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 対話は、話しかける相手

があって初めて成立します。

しかし、相手がいたとしても、

言いっぱなし、聴きっぱなし

であったり、一方的な命令的

な会話の場合、ほんとうの意

味での対話とは言えないでし

ょう。対話はよくキャッチボー

ルにたとえられます。ボール

を投げる人はちゃんと相手の

手が届く所に投げてこそ、ま

たボールを受ける人はちゃん

とボールを見て受け取ってこ

そ、キャッチボールができま

す。ボールというのは言葉で

あり、またメッセージや思いに

当たります。 

 現在、宗教間協力は諸方

面で盛んに行われるようにな

りました。その背景には、第

二バチカン公会議が他のキ

リスト教団や諸宗教に対して、

開かれた姿勢を明確に取り

始めたことによると言えるでし

ょう。他のキリスト教団や諸宗

教は警戒すべき対象ではな

く、手を取り合うよう招かれて

いるという理解です。カトリッ

ク教会が自分の方から、ボー

ルを手に取って、相手に優し

く投げる、まさに画期的刷新

運動の一面がここにも現れ

ています。 

 「対話によって、すべての

人は相互の教団の教義と生

活について、より真実な知識

とより公正な評価を得る。ま

た、それらの教団は、すべて

のキリスト教的良心が共通善

のために要求するあらゆる義

務においても、もっと協力し

あうようになり、なお許された

範囲内で、心を一つにして

祈るために集まる。」（エキュメ

ニズムに関する教令 4《1964》） 

「キリストの福音ならびにそ

の教会を知らないが、誠実

な心を持って神を探し求め、

また良心の命令を通して認

められる神の意志を、恩恵の

働きをもとに、行動によって

実践しようと努めている人々

は、永遠の救いに達すること

ができる」（教会憲章 16《1964》）

と説いています。 

 神がお与えくださった命の

尊厳を守っていくことは、神

の御意向に沿ったことですか

ら、そのためにカトリック教会

は他の宗教者たちばかりで

はなく、一般国民とも手をつ

なぎ、連帯し協力し合います。

昨年 11 月 8 日、公表した「い

ますぐ原発の廃止」という脱

原発声明は、宛先が「日本

に住むすべての皆様へ」とな

っております。カトリック教会

内だけに向けた、内向きの

声明でないことに注目してお

きたい。 

 私たちは、ともすれば、知ら

ないうちに自分たちの側に、

隔ての壁を築いてしまいがち

です。沖に漕ぎ出して、平和

の使徒になる道を平和を求め

る、命の尊厳を希求する、他

の宗教者、市民と共に歩んで

いきましょう。それがすなわち

神の国を建設していくことにも

つながっていきます。 
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侍者合宿と子どもと共に捧げるミサ 

鐘はこう鳴らすのよ
まっすぐ並んで 

マイクの位置
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聖歌の練習中 
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６月 9 日～10 日、

「侍者合宿と子ども

と共に捧げるミサ」が行

なわれた。 

合宿の内容をご存知の方

は少ないようだが、ミサは

新たに最前列に設置された

“子ども席”の元気な子供

たちと共に捧げることがで

き、将来の教会共同体に期

待と希望を感じた方は

多いでしょう。 

 

【 侍者合宿 】 

小学 1 年生の子どもたち

は、今秋も含め少なくとも

２回の合宿で練習を重ね、

今冬待降節から壇上で侍者

をできるように準備を進め

ている。合宿参加の対象は

小学生・中学生の子どもた

ち。世話役は、青年・高校

生そして親御さんたちがサ

ポートされている。 

【 参列者の感想 】（抜粋） 

・初めて聞く歌が多かった

ので難しかったが子ども

たちは大きな声で歌えて

いた。 

・保護者や各係、青年のお

世話が大きいと感じた。 

・献金も小さな子どもたち

が積極的に参加している

ので良かった。 

・１学期に１回程度行って

も良いのでは。 

・対外的より、身近なとこ

ろから宣教活動が必要で

はないか。 

【 記者の目 】 

記者は略全域に渉り現状

を見せていただいたが、合

宿中に聖職者・教会要人の

訪問が全く無いのは寂しい

と感じた。 運営委員会に

て予算と計画の承認はされ

ているようだが「血の通う」

「顔が見える」サポートは

必要ないのだろうか？ 

 近年、どこの小教区に於

いても「教会に若者、子ど

もたちの姿が少ない」と憂

慮する声はよく耳にする。

…が、では現在と将来に対

し、何がしかの方針と対策

を講じているかといえば、

「どうしてよいか分からな

いけど困ったものだ…」と

手をこまねいているのが現

実ではないだろうか？ 

 『召命』の底辺ともいえ

る、青年達、子どもたちを、

どう養成し、どう関わって

いくのか、共同体の『主題』

として真剣に取り組む日は

来るのだろうか?（の） 

いざという時に備え 

ＡＥＤを設置しました 
 

急な心臓発作などに対応するため、ＡＥＤ（自

動体外式除細動器）を設置しました。 

カトリック会館入口すぐ左側、受付の前にあり
ますので、いざという場合にご使用ください。 
 
※AED とは：(Automated External Defibrillator 自動

体外式除細動器) の略で心臓停止状態に至った人に対

し、自動的に心電図を診断し、必要に応じ、電気ショッ

クを与え機能回復を図る緊急時の人命救助補助機器。音

声ガイダンスに沿った操作ができるので、医療専門知識

の無い人でも操作可能。近年、主要施設への導入が加速

しています。 
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編集後記  
最近、生活保護の見直
しが話題になってい
ます。確かに不正や納
得がいかないケース

もあります。特にそういうケー
スは目立ってしまい、やり玉に
なりますが、本当にやむを得な
い人の方が多いことも事実。見
直しの際には、不正防止のみに
とらわれず、困っている人にど
のような支援が必要かを議論し
てほしいと思います。（ひ） 

7～8 月の行事予定 
 

7 月 8 日（日） ✝年間第 14 主日 
   マリア会定例会、 高齢者の集い 
7 月 13 日（金） みことばの分かち合い 
7 月 15 日（日） ✝年間第 15 主日 
   10 分間掃除  
7 月 21 日（土） サマーキャンプ（～22 日） 
7 月 22 日（日） ✝年間第 16 主日 
   運営委員会、ぶどうの会全体会、 高齢者の集い 
7 月 26 日（木） 祈りの集い（地下聖堂 18：30） 
7 月 27 日（金） マリア会 8 月定例会 
7 月 29 日（日） ✝年間第 17 主日 
8 月 5 日（日） ✝年間第 18 主日、午後 平和行事 
   平和祈願ミサ（19：00） 
8 月 6 日（日） ✝主の変容 

原爆すべての戦争犠牲者追悼ミサ（8：00） 
8 月 9 日（木） 長崎原爆犠牲者追悼ミサ（11：00） 
8 月 10 日（金） みことばの分かち合い 
8 月 11 日（土） 幹事会 
8 月 12 日（日） ✝年間第 19 主日 
   高齢者の集い 
8 月 15 日（水） ✝聖母の被昇天（10：00） 
8 月 19 日（日） ✝年間第 20 主日 
   10 分間掃除、運営委員会 
8 月 26 日（日） ✝年間第 21 主日 
   高齢者の集い 


