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待降節黙想会待降節黙想会待降節黙想会待降節黙想会    

12月 16日 9:30ミサ～ 

指導司祭 松本武三神父 

（カトリック甲子園教会）

クリスマスミサクリスマスミサクリスマスミサクリスマスミサ    

12月 24日 18:00～ 第１ミサ(グレゴリアン)

20:00～ 第２ミサ(皆で歌える歌) 

12月 25日 0:00～  夜半ミサ(多国言語) 

     10:00～ 司教ミサ 

 

元旦元旦元旦元旦（1月 1日） 

0:00～ 

 平和祈願ミサ 

11:00～ 

平和祈願司教ミサ 

     

トラジャ（インドネシアのトラジャコー

ヒーのトラジャ）では、クリスマスが近く

なると、涼しくなるのがわかります。日本

の５月頃のような季節になります。この頃

になると、トラジャの人々は、口々

に”Menjelang Natal (メンジェラン ナタ

ル"といいます。クリスマスがもうすぐ来る

という意味です。12 月 1 日から、クリスマ

ス飾りをします。トラジャのクリスマスは

家族の年末のお祝いです。24 日の夜のクリ

スマス礼拝（ミサ）は、各教会によって時

間が違います。大きな教会では、劇団みた

いなショーをやっていたりします。 

私の思い出の中で、今でもよく覚えてお

りますのは、教会の天井に星の飾りが流れ

星のように下がっていたことです。そして

その近くには、大きな馬小屋があって、そ

の中には若い夫婦と赤ちゃんがいます。そ

れはヨセフ、マリア、赤ん坊のイエスの姿

を表しています。イエスさまの誕生です。

まさに降誕祭です。教会の行事が終わると、

家族と一緒に夜中のご馳走を食べます。何

よりも家族優先です。食事の前にイエス・

キリストの誕生について話し合っています。

そして、家族同士でクリスマスの挨拶をし

たり、プレゼント交換をしたりします。 

家族との食事を終わると若者たちは、「キ

ャロリング」をします。クリスマスの歌を

歌いながら、各家々をまわります。そして、

また教会に戻って、友人とクリスマスの願

いごとなどを話し合ってクリスマスの夜を

楽しく過ごします。クリスマスの日は、親

戚の家を訪問します。このときもご馳走が

ありますので、とても楽しみでした。クリ

スマスには、どこの家に行っても、だいた

い同じ食べ物です。これは私の故郷のクリ

スマスです。 
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 ＭＫ（北部地区）

「熱鉄身を灼く夏の日も、風刃身を切る冬

の日も、忠と勇との二文字を、肝に銘じて

勉むべし」毎年 8 月頃になると思い出す軍

歌ですが、今年の夏は特別に暑く、それと

ともに特に 63 年前の少年の頃が思い出さ

れました。 

 私は岡山県井原の出身で昭和 19 年 4 月

（1944年）旧制中学 3年終了後、甲種飛行

予科練習生（第 14期 1次）として松山海軍

航空隊に入隊しその後宇和島航空隊に派遣

され昭和 20 年 8 月末まで 1 年 5 か月軍隊

生活を送りました。思えば夢の夢ひたすら

戦勝を信じ、毎日の訓練最後は教育が一時

中止となり、九州の大分航空隊または四国

の南宇和郡の城辺等に移動し（防空壕の作

成作業）そこで敗戦の報せを聞き、第 14

期予科練習生としての搭乗の望みはついに

果たさず、涙を流し友と別れ故郷に帰りま

した。戦後再度学校に復帰し翌春卒業就職

し、その後教会をはじめて知り神父様の指

導を受け洗礼を受けました。 

 敗戦の翌年 1 月 1 日に昭和天皇は人間宣

言をされました。もう少し早く、昭和 12

年（1937年）7月 7日（日支事変開始）ま

たは昭和 16年（1941年）12月 8日（太平

洋戦争開始）以前でもし戦争がなかったら、

死者 300数十万人以上（アジア全体で 2000

万人）とも言われている尊い命が助かった

のではないでしょうか？ 

（1）私も昭和 20 年（敗戦の年）大分航空

隊に派遣されている時何回ともなく空襲に

あい、また特攻隊で飛び立つ先輩（沖縄直

行）を送りました。前夜に宿舎（学校）に

来て『後に続いてくれるよう』叫んでいま

した。作家の北影さんが著書の中に「世の

中が平和であるからこそ、その平和を守る

ための礎となって散華した多くの若者たち

が、この国にいたことを我々は戦争の記憶

としてではなく平和に刻み付けねばならな

い。」（これだけは読んでおきたい特攻の本） 

（2）去る 6月亡くなられました宮沢元首相

の言葉を借りれば「戦争によって自由が奪

われていくのを身をもって経験したわけで

す。それがどんなに辛いことか。絶対後世

に伝えなければならないなあ、という思い

がある。自由ってことが一番大事だ。一番

単純に言論の自由ですよ」 

