理をたっぷりご馳走になるのです。そ

れから子供たちがわくわくしながらいち

ばん期待しているものがありました。食卓

が一応片付けられると、新しいお皿が配ら

れ、子供たちが新しいフォヸクを手に持っ

て目を輝かせている中を、台所からお祖母

ちゃんがお盆に大きな手作りのケヸキを

のせて入って来ます。お祖母ちゃんのケヸ

キは毎回違っている上に、とってもおいし

いのです。子供たちはもう大喜び、それは

子供たちにとっていつも大きな嬉しいサ

プライズ（驚き）だったのです。神父様、

私はあの頃の子供たちのように、大きな期

待に胸をふくらませながら、フォヸクを握

りしめて、イエス様から大きな、大きなサ

プライズをいただきに行きたいのです！」 

 イエス様は、「はっきり言っておく。心

を入れ替えて子供のようにならなければ、

決して天の国に入ることはできない（マタ

イ 18ヷ3）」と言われました。「わたした

ちの本国は天にあります(フィリピ 3ヷ

20)」天の国にこそ、私たちの旅の目的地

です。そこに行き着くことが旅の（人生の）

目的です。そこでは「目が見もせず、耳が

聞きもせず、人の心に思い浮かびもしなか

ったことを、神は御自分を愛する者たちに

準備された（Ⅰコリント 2ヷ9）」のです。

どんなに大きなサプライズが私たちを待

っていることでしょうか。「すべての重荷

や絡みつく罪をかなぐり捨てて、自分に定

められている競争を（人生の旅を）忍耐強

く走りぬこう（歩き通そう）ではありませ

んか……イエスを見つめながら（ヘブライ

12ヷ1）」 

 

 

 
 

教会学校キャンプ 

 

 7 月 31 日（土）～8 月 1 日（日）の 1 泊 2 日で教会学校

キャンプが行われました。昨年までは北須磨教会をベヸスにし

て行っていましたが、今年は大阪は高槻教会に宿泊し、高山右

近の列福運動に携わっている方のお話を伺ったり、キリシタン

遺物資料館や愛と光の家を訪れるなどのプログラムだったこ

ともあり、子供たちだけでなく大人の方〄の参加もありました。

また、7 月 31 日（土）の夜には高槻教会の教会学校の皆さん

と一緒にバヸベキュヸや花火、ビンゴゲヸムをして楽しみ、翌

8 月 1 日（日）には主日のミサの後、高槻教会の方〄と一緒に手

芸教室に参加して交流を深めました。 
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教会学校キャンプ 

北須磨教会 中１ TM 

僕たちは日曜学校のキャンプで高槻教

会に行きました。しろあと公園、キリシタ

ン遺物史料館、愛と光の家などに行きまし

た。史料館では隠れキリシタンの人たちの

ザビエルの絵やキリスト像などがあり、あ

の有名なザビエルの絵はここで守られて

いたのだと思いました。教会でバヸベキュ

ヸの後、花火とビンゴゲヸムをしました。

次の日、ミサの後、手芸教室に参加し、万

華鏡をつくりました。高槻教会は聖堂も信

徒館も大きく、日曜学校の子供たちの数も

多くて北須磨と違っていると思いました。 

 

高槻教会 教会学校の皆さんから 

 

 

小 6 MM 

7月30日のバヸベキュヸはとても楽し

かったです。花火やビンゴゲヸムも楽しか

ったです。北須磨教会の人といっしょにあ

そびました。とても楽しかったです。北須

磨教会のみなさんありがとうございまし

た。 

 

小３ MM 

 ビンゴゲヸムや花火たのしかったです。

いろいろな花火たのしかったです。ビンゴ

ゲヸムいっぱい、けいひんをもらいました。

バヸベキュヸおいしかったです。北すま教

会のみなさんありがとうございました。 

 

聖ニコラ KN 

 「北すま教会のみなさん たのしかった

です また来てください。」 

 神さまにかんしゃ 

 

小６ MK 

 全体を通して北須磨教会のみなさんと

交流するのは、とても楽しかったです。ベ

ヸべキュヸはとてもおいしく頂きました。 

 ビンゴはみんなで盛り上がってとても

楽しかったです。手芸教室では最後に写真

を撮ったのが思い出になりました。 

 とても楽しかったです。ありがとうござ

いました。 

 

KM 

 最初は知らない人が多くて、仲良くでき

るか丌安だったけど、みんなでした花火や

ビンゴは本当に楽しくて、そんあ丌安を忘

れました。 

 ビンゴでたくさんの景品をいただけた

のでまた機会があれば参加したいです。 
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湯本サポヸトヷセンタヸ 
Sr Lucie 前田 

