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シメオン 後藤正史神父 

 カトリック教会では、11 月を死者の月として記

念する伝統があります。わたしたちは死を忌む

べきもの、いやな避けたい出来事ととらえては

いません。生きる者と死せる者が関わりのない

世界に生きるどころか、共に支え合いながら生

きているという死生観が根底にあります。わたし

は最近、とあるカトリック教会墓地に墓参した時、

墓碑に刻まれている聖句を幾つかゆっくり口ず

さんでみました。墓地で読んだということもある

のでしょう。みことばが力強く心に訴えかけてき

ました。それで、墓標の間を歩みながら、墓碑

聖句をすべて書き写してみました。そして、そこ

から浮かび上がってきたメッセージはわたした

ちが死や死者たちとどう向き合うのか、またこの

世でどう生きるのかの道しるべとなります。その

一部を挙げてみましょう（墓石に刻まれたまま

に）。 

 ¶愛≪神は愛であるⅠヨハ 4.16≫ 

≪愛はすべての罪を覆う 箴言 10.12≫ 

¶永遠の生≪神に従う人は永遠に生きる 知恵

5.15≫ 

≪神の御旨を行う者は永遠に生き残ります 

Ⅰヨハ 2.17≫ 

¶幸い≪あなたの家をすまいとする人は幸せ 

詩 84≫ 

≪憐れみ深い人は幸いである。そ

の人は憐れみを受ける マタ 5.7≫ 

¶希望≪わたしは静かに神を待つ わたしの希

望は神のうちにある 詩 62.5≫ 

≪神に寄りたのみ 神に希望を置く人は幸い 

エレ 17.7≫ 

¶平安≪主の平安 神の恵みのうちに≫ 

≪心静かに眠る 主の平和のうちに 詩 4.9≫ 

¶待つ≪わたしは静かに神を待つ 62.2≫ 

≪我ここにて復活を待つ≫ 

¶求める≪汝等求めよ さらば与えられん 尋ね

よ さらば見いださん 叩けよ さらば開かれ

ん≫ 

¶来なさい≪来なさい。御父に祝福された者よ。

マタイ 25.2≫ 

≪来なさい 重荷を負う者 苦しむ者は み

なわたしの許に わたしはあなたを休ませる 

マタ 11.28≫ 

¶子ども≪子供たちをわたしのところに来させな

さい 邪魔をしてはいけない。神の国はこの

ような人たちのものだからだ 18.16.17≫ 

≪幼子の我に来るのを許せ ルカ 18.16≫ 

¶支え≪神はわたしの身を避ける岩 救いのとり

で 詩 31.2≫ 

≪神は素朴な人の支え わたしが疲れた時 

力づけてくださった 詩 119.9≫ 

¶≪キリストによって キリストと共に キリストのう

ちに≫ 

≪兄弟仲良く ロマ 12.10Ⅰヨハ 3.11～18≫ 
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召命巡礼 講話から 
9 月 20 日

