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 クリスマスは喜びの祝日で

す。クリスマスは、いつでもどこ

でも、家庭の中で子供を中心

に祝われてきました。神は子

供のようにわたしたちの間に生

まれて来られたからです。 

だから、クリスマスは、特に

子供の祝日とも呼ばれていま

す。子供が生まれる時のように

クリスマスは輝かしい時です。

クリスマスは驚きの祝日です。 

天地の創造主、全能の神

がわたしたちを共に巻き込ん

だのはどういうふうに可能とな

ったのでしょうか？これは神秘

ですが確かに起こりました。 

これはわたしたちの理解を超

えた不思議なこと、神秘的なこ

とです。この神秘に対して喜び

を言い表す完全な言葉があり

ません。この神秘について本当

の意味をまだ見抜くことができ

ません。その上、おそらく多すぎ

の飾り付け、サンタクロース、プ

レセント等に囲まれてしまうのは、

その神秘に触れる助けになるよ

り、むしろ妨げになってしまうこと

でしょう。 

完全にこの神秘を見抜くこ

とはできませんが、神はわたし

たちと共におられるということを

感謝を持って言うことができる

でしょう。 

クリスマスの喜びや驚きを

祝うのは、事実に対して目を

閉じることを意味しません。 

特に今年、クリスマスの喜

びを祝う時に、3.11 の悲惨的

なことを忘れられません。傷は

まだ開いています。しかし、神

が苦しみの原因ではなくて、か

えって神がわたしたちのそば

にいるために生まれたことをわ

たしたちは知っています。 

わたしたちのそばにおられ

るため、そしてまだ理解できな

い苦しみに意味を与えるため、

苦しみの中にある意味を見出

すことを助けるために、神はこ

の世に生まれて、イエスにお

いて自分のことを現しました。 

パパ様は日本人の子供の

質問に答えたときに、次のよう

におっしゃいました。 

「イエスのうちにご自身を現し

て下さったまことの神は、皆さ

んのそばにいてくださいます。

このことはとても大切なことだと

思います。─たとえ答えが見

つからず、わたしたちが今なお

悲しみのうちにあっても。神は

皆さんのそばにいてくださいま

す。そして、それが皆さんの助

けになることは確かです。いつ

の日か、どうしてこのようなこと

が起きたのか分かるようになる

かもしれません。今は、皆さん

が次のことを知るのが大切だ

と思います。『神はわたしを愛

しておられ

ま す 』 。 神

はわたしの

そばにいて

く だ さ い ま

す。」 
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神父様からお電話を頂いた時、

「えっ、何で私が！？」という驚

きと戸惑いのあとに、いつまで

もぬるま湯に浸かったままでい

る怠け者の私を、神様が何と

か引き上げようとして下さって

いるんだという思いを強く感じ

ました。ですから折角差し伸べ

て下さっている手を振り払って

はいけないと思ったんです。 

本当に、ふさわしくないという

事は重々わかった上での呼び

かけ。ふさわしい者に少しでも

近づくよう努力しなさいという事

なのだと受け止め、祈りながら

準備してまいりました。 

神様のお導きを頂きながら、

そして、皆様のお祈りにすがっ

て務めさせて頂きます。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

 

TS 

 以前聖体奉仕者をやらない

かという声がかかったことがあ

るのですが、その時は仕事

（夜勤があり不規則な勤務な

ので）が…と断りました。しかし

今回は主任神父様から「申し

込んだから」と言われて受ける

ことになりました。 

 勉強をする中で自分自身の

信仰を振り返ったり、教会での

信徒の役割等いろいろ考えさ

せられました。 

 “聖体授与の臨時の奉仕

者”として私がふさわしいかは

わかりませんし、時には皆さん

に迷惑をかけることもあるかも

しれませんが、神様の助けを

受けながら務めさせていだた

きたいと思います。 

  

