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 マタイ福音書の 28 章は主イエスの復活

を語っています。ここで語られているのは、

主イエスの遺体を納め、大きな石で蓋（ふた）

をされ、封印（ふういん）がなされ、番兵まで

置かれていた墓が、からっぽだったという

こと、それから、生きておられる主イエス

が婦人たちや弟子たちに出会って下さった

ことです。 

墓が空だったことを最初に見たのは、マ

タイ福音書には、「マグダラのマリアともう

一人のマリア」とあります。この二人の女

性が、週の初めの日の明け方に、主イエス

の墓に行ったのです。この二人の女性は、

「墓を見に行った」のです。しかもこの「見

る」という言葉は、「じっと見つめる」とい

うような、強い言葉です。ここは、「墓を見

つめるために行った」と言われているので

す。主イエスの葬られた墓を見つめるため

に彼女らは出かけた。 

つまり、ここで彼女らは、主イエスの墓

をじっと見つめていたのです。何をするで

もなく、墓をじっと見つめて座っている二

人の女性たち。その姿は普通ではないです。 

愛する者の死の悲しみによって心が砕けて

しまった、日常の生活の何にも手がつかな

くなってしまった、そういう姿であると言

えるでしょう。深い嘆き悲しみの内にただ

墓を見つめて座っている、この朝も、その

ためにのみここへやって来たこの女性たち

に、主イエスの墓が空であるという事実が

告げられます。 

大きな地震が起ったとあり、それは天使

が、墓を塞いでいる石をわきへ転がしたこ

とによるのだとあります。 

この出来事は、彼女たちに、主イエスの墓

が空であることを示すためのものです。主

イエスご自身は既に復活してここにはおら

れないのです。天使が彼女たちに告げたの

もそのことでした。 

「恐れることはない。十字架につけられた

イエスを捜しているのだろうが、あの方は、

ここにはおられない」。あの方は、主イエス

は、ここには、この墓の中にはもうおられ

ない、それが、復活ということです。 

主イエスはもう墓の中には、死者の中には

おられない。「復活なさったのだ」と天使は

告げます。この言葉は正確に訳すならば、

「復活させられたのだ」という受け身の形

です。 

聖書は主イエスの復活を、主イエスが自

分の力で復活してきた、とは語りません。

復活は、父なる神様のみ業なのです。父な

る神様が、主イエスを復活させたのです。

復活は主イエスのご生涯における最大の奇

跡であると言えますが、それは主イエスが

なさったことではなくて、父なる神様のみ

業です。 

復活は主イエスの偉大な力を示しているの

ではありません。復活において、主イエス

は、父なる神様の救いの恵みを受けておら

れるのです。それゆえに私たちは、同じ恵

みが、復活の命が、私たちにも与えられる

という希望を抱くことができるのです。 

主イエスの死は、私たちの罪を背負って

の、私たちの身代わりとしての死でした。

その主イエスを復活させて下さったことに

よって、父なる神様は、私たちの罪が赦さ

れ、新しい命が与えられる恵みを示して下

さったのです。 

主イエスの復活は、私たちの復活の先が

けなのです。 
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From ＳＨＳＨＳＨＳＨ 

神父様のことを懐かしく思い

出していたら、とめどなく涙が

こぼれてきて、血圧が上がってしまいまし

た。 

神父様が初めて我が家を訪れてくださっ

た日のこと、もうすぐ夕食ということで、

亡き主人が自慢の「皿うどん」をぜひご馳

走したいと、散らかった部屋に上がってい

ただきました。 

我が家は、掘りごたつでないテーブルを

囲んでの食事で、神父様は長い足を曲げて

窮屈そうに我慢していらっしゃいましたね。

主人は心配そうに「バンガンさん」とお呼

びして、それは楽しそうに話をし、私は心

温まる思いで一杯でした。その主人が７年

前帰天した日曜日の朝、ご聖体の祝日でし

たが、晩早く主ミサで祈りを捧げてくださ

ったのも、神父様で、どんなに嬉しく感謝

したことでしょう。 

三男の結婚式の時も、式後のささやかな

お祝いの席に、人なつっこい姿で入ってく

ださって、皆に話しかけ、いつも宣教師と

しての働きをしてくださっていました。 

神父様の要理講座に、代子と共に１年間

勉強させていただきましたが、的確な導き

方で、いろいろ学ぶことができ、信仰を深

められたように思います。大勢の方が受洗

され、その当時の仲間の何人かは、感謝の

うちに旅立たれています。 

幟町で神父様の笑顔が見られないのは寂

しいことですが、神様はきっと神父様のた

め、希望のしるしの恵みを準備してくださ

ることでしょう。神父様、いろいろありが

とうございました。 

FromＹＳＹＳＹＳＹＳ 

11 年間のご在任なのに まる

で30年間にも及ぶ教えを賜った

ような感慨の内に感謝申しあげ

ます。数多い珠玉のお説教の中、例えば「年

をとる方が 成長が早いものですよ」に励

まされた初老の私です。確かに経験を積ん

だからこそ善いものを深く理解し、残され

た時間が短いからこそ善いことを早くひと

つでも多く為したい、と思えるでしょう。

老いてこそ濃密に信望愛を味わい着実に努

力できるのだから、『老後』を嫌悪せず受容

しよう、とハッと気づかせて明るい私に変

えて下さったお言葉でした。どうか度々ひ

ょっこりご来広の嬉しいサプライズを！！ 

 

