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聖人(福者も)というと雲の上の人になっ

てしまいかねません。この自分にはとうて

い手の届かない存在で、ただ取りなしをお

願いするだけになってしまうかもしれませ

ん。この際、聖人たちにわたしたちの歩む

道の道先案内人となっていただきましょう。 

 今年、6月 28日から世界の教会でパウロ

の生誕 2000 年を祝う、｢パウロ年｣を過ご

しています（～2009年 6月 29日）。わたし

たち教会にとって、パウロはペトロと並び

称される聖人で、毎年、6月 29日は聖ペト

ロ･聖パウロを記念する祭日となっていま

す。 

 パウロ年の開始に当たり、教皇ベネディ

クト十六世はこう説かれました。『パウロと

はどのような人物「だった」かを問いかけ

るだけではなく、何よりもまず、パウロと

はいかなる人物「である」か、パウロはわ

たしに何を語っているか問いかけようでは

ありませんか』と。 

 わたしたち日本のカトリック教会が今年

188 福者の足跡をたどり、彼らに学ぼうと

している姿勢と教皇がパウロ年を提唱なさ

った基本姿勢は、現代において信仰者とし

てどのように福音を証ししていくかが強調

されていることに共通点があります。 

教皇は具体的に、パウロの内的な姿が特

徴的に示される箇所として、パウロの３つ 

 

の証言を挙げています。 

 

第一、〔自分自分自分自分のためにごのためにごのためにごのためにご自分自分自分自分をををを捧捧捧捧げてくださげてくださげてくださげてくださ

るるるるキリストキリストキリストキリストのののの愛愛愛愛にににに打打打打たれたたれたたれたたれたパウロパウロパウロパウロ〕 

パウロは個人の生涯において、心の底か

ら自分を動かし造り変えたものを告白し、

わたしたちに訴えかけます。復活したキリ

ストがダマスコに向かう道で、パウロと問

答します。「サウル、サウル、なぜ、わたし

を迫害するのか」「主よ、あなたはどなたで

すか」「わたしは、あなたが迫害しているイ

エスである」（使徒言行録 9・4－5）。この復活し

たキリストの叫びがサウルの生涯を変えま

した。 

 「わたしが今、肉において生きているの

は、わたしを愛し、わたしのために身を献

げられた神の子に対する信仰によるもので

す」（ガラテヤ 2：20）。パウロの信仰は、きわめ

て個人的な形でイエス・キリストによって

愛されているという経験に裏打ちされてい

ます。パウロの信仰は、神の愛が彼の心に

与えた衝撃です。それゆえ、この信仰はイ

エス・キリストへの愛となり、あらゆる困

難に打ち勝つ力となりました。「わたしたち

は…わたしたちの神に勇気づけられ、激し

い苦闘の中であなたがたに神の福音を語っ

たのでした。…あなたがたが知っていると

おり、わたしたちは、相手にへつらったり

（2ページへ続く）
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…しませんでした」（テサロニケ第一 2：2、5）。パ

ウロは、神から愛された人間として自由で

した。パウロがキリストを愛したようにキ

リストを愛する人は、真の意味で、望むこ

とを行うことができます。 

 

 第二、〔キリストキリストキリストキリスト者者者者のののの生活生活生活生活のののの中心中心中心中心はははは聖体聖体聖体聖体

（（（（教会教会教会教会ははははキリストキリストキリストキリストのからだのからだのからだのからだ））））とととと説説説説くくくくパウロパウロパウロパウロ〕 

キリストは聖体のうちにつねにご自分の

からだを与え、わたしたちをご自分のから

だになさいます。キリストは、地上に「自

分の使命」を果たす弟子の群れを残して、

天に退いたのではなく、ご自分の教会の中

に自ら現存します。パウロは「あなたがた

は、自分のからだがキリストのからだの一

部だとは知らないのか」（コリント第一 6:15）、

わたしたちは復活の新しい世において、一

つとなる（コリント第一 6:16 以下）と説きます。

「わたしたちが裂くパンは、キリストのか

らだにあずかることではないか。パンは一

つだから、わたしたちは大勢でも一つのか

らだです。皆が一つのパンを分けて食べる

からです」（コリント第一 10:16～17）。キリストの

み顔のみ前で、ちりぢりに分裂したわたし

たちを一つにまとめてくださいと切にわた

したちは祈ります。 

『聖体は、十字架において頂点に達した、

愛の苦しみから生まれました。…聖体は、

世にあってキリストとともに、キリストの

ために苦しむ勇気と力をわたしたちに与え

ます』（教皇ベネディクト十六世） 

 

