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11 月は死者の月と言われます。私たちは、

亡くなった人々のことを思い起こし、その

人たちのために祈ることを大切にします。 

 亡くなった人のために祈るということは、

人間のごく自然な心の動きから出てくるも

のです。それは、すでに亡くなってしまっ

た人たちも含めて、自分が他のすべての人

とのつながりの中に生きているという本能

的な自覚によるものだと思われます。 

 そこで、11 月は 1 日の『諸聖人の祭日』

から始まります。諸聖人とは、広い意味で

の聖人のことです。この世とあの世にいる、

救われたすべての人のことを言います。そ

して、すべての人の救いの恵みは、救い主

であるキリストから来ますし、キリストか

らしか来ません。洗礼を受けた人はこの世

でキリストに結ばれ、洗礼を受けなかった

人はその死の瞬間にキリストにつながれ
．．．．

て

救いの恵みを受け、聖人になるのです。 

 しかし、このつながり
．．．．

は、それぞれが一

本の線でキリストに結ばれてあるのではな

く、キリストを中心とした無数の線ですべ

ての人があたかも網の目のようにつながっ

て成り立っているのです。 

もし私が天の国に入ったとしても、私が

大切に思っている人、私が知っている人の

誰か一人でも天の国に来ないとすれば、私

は本当の意味での幸福ではないでしょう。

つまり、私とのかかわりがあるすべての人

の救いがなければ、私の救いはないと言う

ことになります。つまり、私がキリストに

結ばれて受ける救いの恵みは、私につなが

れているすべての人々にも及んでゆくとい

うことです。 

『信仰宣言』で、かつては「諸聖人の通

功」と呼び、今日では「聖徒の交わり」と

呼んでいるのはこのことです。亡くなった

人のために祈ることの意味はここにありま

す。 
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死者の月に思う 

     江波舟入地区 Y.N 

 ２０歳の時に無二の親友を亡くしました。 

青春時代の私にとり、とてもショックな出

来事でした。長い間「死に対する思い」が

心の中で、混沌
こんとん

とし、整理がつきませんで

した。 

しかし、不思議なもので解決は出来なく

ても、時間と共に、心の荷は軽くなってい

きました。その後、幾人もの方とお別れし

たのですが、若い時の、この経験のお陰？

で、「死に対する」免疫ができたようです。 

 今の感覚は、あの世と、この世は、扉一

枚へだてた所にある感じです。壁の向こう

とこっちで、会話をします。「○○さん、コ

レどう思う？」とか、ピンチの時は「ちょ

っとぉ、神様に、これ頼んでみてよ」とか、

気楽に死者（使者？）に話しかけます。 

 あの世に召された方々に、助けられてい

るような気がしています。だからか、ミサ

の時に皆と一緒に死者のために祈る時、で

きるだけ、多くの方を思い起こし、神様に

お願いします。「この人達を思い出してくだ

さい。とても良い人でした」、「もし、天国

の入口あたりで、ウロウロしていたら、ど

うか、招き入れて下さい！」と、日頃、世

話になっているのだから、これ位したって

当前だと思っているのです。 

 私の「死者」に対する感覚は幼稚なのか

もしれませんね。皆様はどんな感覚で「死」

を受け止め、「死者」に対して、どんな思い

で居られるのでしょうか？ 

日頃、話題にすることがないので、機会

があれば、話してみたいです。 

日韓サッカー交流会 

 

高校生会 M.N 

 この度は日韓サッカー交流会に参加させ

ていただき、ありがとうございました。僕

はまだ高校生なのですが、青年会と共に韓

国に行って、現地の方と交流をしてきまし

た。 

 今回の主な目的はサッカー交流でしたが、

それ以外に食事など、いろいろなことでお

世話になりました。特に台風で船が欠航に

なってしまった時は、食事をごちそうして

いただいたり、次の券を取ってくれたりと、

とてもよくしていただき、どのようにお返

しすればいいかわからないほどでした。 

 食文化の違いなど驚くことも多々ありま

した。お互いにサッカーでは本気でぶつか

ることができ、勝敗にかかわらず楽しむこ

とができました。言葉がわからなくてもコ

ミュニケーションをとることができたこと

は一番の思い出です。 

この大切な交流を今後も継続できるよう

にしていきたいです。 青年会の方、釜山

教区の方、教会の方、ほんとうにありがと

うございました。 

《日曜学校活動予定》 

・11.12 各クラス授業 

・11.26 日曜学校黙想会 

・12.3 初聖体式・パーティー 

今後、行事の感想など、コメントを伝え

ていきますので、宜しくお願いします。 

また、日曜学校への参加、ご意見ござい

ましたら、リーダーまで宜しくお願いしま

す。 
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ご存じですか？ 教会とペリカンの深～い関係 

市民クリスマスのための合唱練習にご参加ください 
 曜 日 時 間 場 所 

1 ミサ 日曜日 11:00～12:30 地下聖堂 
2 ミサ 木曜日 19:30～20:40 マリアホール 

聖堂正面の左側の

扉に描かれている

鳥の絵をご存じで

すか。私たちが知る

形とは少し違いま

すが、実はペリカン

です。ではどうして

ペリカンが･･･。 

慶応大学英米文学

部 高宮利行教授

のエッセイ『英語オ

デッセイ』に興味深

い記述があり、抜粋

して紹介します。 

 
 