From ＮＯＮＯＮＯＮＯ 

 初めて教会を訪ねた時、指導

を受けた司祭から預かった『主

任神父様』宛ての封書を持参し

ていました。ところが、その封書を主任司

祭に渡せないまま 1 ヶ月が過ぎてしまいま

した。そのとき、バンガンス神父様に呼び

止められ、カトリック入門講座を勧められ、

受講初日に「主任司祭に渡せなかったので」

とその封書をバンガンス神父様に渡しまし

た。受洗後、主任司祭に直接渡せなかった

理由を述べ、謝罪しました。ところが、そ

の封書は主任司祭の手に渡っていなかった

のです。バンガンス神父さん、えらい恥を

かきましたよ。 

 受洗後もバンガンス神父様の月１回の聖

書勉強会に出席していましたが、３年半経

って広報係に入り、勉強会に出席できなく

なりました。神父様は顔を合わせる度に「ど

２月 4 日から療養のため淳心会姫路本部に戻られ

たバンガンス神父様に思い出と感謝の言葉が寄せ

られました。紹介とともに、神父様の快復をお祈り

いたします。 
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うして勉強会に来ないんだ。まだまだ勉強

しないとだめじゃないか」と言われ、短気

なわたしは『平和の鐘』の編集に携わるき

っかけを作ったのは神父さんじゃないかと

ムッとして、「他のクラスで勉強は続けてい

ます」と反論していました。勉強会への出

席が無理だと分かった神父様は、わたしが

他のクラスにちゃんと出席しているかをい

つも気に留めてくださっていました。何か

と神父様と衝突したわたしは好い信徒では

ありませんでしたが、バンガンス神父さん、

たくさんありがとう。そして、いっぱいご

めんなさい。お体お大事になさってくださ

い。 

 

From K.E. 