第三、〔宣教宣教宣教宣教のののの働働働働ききききとととと、、、、キリストキリストキリストキリストのためにのためにのためにのために苦苦苦苦

しむしむしむしむこととはこととはこととはこととは切切切切りりりり離離離離せないとせないとせないとせないと説説説説くくくくパウロパウロパウロパウロ〕 

キリストは受難（十字架）を通してわた

したちをあがなってくださいました。死を

目前にした獄中のパウロがテモテに宛てた

「神の力に支えられて、福音のためにわた

しと共に苦しみを忍んでください」（テモテ第

二 1:8）という遺言は、パウロの宣教の初め

の出来事と重なります。復活したキリスト

と出会った後、目が見えなくなったパウロ

のもとに遣わされたアナニアに「わたしの

名のためにどんなに苦しまなくてはならな

いかを、わたしは彼に示そう」（使徒言行録 9:15

～16）とキリストは告げました。 

『偽りが力をもつ世界の中で、真理は苦

しみを代償とします。苦しみを避け、苦し

みを自分から遠ざけ、いのち そのものとそ

の偉大さを遠ざけようと望む人は、真理に

も、それゆえ信仰にも仕えることができま

せん。苦しみのない愛はありえません。…

苦しむに値するものがなければ、人生もそ

の価値を失います』（教皇ベネディクト十六世）。 

 

わたしたちはパウロ年を過ごすに当たり、

教皇が据えられた三つの柱「神の愛と聖体

と宣教（苦しみ）」を軸に日々の生活を営ん

でいきましょう。教皇はパウロ年開始のメ

ッセージを次のように締めくくられました。

わたしたち教会が福音を宣べ伝える復活の

証人となる招きに答えることができるよう、

共に支え励まし合いながら歩んでいきまし

ょう。 

 

『このときにあたり、主に感謝しようで

はありませんか。主はパウロを召し出し、

彼を異邦人の光、また、わたしたち皆の教

師としてくださったからです。そして、主

に祈ろうではありませんか。どうか現代の

わたしたちにも、あなたの愛に打たれ、現

代に福音の光をもたらす、復活の証人を与

えてください。聖パウロよ、わたしたちの

ために祈ってください。アーメン』。 
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教区内のブラジル人