･･･キリスト教圏では中世以来、この鳥に

は独特の一風変わったイメージが与えられ、

紋章などに繰り返し用いられてきた。死ん

だ雛に自らの血を与えてよみがえさせるペ

リカンとしてのイメージのもとは、12 世紀

に成立を見たラテン語の「動物寓話集」で

ある。もちろん、これを集大成した作家も

種本を権威として用いたはずで、さかのぼ

れば 8 世紀ドイツの修道僧ロベルト・マウ

ルスの『事物起源論』や 6 世紀のイシドー

ル・オヴ・セヴィリアの有名な百科全書『語

源論』などに至る。ここではオクスフォー

ド大学ボドリー図書館のボドリー写本 764
番（13 世紀前半に転写された『動物寓話集』）に見

られるペリカンの記述をご紹介しよう。「ペ

リカン（ペリカーヌス）はナイル河の荒野に住

むエジプトの鳥で、そこから名付けられた。

なぜならカノープスはエジプトと同じだか

らである。ペリカンは雛に対して並々なら

ぬ愛を示す。子供を世に生み出すが、雛た

ちは育ってくると両親の顔をぶつ。両親は

雛たちをぶちかえし、殺してしまう。三日

後、母鳥が自分の胸と脇腹を開いて、雛た

ちの上に横たわり、すべての血を死せる体

に注ぐと、はたしてその愛が雛たちを生き

返らせるのである。同じように、万物の創

造主我らが主イエス・キリストも我々をも

うけ、我々がまだ存在しないときに、我々

を作った。しかし我々は主の顔をぶったの

だ。イザヤもいう『わたしは息子たちをも

うけて、育てたが、彼らはわたしをさげす

んだ』。キリストは十字架に架けられて、脇

を実かれた。血と水が我々の救済のため、

我々に永遠の命を与えるために、流れたの

だ。」しかし、この記述とともに写本に描か

れた鳥を目にしても、誰もこれがペリカン

だとは分かるまい。当時のイギリス人やフ

ランス人は誰一人としてペリカンを見たこ

とがなかったからである。その後、巣の中

で胸をつついて流れ出る血で雛を育てるペ

リカンのイメージが、写本の挿し絵（例えば

14 世紀のホルカム聖書絵本）、彫刻（12 世紀後半

のナルボンヌの聖コスミュ教会）、フレスコ壁面

（1360 年のタッデオ・ガッデイ「生命の樹」、フィ

レンツェのサンタ・クローチェ教会）、敦会のミ

ゼリコード（座席の下の木彫）などに数多く用

いられても、その姿はほとんどはやぶさの

ごとくであった。･･･ 
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シリーズ・コラムの 

原稿を募集しています 

テーマは「平和」!！ 

テーマを決めて、皆様の率直な意見を交換するシリーズ・コ
ラムの欄を設けています。ただいまのテーマは「平和」。平和
の使徒として、私たちの素直な思いをお寄せください。 
 原稿は 400 字以内で、連絡等を行う場合もありますので、応
募は実名でお願いします。（ただし、掲載にあたっては、イニ
シャル・ペンネームも可能ですので、ご希望の方はそのことを
記載してください。）提出は、受付まで。 

 〈もう 2 度と日本に戻れないかも知れない国外脱出をします。一家族につき 15kg 以

内の携行荷物をまとめて５時間後に集合しなさい〉という命令が下ったとしたら、皆さ

んは何を選んでトランクに入れますか？ 
 この夏、レバノン在住の娘（35 才）一家は勤務先から上記のような指令の下にヨル

ダン経由でエジプトに避難し、幸運にも１ヶ月半後に無事ベイルートの自宅に戻れまし

た。私への電話で「お母さん、大急ぎで 15ｋｇの荷物を作っているところよ。落ち着

いたらまた連絡するから・・・心配かけてごめんね」と慌しい娘の声。私と同居の老母

が「孫娘が同じ苦労することになろうとは・・・」と、リュックひとつで兄や私の手を

引いて外地から引き揚げ帰国した 61 年前の自分の姿とオーバーラップさせて泣き始め

た。私は意外にも『15 ㎏』という言葉に平和が崩れる現実感を増幅させられた。衣類、

飲食物、貴重品、夫婦の仕事に欠かせないパソコンや書物、息子の玩具や常備薬・・・

たった 15kg だなんて！と 駆けつけて手伝えないだけに うろたえ心配した。 
 思えばこれまで母の引き揚げ苦労話を記憶にない私は他人事のように聞いていたし、

亡き義母の被爆体験談にもいかに心を寄せて聞いて上げなかったことか、聖堂案内で平

和を訴えるにも机上の空論の域でしかなかったのだ、・・・平和ボケだった自分を思い

知らされたこの夏、身内の危機に直面したことで 少しだけでも人の痛みを思いやる力

を養ったかもしれない。戦争に巻き込まれる形にはいろいろあるものだ。  
                              Y.S 

 運営委員会からのお知らせ 

 

■サラームの会によるバザー：11月12日(日)    

 

■夜回りの会の寄付のお願い：11月26日（日） 

 

■待降節黙想会：12 月 3 日（日） 

 指導司祭はエドガル神父（淳心会日本管区長） 

 

■カトリック「正義と平和」全国集会広島

で開催決定 

 2007 年 9 月 22 日（土）～24 日（月・祝） 

 

■ 大聖堂のコンセント回路分離配線工事

とスポットライト取替え配線工事を行

う。 

 
 


