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 第二ヴァチカン公会議は、「使

徒職への信徒の召し出し」（信徒

使徒職に関する教令）を強調し

たことを皆様ご存知のことでしょう。

キリストは、ご自分の救いのみ業

の協力者と成るように弟子達を招

かれました。弟子達は、キリストの

おそば近くで、キリストの思い、願

い、使命を果たすための行動や

説教を通して、キリストの生き方

そのものに触れて学びました。キ

リストに従うと言うこの招きを弟子

達は無償で受けたのです。立派

な人だとか、何か出来るとか、教

育があるとか、有名人だからとか、

家柄が良いからとかと言う世間の

価値観と全く違う選びでした。御

父と絶えず語り合う親しい関係を

持つキリストが祈りの実りとしてご

自由に人選し、一人ずつ招かれ

ました。この招きこそが、弟子達

をキリストの招きに相応しいもの

に育てる保証です。私達もキリス

ト者に招かれた恵みを思い起こし

てみましょう。 

 

招いた人々をキリストはお傍に

置いて共に生活し、御父の夢と

ご自分の喜び、楽しみ、痛み、苦

しみを分かち合われました。キリ

ストは絶えず、ご自分を派遣され

た御父との緊密な関係を生きて、

御父の御心を実現することをご

自分の日々の糧とされました。私

達も、弟子達と同じように「わたし 

に留まりなさい。そうすれば、わた

しもあなた達に留まる。」（ヨハネ１

５・４）とキリストに招かれています。 

 

招きはいつも派遣を伴います。

一人一人がキリストに招かれ、誰

も代われない世界に一人しかい

ない自分が応答するよう現場に

派遣されます。どんな世俗な仕

事でも、どんな家庭の雑用でも、

キリストに結ばれているなら、実り

をもたらします。ぶどうの木に繋が

っていれば、枝は実を付けると保

証されたのですから。 

 

神との出会いは日常生活の中

で起こります。キリストから派遣さ

れる日常生活をどのように生きれ

ば良いか、聖母マリアに聞く必要

があります。マリアは、天使からお

告げを受けた時、理解を越える

不明な点は質問されました。そし

て、愛する神からのメッセージの

前で、ご自分が被造物であり神

ではないことを謙虚に認め「わた

しは主のはしため、おことばどおり

になりますように」とご自分を差し

出されました。父なる神は、ご自

分がお造りなった全人類の救い

の計画実現の為に「女から生ま

れたものとして、神の御独り子を

派遣」（教会憲章５２）するためにマリ

アの協力を求めたのです。 

 