9 月 20 日に行われた広島地区召命巡礼の中

で、長崎純心聖母会のシスター佐々木サヨコ

の講話がありましたので、誌上でその内容を

紹介します 

 
私が女学校１

年の時に原爆

が投下されま

した。２年生以

上は挺身隊で

市内の作業に

出かけていま

したから、多く

の友人を亡く

しました。それ以来、死ということがいつも

頭にあり、仏壇の前に座って祈っていました。 
 戦後、学校で多くの新しい友達と出会いま

した。運動会の時、私達いたずらっ子は会場

係のすることに反対ばかりして困らせまし

たが、その友達は怒ることなく親切に接して

くださったのです。 
 その中にカトリック信者の人がいて、その

人は光っていました。そこで皆で教会を訪ね

てみようということになりましたが、朝夕熱

心に仏壇で祈らされる私の家庭で、カトリッ

クの教会に行くということは大変なことだ

ったので、担任の先生に相談しました。先生

は先祖を侮辱することになりはしないかと

言われました。しかしそう言われれば、教会 
に行きたいという私の気持ちは、ますます強

くなりました。そこで、学友と長束を訪ねア

ルペ神父様にお会いしました。神父様はラウ

レス神父様を紹介してくださり、毎週 1 回神

様の話を聞くようになりました。とても喜ん

で聞いていたのですが、途中で私は病気にな

り教会に行かれなくなったため、多くの人は

私が亡くなったと言っていたようです。その

間、教会の方々は私のために祈っていてくだ

さいました。 
 おかげで病気もよくなり、高校を卒業した

年に 36 人の方々と一緒に洗礼の恵みをいた

だきました。それ以降、日曜日のミサには忠

実に通っていました。 
当時は教会まで徒歩と乗り物で 2 時間近

くかかっていました。ミサに参加するために

前の晩から断食し、ミサが終わって家に帰り

着くのは午後 2 時頃になっていましたので、

19 時間くらい何も食べませんでした。今思

えば、よく頑張ったなぁと思います。 
そのうちに、パウロ会のシスターが召命に

ついてお話しくださり、私達お話グループは

日曜日ごとに頭を突き合わせ、修道院案内書

を見るようになりました。それぞれ自分の入

会場所を定めていたようですが、なぜかそれ

は秘密でした。 
教会法の決まりで、受洗後３年経過しなけ

れば修道院に入れないことを知りましたの

で、時が来るまで修道院めぐりをし、夏には

三篠で援助会の黙想にあずかり、神父様やシ

スター方のご指導を受けながら、修道院に入

る準備をしました。 
仏教に熱心な母は洗礼を許し、日曜日のミ

サに参加することも黙認してくれました。ま

た、教会が家から遠いということで、ラウレ

ス神父様のもとで生活させていただきなが

ら、祇園の清心幼稚園で働くことになった時

も、いろいろと準備してくれました。 
ところが、私の出発の日の朝、母は突然倒

れて危篤状態になってしまったのです。親戚

が集まって母を見守る中、私は必死で「マリ

ア様、母を助けてください!」と祈っていま

した。母は末っ子の私を手放すということが

ショックだったのです。 
そのころは、まだ修道院に行くということ
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は一言も言っていなかったので、本当に修道

院に行くことになったらどうなるだろうと

心配になりましたが、まずは母が元気になる

ようにと、マリア様への取り次ぎの祈りを熱

心にささげ続けました。そして少しずつ母が

健康を取り戻してくれた時は、本当

に安心し感謝でいっぱいでした。 
母が元気になって、１年後、清心

幼稚園のお手伝いが光の園のシス

ターから純心聖母会のシスターへ

とバトンタッチされ、私の生き方が

大きく変わりました。祈りながら修

道生活を望み続け、聖母に奉献され

た純心聖母会が私の家になりまし

た。 
今までの道を振り返ってみると

き、神様の限りない愛の御手の中で生かされ、

私の召命が多くの方々によって支えられて

いることに感謝しております。 
 
 

「平和の鐘」の新しい企画として、皆

さまの家庭での信仰生活や悩み、疑問

などについて、誌上で自由に意見を交

わしていただくコーナーを設けます。

他人には話しづらい本音のこと、今さ

ら聞けない疑問、生活の中のさまざま

な場面で私はどうしたらよいのか、ま

た他の人はどうしているのか…などに

ついて皆さまにテーマを投げかけ、そ

れについてのご意見を募集します。 

この企画はあくまで、皆さまの素直な 

ご意見を交換するもので、他人を批判

したり、正解を求めるものではありま

せん。皆さまが意見を交換することで、

考えるヒントや悩みの共有が図れるこ

とを期待しています。 

まず第１弾のテーマは 

「家庭での聖書との関わり」です。 

信仰生活の中心にある聖書ですが、皆

さまの家庭では、どのような存在にな

っているのでしょうか。理想と現実に

違いがあるのでしょうか。皆さまのご

意見・実情をお寄せください。 

短い文でも構いません。また本音の話

をお聞きしたいので、ペンネーム等で

も受け付けます。 

原稿は、広報係のボックスにお入れに

なるか、広報係員にお渡しください。 

また電子メールでも受け付けます。 

メールアドレス 

 nobori_heiwanokane@yahoo.co.jp 

新企画 
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幟町教会の各係・委員会の紹介 
        施設管理部 

 

 

 

私達の仕事を紹介します。毎月第一日曜

日ミサ後に信徒の皆さんと一緒に庭の掃

除を行うことにしています。樹木の管理

もしています。庭には教会の美観を形成

している沢山の樹木があります。木の美

観を維持するために木の剪定整枝、施肥、

病害虫防除、散水等の作業は欠かすこと

ができません。排水溝の点検・掃除、そ

の他建物、庭にある備品等の補修作業も

あります。これらの作業に献身的に奉仕

活動している部員も老輩の域にきていま

す。教会の美観保全を維持していくには

若い人手が必要です。是非入部して下さ

い。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

編集後記 寒いぃ～ 
今年の夏は特別に暑かった。やっ
と「紅葉の秋」を迎えた途端、急

に冷え込んできた。 夏が夏だった
だけに極端に寒く感じる。 我が家
はホットカーペットにスイッチを入

れ、石油ストーブを点火し冬モードに入った。 

季節の変わり目、我が共同体の皆様も風邪など召

されないよう充分にご留意ください。（の） 

合同ブロック会 皆さんご参加ください。

11 月 28 日（日）９時半ミサ後 

 