のために 15 年もの

長い間働かれました

シスター八木橋が、

10 月 15 日から東京

に移動になります。 

そこで、急きょインタ

ビューをしました。 

八
や

木
ぎ

橋
はし

 裕
ゆう

子
こ

（煉獄援助修道会シスター） 

生年月日生年月日生年月日生年月日 1926年 

霊名霊名霊名霊名・・・・受洗年受洗年受洗年受洗年 OLGA 1937 年 10 月 30

日（ブラジル・サンパウロで受洗） 

生生生生いいいい立立立立ちちちち、、、、家庭環境家庭環境家庭環境家庭環境 

 浦和で生れ、6歳のときに家族（父、母、

姉）でブラジルに移住。父が農業技師だっ

たのでサンパウロの奥地で育ち、東京大空

襲の直前に帰国。家庭では日本語、友達と

はポルトガル語で話していました。周りの

ブラジル人の友達の影響で、父の許しもあ

り受洗しました。 

修道生活修道生活修道生活修道生活をををを目指目指目指目指すきっかけすきっかけすきっかけすきっかけはははは？？？？ 

1940年頃、サンパウロの女学校時代、宗

教の時間に煉獄のことを聞いたのがきっか

けとなり、修道者になるなら一生涯、苦し

む霊魂のために身を捧げたいと思いました。

終戦後、東京で病院に勤めていた際に煉獄

援助修道会のシスターに出会い、1948年入

会しました。その後、貧しい社会生活を知

るため廃品回収業を 1 年間経験しました。

宣教のため、53歳のときに再びブラジルに

12年間行きました。 

どんなどんなどんなどんな修道者修道者修道者修道者をををを理想理想理想理想とされていますかとされていますかとされていますかとされていますか？？？？ 

キリストを目指して、福音的に生きよう

と努力する貧しい修道者となりたいです。 

どんなどんなどんなどんな時時時時にににに生生生生きききき甲斐甲斐甲斐甲斐をををを感感感感じますかじますかじますかじますか？？？？    

 貧しい自分を通して、関わる人が抑圧か

ら解放されてイキイキと生きたいと望むと

きに生きがいを感じます。刑務所の訪問を

続けていますがブラジル人の受刑者がホッ

とする時間を作ってあげられたらうれしい

です。 

現在現在現在現在のののの想想想想いいいい    

ブラジルと日本の架け橋となるため

J-CARMの活動や教区内外でブラジル人の

支援をしてきました。15年間暮らした広島

とも 10月には離れ、新しい生活のステップ

に入ろうとしています。今後は、祈りの宣

教を深めたいです。 

将来将来将来将来へのへのへのへの想想想想いいいい    

福音的な生き方を深め、神の許に帰るとき

「来なさい。忠実な僕よ」と迎えられるよ

うになりたいです。    

幟町幟町幟町幟町のののの共同体共同体共同体共同体にににに期待期待期待期待することすることすることすること 

若者を育てる共同体。若者が集まりやす

い場を提供する。また、外国の人々に解放

された共同体であってほしいと願います。 
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８月運営委員会 議事録から 

日時：8 月 17日 11：00〜13：30 

報告事項 

《クリスマス実行委員会》 

① 実行委員長及び役員の選任 

・ 実行委員長：Fr.後藤 

② ミサの時間 

・ 昨年同様、12 月 24 日 18：00、20：00、 

     12 月 25 日 0：00、10：00 

③ 各ミサの特徴 

〈18：00〉グレゴリアン →司教 

〈20：00〉クリスマス・キャロル→主任司祭 

〈0：00〉 国際・青年→Fr.アルベルト 

〈10：00〉司教ミサ 

 

《運営委員会》 

１． 報告事項 

① 9 月 14 日敬老祝賀会について 

・ 75 歳以上、対象 150 名、参加予定 70 名。 

⇒今年は例年通り。来年度は、洗礼や堅信な

どの予算についても検討する。 

② 9 月 15 日広島地区召命巡礼について 

・ 例年通り。観音教会が主導。 

・ 部分参加も可能なので、できるだけ多く参

加してください。 

③ 8 月 5 日、6 日、9 日平和行事について 

・ たくさん参加していただきありがとうござ

いました。マリア会にもご協力いただきあ

りがとうございました。 

④ 聖堂防災（自動火災報知機）設置工事 

・ 8 月、9 月に調査。10月 1 日～11月 30 日が

本工事。 

・ 幟、教区の行事を優先する。工事時には張

り紙をする。 

・ 費用決定。（費用のうち教区は約 25％、あと

は国、県、市が出す。） 

２． 議題 

① 談話室開設について 

・名称は「オアシス」とする。 

・世話役に一任し、9 月はとりあえずやって

みる。 

② 運営委員会進行役の幹事会出席について 

今年度は、3 人交代で司会進行をすること

とした。議題への理解のため進行役の幹事会

出席を認める。 

③ 幹事会への出席について 

上記の議題のようなことが他にも出てく

るので、幹事会への出席が必要な場合、幹事

長の依頼があれば出席できることとする。 

④ 掲示板について 

・ 現状報告：全部で 53枚のチラシが教会内に

貼ってある。（内訳→教区・中央協議会：23

枚、地区：6枚、幟：14枚、その他：10 枚） 

・ すべて福音宣教に関すること。 

・ 外国の方が増えているので、その人たちへ

の広報も考えていかなければ。 

 

次回  9 月 21 日(日) 11：00 第 1･3 研修室 

 