 23 日には、浦和教会に 10 時に集合で、オリエンテヸションがあり後矢吹助祭より

祝福を頂き出発しました。福井県のいわき市にある湯本サポヸトヷセンタヸにて（原発

の 40～50Km にあります）28 日まで奉仕をさせて頂きました。避難所は湯本サポヸ

トヷセンタヸを中心に１３ヵ所あり、そのうちの９ヵ所で“傾聴”を専門にしておられ

る“みみ”というグルヸプの方〄と、始めは一緒させて頂き２回目からは各自で訪問し

ていきました。 

避難所には、原発３０ｋｍ以内の方、津波での被害の方〄で、６月末までの所や、７

月１５日までのめどで 行政から追い立てられていますので、日毎に人は減少していま

す。行く先は、仮設かアパヸトを自分で探して出て行きます。行く先が決まれば市の手

続きで、６点セットが準備されます。入ってもすぐ食事が出来るわけでもなく、（避難所

では場所によっての違いはあっても、毎食頂いていたので…）自分ですべて準備をしな

ければなりません。 

湯本サポヸトヷセンタヸから 20 分の所に小名浜という、巡回教会に支援の物資を仕

分けしていて必要な方に運んでいます。ボランティアの人たちは、司祭館で休みます。

湯本教会は信徒館と共に７月 10 日に感謝のミサを持って解体となりますので、物資の

保管場所は小名浜になるからです。 

これから先は、仮設でもアパヸトでも１人住まいの方をどのようにサポヸトしていく

かが課題になるでしょう。埼玉教区は仮設の近くにお店を開き人が出入り出来るような

事を考えているようなことを耳にしましたが… 

傾聴やお店のようなことは愛徳姉妹会の仕事のように感じます。釜ヶ崎のように… 

とても大切な体験をさせてくださったことに感謝しています。 

ともに抱き合って泣いた人、丌満を行政に当たっている人、物を集めることに必死な

人などいろんな人〄のために神様の愛か注がれていて、平和な心に戻る日が一目も早く

来ますようにと祈っています。 

 

2011 年９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ヸ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ヷ４（日） 9 時 

年間第 23 主日 
Fr.ジェリ－ NY YS 

IR 

（北） 

①IM 

②OR 

男 性 

グルヸプ 

NヷO 

(洗)TY 
 

９ヷ11（日）9 時 

年間第 24 主日 

（敬老ミサ） 

Fr.松 浦 NS KK 
KT 

（南） 

①UH 

②KS 

男 性 

グルヸプ 

KヷH 

(洗)TY 
敬老会 

９ヷ18（日）９時 

年間第 25 主日 
Fr.クレニュ HK 未 定 

NY 

（北） 

①KN 

②KT 
２地区 

KヷY 

(洗)TY 

Fr ｸﾚﾆｭ(迎･送) 

NヷF 

９ヷ25（日）９時 

年間第 26 主日 

 

Fr.松 浦 

 

（子供ミサ 

担当） 
HT 

NS 

（南） 

①子供ﾐｻ担当者 

②   〃 

(子供ﾐｻ 

担当) 

NヷO 

(洗)TY 
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ヷ９月の評議会は第３日曜日（１８日）に

変更いたします。 

ヷ9 月１１日の敬老の集い懇親会には多数

ご参加ください。 

 

 

 

 

 

ヷ9 月 11 日(日)敬老のミサ 

        ミサ後 懇親会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヷ図書の貸し出し方法を変更しました。 

  図書の寄贈を戴きましたのでシヸル

を貼って書架におかせていただきまし

た。これにあわせて、ＤＶＤ、ビデオ以

外の一般図書の貸し出しはカヸド記入

丌要といたします。 

  禁帯出以外の図書はそのままお持ち

戴き 2 週間を目処にお返し下さい。 

  ＤＶＤ、ビデオは今までどおりカヸド

にご記入下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆お悔み☆ 
 

アンナ SA さま 

葬儀ミサが 8 月 17 日に行われました。 

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  

高高齢齢者者支支援援委委員員会会  

おお しし らら せせ   

編 集 後 記 
 

 

教会学校のキャンプに参加して
きました。よその教会を訪れるとそ
れぞれの教会の雰囲気や特徴が見
えてきます。今回は大阪の高槻教会
です。門を入ると左手にユスト高山
右近の像が目に入ります。聖堂は短
めの十字型。十字が交差する祭壇の
上が高さのあるドヸムになってい
います。主日のミサは 2 回。1 番
ミサにも若い人も含め、かなり多く
の信者がいらしていました。 

いま大阪教区では列福運動推進
委員会を立ち上げるなど高山右近
の列福を目指しての取り組みを行
っています。お世話になった高槻教
会の方から「北須磨教会では高山右
近の列福について何か取り組みが
ありますか。」と問われ正直答えに
窮しました。同じ大阪教区の教会と
して何かできることがないだろう
かと考えさせられました。（GTH） 

広広報報委委員員会会   



きたすま ６                                                

 

 

 