HT 

今年の春、後藤主任司祭よ

り聖体授与の臨時の奉仕者候

補として養成講座を受けない

かと声をかけられました。私は

即答できず、考えさせてほしい

と伝え家に帰えりました。その

夜、私の好きな聖句である

『「私に従いなさい」と言われた。

彼は立ち上がってイエスに従

った。』（マタイ９・９）を思い出

し、なぜ、受講することを即答

しなかったのか自問自答しま

した。それから後藤神父様に

受講したいとお伝えしました。 

４回の養成講座の受講、３

回の実習を養成講座で指導

してくださった神父様、一緒に

受講した仲間やスタッフの

方々の協力のもと、無事所定

の課程を修了することができ、

先日１１月１３日廿日市教会に

おいて、前田司教様より任命

を受けました。 

これから私に与えられた任

期の間で、感謝の祭儀での奉

仕職任務を全うすることはもと

より、『あなたがたはキリストの

体であり、また、一人一人はそ

の部分です。』（一コリント１２・２

７）とある私たち共同体の病者

や高齢者のもとへ訪問するこ

とに重点をおいて奉仕に努め

ていきたいと思います。 

そして、任期の最後に『わた

しどもは取るに足りない僕です。

しなければならないことをした

だけです』（ルカ１７・１０）と言え

る謙虚さを持てるように努力し

ていく所存です。 

新任で不手際等があるかも

しれませんが、主任司祭をは

じめ多くの方からのご鞭撻・ご

指導をよろしくお願いします。 

 

MI 

どうぞよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

よろしく 
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 2011 年 10 月 25 日～10 月

29 日、フランス南西部の大西

洋に面した町ビアリッツで、

「アンドレ・マルシャル賞第 10

回ビアリッツ市国際オルガン

コンクール」が開催された。こ

のコンクールは、20 世紀フラ

ンスの偉大なオルガニスト、ア

ンドレ・マルシャル（1894－

1980）を記念して設立された

アカデミーによって、1993 年か

ら 2 年毎に開催されている。 

7 月下旬、匿名による録音

審査が行われ、演奏部門 15

名、即興演奏部門7名が出場

権を得た。私が出場した演奏

部門には、フランス、ポーラン

ド、スウェーデン、アメリカ、日

本など様々な国からの参加者

がいた。 

まず、サン・シャルル教会で

予選が行われ、7 名が通過。

私も無事に通過し、翌日のセ

ミ・ファイナルに臨んだ。セミ・

ファイナルは、2 日間にわたっ

てサント・ウジェニー教会で行

われた。審査の結果、3 名が

通過。幸運にも私もその1人に

選ばれ、ファイナルに進めるこ

とになった。 

ファイナルは、夜 8 時からサ

ン・マルタン教会で行われた。

教会は、プロやアマチュアの

教会オルガニストや一般のお

客さんで埋め尽くされ、2 年に

1 度の地元のオルガンコンク

ールを皆楽しみにしている様

子が伝わってきた。祭壇前に

は大型のスクリーンが設置さ

れ、演奏の様子をビデオカメ

ラで映し出して、聴衆も楽しめ

るような工夫がされていた。フ

ァイナルは一人 45 分のプログ

ラムで、3 人目の演奏が終わ

ったのは夜 11 時頃。その後、

真夜中近くになってようやく結

果発表が行われ、私は「審査

員特別賞」に選ばれた。5名の

審査員からは、音楽の表現面

で高評価をいただき、非常に

嬉しかった。 

ファイナルでの演奏終了後、

何人もの方が感想を言いに来

てくださったが、日本のオルガ

ン文化はどのようなものか、ま

た、教会オルガニストの地位

はフランスのように確立されて

いるのか、といった質問を何度

か受けた。キリスト教国ではな

い日本でオルガンを専門に勉

強していることについて、皆興

味があるようだった。日本でオ

ルガニストとして活動すること

は容易ではないが、今与えら

れている環境に感謝しながら、

これからも日々研鑽に励みた

い。 

 

 

山口 沙織（やまぐち さおり） 

エリザベト音楽大学演奏学科

ピアノ、パイプオルガン卒業。 

同大学院修士課程宗教音楽

学専攻オルガン修了。 

2009-2011 渡仏、リヨン国立高

等音楽院在学中に多数の演

奏会に参加。現在、同大学院

博士後期課程在学中。 

おめで 
とう！ 