（3）最近再度「きけわだつみのこえ」祖国

と愛する者の未来を憂いながら死んでいっ

た学徒兵、平均年齢 24 歳、74 名の日本戦

没学生の手記を読みました。その一説に「出

陣を前に家に帰った。老いた母は僕に涙を

見せまいとして、婦人会の集いに出て行っ

た。そのうしろ姿を心の中で拝みつつ僕は

涙を流した。（28 歳、1944 年、9 死）また

読者のためにとして編集者の人は「戦争に

よって流された血は再びそれが決して流さ

れぬようすること以外によってはつぐなわ

れない。」と警鐘を鳴らしておられます。 

（4）最近取り寄せて読んだ本で「平和の訴

え」エラスムス著、箕輪三郎訳（岩波書店）、その

中に No21「人間たちは好戦病の言い訳にな

んとしても好き勝手なことを並べ立ててい

ますが、それにしてももし好きでなければ、

ひっきりなしに戦争をして、こんなにまで

互いに撃ち合うようなことはないでしょう

に。ところで成人されたキリストは、平和

以外に何を教えられ何を述べられたでしょ

うかしら？主はいつも弟子達に「平安汝ら

に在れ」という平和を願う言葉で挨拶をさ

れました・・・。キリストは全生涯にわた

って、この平和を勧められたのでした。死

に臨まれたときどんな心遣いをこめて、そ
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11 月 25 日に 11 人の子どもたちが初

聖体を迎えました。おめでとうござい

ます。 

         

運営委員会から 

○教会バザー(11/4)の収益金 354,197円贈呈 
  カリタスジャパン    50,000円 

インドネシア地震    50,000円 
光の園の修復工事へ 254,107円 

○マリアホール新郎･新婦室の改修工事完了    
○12月 9日 外川神父様による３名の洗礼式あ

り。幟町教会の信者になられる。 
○12月 23日 ミサ後黄白幕を取り付ける 
○12月 24日のクリスマスの準備について 
・ 会場案内、駐車場、受付を早急に取決めて
報告する。協力を宜しくお願いします。 

・ 無料のクッキーを配る  
○1月 13日 信徒の有志による新年会  
・ １月６日に、クリスマスの片付を出来る事
は済ませておく 

・ 1 月 13 日 残りの片付けを済ませた後、
有志による新年会を開催する。 

○ルルドの聖母像建立について 
･ 2007年1月15日から始まった寄付金は11
月18日までに268名から寄付金がある。(現
在は、野間神父様 主導。) 

の弟子達に平和のことをお頼みになったこ

とでしょう。「あなた方に新しい掟を与える。

互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛

したように、あなた方も互いに愛し合いな

さい。（ヨハネ 13・34 15・12）」ともまた「私

は平和をあなた方に残し、私の平和を与え

る。（ヨハネ 14・27）」（註新共同約適用）と申さ

れました。皆さんには主が何を弟子達に遺

し贈られたか聞こえますか？それは馬だっ

たでしょうか？護衛兵でしょうか？指揮権

でしょうか？それとも財宝だったでしょう

か？そのいずれでもありませんね。では何

でしょうか？主は平和を与えられ、平和を

残し贈られたのです。友との、そして敵と

の平和を・・・。」 

（5）幟町教会の敷地内には、前教皇ヨハ

ネ・パウロ二世の胸像が建てられてありま

す。26年前世界初の原爆投下の地広島より

全世界に向けて“平和へのアピールと祈り”

を捧げられました。「戦争は人間のしわざで

す。戦争は人間の命の破壊です。戦争は死

です。この広島の町、この平和記念聖堂ほ

ど強烈に、この真理を世界に訴えている場

所は他にありません。」・・・。今日も明日

も呼び続けておられます。 

なお聖堂は「世界平和記念聖堂」として、

故フーゴ・ラサール神父様が身をもって原

爆の悲惨と戦争の罪悪を体験され、自分も

一緒に死んだらよかったのにと思い悲しま

れました。しかし戦争犠牲者となられた

人々の追悼と慰霊のために、また世界平和

が一日も早く実現するように祈り・努力す

るようという目的で建設されました。その

ためには我々みなが平和な人間になるよう

今も聖堂内で神父様は語りかけておられま

す。 

 最後に私たちのまわりには憲法第 9 条も

含め世の中が大きく変わろうとしています。

戦争は２度とないように、また他国にも念

じながら、書きなれない文章を並べました。

しかし上記５項目以外にも平和について毎

日のように新聞その他で報道されています

が、要はまず一人ひとりの心の中に真の平

和を築き、そして輪を大きくしていく必要

があると思います。言うは簡単ですが、私

自身反省の日々です。「置かれたところで咲

きなさい」の通り“平和の”ために祈り努

力したいと思います。 