「私は犬のりんりん」 

私は９歳の犬のりんりん。そ

んな私の飼い主は、幟町教会信

徒のお婆さんと中年の娘の親子。飼い主の

「ばあば」と「お母さん」はとっても優し

い。でも、最近飼い主がちょっと寂しそう。 

「バンガンス神父」様が、どうも、幟町教

会とお別れするみたいですね。 

一度だけ、神父様が我が家に来られた時、

「かわいいねえ。」って頭を撫でられたこと

があります。神父様のグレーがかったブル

ーの綺麗な瞳を見上げた時、その瞳の奥に

同じ神様からの使命感みたいなものを感じ

たのです。私は、神様から、「ひたすらに人

を愛し、ひたすらに人を癒し、ひたすらに

愛し、愛されなさい。」･･･って言われてこ

の世に命を頂いたと思う。 

    以前、バンガンス神父様から、面白い話

を聴いて来た、「ばあば」と「お母さん」が

笑い転げてたことがありました。それは、

いかに人間の世界での会議とか話し合いと

かコミュニケーションが複雑怪奇で下手で

あるか･･･っていうたとえ話。私は『象』も

『馬』も見たことはないけど、ある人が『象』

を示して、「これは何ですか？」って尋ねた

んですって。そしたら、「これは、人間の会

議によって作り上げられた、元『馬』とい

うものだそうです。」ですって！ 

そんな楽しいお話を時々してくれた神父

様だったらしいけど、バンガンス神父様も

遠いベルギーから、「ひたすらにイエス様を

伝える為に、ひたすらに人々の幸せを願い、

ひたすらに人々を愛しなさい･･･」って言わ

れて神様と約束して、それに応えてこの日

本に来られたのですよね。60年近くも･･･。

難しい日本語を日本人より美しくお話しに

なる。司祭職の全てを日本に捧げてくださ

った。 

私の頭を撫でてくれた神父様の手は、大

きくてちょっとごつごつしてたけど、とっ

ても温かくて、この大きな手で、どれだけ

の人々に祝福を与えて、洗礼を授けて、励

ましの握手をして、沢山のミサを捧げられ

て、祈られたのでしょう･･･って、感じた私

は、精一杯の笑顔で見つめ返したけど、胸

が一杯になって、涙が出そうでした。 

 私の「お母さん」はバンガンス神父様の

ことを「恩人」だ･･･って言ってます。とっ

ても、辛い時や、仕事で大変なことが起き

た時、必ず大きな気持ちで楽にしてくださ

ったって。霊的指導も一杯いただいたって。

びっくりするアイデアやアドバイスを次か

ら次に出してくださったって。そして、傷

ついた人に優しい手を差し伸べ、ご自分が

傷つけられても、ご自分から歩み寄られた。 

バンガンス神父様は、本当に一生懸命、

一人一人の信者のために、心を砕き、愛を

注ぎ、祈り続けてくださったのですね。長

生きしていただきたい。そして、少し、お

疲れになったお体とお心を休めていただき

たいのです。 

私も、一生バンガンス神父様のこと忘れ

ないと思う。あの時のお優しい瞳を通して

見えた、神父様の温かさと、神様の愛を私

は忘れません。バンガンス神父様、本当に

ありがとうございました。 

みんな、バンガンス神父様が大好きです

よ。沢山の人たちがこれからも、祈り続け

てくださると思うのです。私も、神様に通

じることを信じて祈ろうと思ってます。 

 バンガンス神父様が大好きだった、この

飼い主さんたちと一緒にね。ワン！ 
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訪問者からのメッセージ 
 世界平和記念聖堂には、全国からたくさんの

方が訪れ、平和の尊さを感じ、祈りを捧げてい

ます。彼らが、入り口のノートに記したメッセ

ージには、私達に新鮮な感動を呼び起こさせて

くれます。そこで、少しずつノートに記された

メッセージを紹介します。 

 

○ 世界が愛と光にみちあふれ平和になります

ように（2008.1.11） 

○ 今日は初めて友だちと来ました。キリスト

教とかよく分からないけど、私はここが好

きです。世界に笑顔を。 

○ 今日はねがいごとと共に、いろいろとあや

まりに来ました。（2008.1.27） 

From ＴＨＴＨＴＨＴＨ 

バンガンス神父様がいらっしゃら

なくなり、ミサが寂しくなりました。 

最初に聖堂に足を向けたとき、

なぜかすぐに声をかけてきたのが神父様でし

た。そのまま、勉強会にお誘いになり、１年後

に洗礼を受けることになり、バンガンス神父様

の勉強会の第１回目の卒業生になりました。 

神父様は常に聖堂の後方で、訪れる人に微

笑みかけ、見知らぬ人がいれば、神様に呼ば

れてきたのを確かめるように、いつも声をかけ

ていらっしゃいました。また、後方に立ってミサ

にあずかる人がおられたら、「もっと神様の近く

にいらしゃい」と、前の方の席にと案内されて

いましたね。 

勉強会では、よく「ミサをマンネリであずかる

ことがないように」とおっしゃっていましたね。

神様との食事に招かれる歓びを感じてください

と・・・。また、勉強会の卒業生が、共同体の家

族として受け入れられるよう、いろんな人に紹

介したり、係に紹介したり、聖書の勉強会を続

けられたりと、古い信者にも、新しい信者にも、

また神様の導きによって新たに出会う人たち

すべてに心を配り、導いてくださいました。 

秋頃から、心身ともにお疲れの様子でした

ので大変心配しておりましたが、この度静養さ

れるということで、寂しくはありますが、少しほっ

としています。今まで頑張ってきた分、ゆっくり

と休んで、じっくりとイエス様とお話してください。

私達も、バンガンス神父様が元気を取り戻され

ることを、心から祈っています。 

今までどうもありがとうございました。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

聖 週 間 ス ケ ジ ュ ー ル 

3月20日（聖木曜日） 19:00 主の晩餐のミサと御聖体礼拝 

3月21日（聖金曜日） 19:00 受難の祭儀と聖体拝領 

3月22日（聖土曜日） 19:00 復活の聖なる徹夜祭 

3月23日 復活祭    9:30 司教ミサその後家族デー 

司 祭 の 異 動 の お 知 ら せ 

2008年度司祭の異動に伴い、幟町教会の司祭が次の

ようになりました。 

主任司祭 後藤正史神父（岡山教会から） 

協力司祭 アルベルト神父 

ジェリー神父様は呉教会に主任司祭として赴任され

ることになりました。１年間ご指導ありがとうござ

いました。 

運 営 委 員 会 か ら 

1.  ラサール会館取り壊しが3月24日～4月5日に行わ

れるため、3月15日までに所有物を撤去すること。 

 会館を使用していた各グループの受け入れについ

ては検討中、 3月の運営委員会にて、受け入れグル

ープとの条件規約について審議する。 

2.   2007年度の各会、各部、各ブロックの事業報告及

び2008年度の各会、各部、各ブロックの事業活動計

画案を3月16日までに提出してください。 

3.  3月23日 復活祭の 家族デーについては、一品

持ち寄りの食事会 

4.  バンガンス神父様、ジェリー神父様の送別会を3月

30日(日)のミサ後に、マリアホールで茶話会にて開催

する。（茶菓の担当 マリア会の西ブロック、 会場設

定は壮年会） 

5. 聖堂椅子の破損箇所補強修繕については維持管理

部に一任する 

6.  2008年度 信徒総会を5月18日(日)に開催する 

7.  2008年 11月24日(月)の列福式参加について3月8

日の幹事会にて検討する。 

 幟町からバス1台 約50名の参加を予定 