それからのマリアの人生は波

乱万丈でした。キリストを聖霊に

よって身ごもった事で苦難の連続

だったと言えます。マリアの「おこ

とばどおりになりますように」との奉

献は、毎瞬間更新されたことでし

ょう。それは、十字架の足元で御

子の死を看取る時まで続きました。

どんな時にも、ぶどうの木なるキリ

ストに繋がっている事で、枝は実

を付けることを信じている聖母マ

リアは、キリストの公生活でもキリ

ストの協働者として働かれました。

カナの婚宴に出席したマリアは、

宴会に欠かせないぶどう酒の欠

乏に気付いて同情し、キリストに

あるがまま伝え、後はキリストに任

せます。ここに取次ぎ者のあり方

が示されています。聖母マリアは、

今もなお、時間空間を越えて、す

べての人々の救いの為に、民族、

国境を越えて、人々の必要事を

キリストに助けてあげて欲しいと

告げておられることは確かです。

わたし達が洗礼の時いただいた

３つの使命の一つ・祭司職の果

たし方を、聖母マリアは教えてく

ださいます。苦しむ人、孤独な人、

途方にくれている人に心動かさ

れる時こそ、その人々に寄り添う

聖母にキリストに伝えてくださるよ

うに頼みましょう。日常生活の中

で理解できない現実を前にして、

キリストの思いを分からせてもらえ

るよう、「心の中におさめて思いめ

ぐらし」、聖霊による照らしを黙し

て待つことも大切でしょう。 

                             シスター小野島照子
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 “被爆マリア”の御輿（みこし）

を先頭に、平和公園から浦上

天主堂まで松明をかざし、”あ

めのきさき”を歌い、”ロザリオ

のいのり”を捧げつつ行進しま

す。 

 暗闇を照らす光。それは、キ

リストですね。キリストの受難と

死と復活を思いながら、この行

進を重ね合わせます。 

私たちは、母であるマリアさ

まに取次を願うために歩きます。

多岐にわたる戦争による被害

とその犠牲者、そして 67 年前

の被爆で亡くなられた方々、 

また未だに、いろんな状況下

で命を落とされた人々の無言

の奥深い魂の叫びを聴き、さ

らなるとりなしを求め、和解の

赦しのために謙虚にこうべを

垂れて歩き祈ります。 

そして、このお方の名によっ

て願うことは、叶えられるという

まったき信仰（ヨハネ１４：１３）です。 

参加者一同、松明行列なるも

のへの熱い期待と喜びを持ち

つつ、キリストのみ手に守られ、

導き、行く手を伴に歩いてく

ださるお方を実感いたします。

大気の暑さと心の篤さ、静か

にゆらめく松明の火と慰めの無

言の鎮魂歌。 

ゆったりと流れるこの時（カイ

ロス）の中で、今あるという意識

の働きのまま委ね祈ります。 

お御堂の前で冷たいお水の

奉仕と行き届いた心尽くしに

一同感謝、本当に生ける水で

す。 

白いヴェールに閉ざされた

静謐な祈り、数々の厳しい殉

教に裏付けされた堅固な姿勢

は、まさに殉教の本来の意味

である”証し”を私たちにそれ

となく被りものから示し、促し求

めます。平和に裏打ちされて

あるべき人間の尊厳と自由を、

これ以上脅かすことはあって

はならないと十字架の主にそ

して私たちに強く訴えておられ

るご様子が切なく伝わってきま

す。またそこに、幼子のひとき

わ声高いはっきりしたミサ応え

に確かな希望を私たちは感じ

ましたね。 

これほどの、計り知れない多

くの信頼のうちにある信仰の礎

は、禁教下のもとに潜伏を余

儀なくされたご先祖さまたちと

の強い絆が、今もあなた達の

心へとしっかりと結ばれている

からですね。 

 潜伏地”枯松神社”で往事

を思い起こし、彼らの強い生ざ

まを心にめぐらし留めました。 

信仰・希望・愛の源にかえるこ

と、それは、愛に根ざす尊い

行いとしての祈りに他ありませ

ん。戸を叩く主に応えることで、

心の地平を披き、良い機会を

与えてくださったことを感謝し

ます。参加者一同、また快くこ

の巡礼に送り出してくださった

家族にも思いを馳せて感謝で

したね。 

 前田司教さまの呼びかけに

答え、平和旬間の一つの試み

として教区が主催されました。 

アメリカ（司祭）、岡山、福山、

呉、幟町、観音町、翠町の諸

教会からシスターと信徒総勢

23 名が 

長崎で行われた松明行列と、

ごミサそして殉教の地を訪ね

たことについての感想と報告

です。 

“百聞は、一見にしかず”と言

われます。行って・見て・聞い

てこそ、次の生き方に通じるの

では、ないでしょうか？ 次回

もこの企画が継続されますこと

を・・・。 感謝と祈りのうちに。  
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社会部福祉係が今年の敬

老会の準備に取り掛かったの

は、まだ、新緑の美しい 5 月半

ば過ぎのことです。昨年、敬老

祝賀会に参加して下さった皆

様から寄せられた言葉の中で

「ゆっくりできて良かった」という

評価に応えるべく、“語らいの

時間を多く設けることを中心に

し、皆様がくつろいで、楽しん

で頂ける祝賀会にしたい”を

目標に企画することにしました。

また、おもてなしの気持ちを形

にするため、できるだけ「手作

り」にこだわり、ランチョンマット

は着物の生地を四角に裁断し、

洗って、糸屑を取り、アイロン

かけをして一枚一枚用意する

こと、ジャンケンゲームの賞品

は喜んで頂けそうな物品を持

ち寄るなど、スタッフ皆が知恵

を出し合いながら、準備しまし

た。  

9 月 9 日（日）祝賀会当日は、

お天気にも恵まれ、和やかに、

にぎやかに、開催することがで

きました。（参加者 65 名、付添

いの方 5 名）参加して下さる皆

様が、話しやすいように、地区

別に着席されるようグループを

分け、後藤神父様、豊田神父

様、シスター小野島、運営委

員長にも入っていただきました。

どのテーブルからも笑い声、話

し声が飛び交い、各テーブル

ごとに神父様とご一緒の記念

撮影をした時やジャンケン大

会では、マイクを使用している

司会・進行係の声が届きにく

いほど、盛り上がっていました。

Y さん、H さん、S さんのリード

により参加者全員で「長崎の

鐘」を大合唱し、後藤神父様

がオカリナで“アメージング・グ

レース”を演奏されたときは、

いつしかオカリナの音に合わ

せ会場の皆さんが自然とハミ

ングされ、参加者全員の心が

一つになった感動がありました。

予定の時間を少しオーバーし

ての閉会となりましたが、「また

来年会いましょうね」「お元気

で過ごしてください」等、参加

者と係員が笑顔で握手してい

る場面もありました。 “おじい

さん、おばあさん”宛てに温か

い思いやりの言葉や励ましの

言葉がたくさん書かれたカード

を貼って素敵な壁飾りを作っ

てくださった教会学校の皆さん、

ありがとうございました。くつろ

いだ雰囲気になるよう、昨年も

好評だったテーブルフラワー

に、野草（ねこじゃらし、ニラの

花）や庭に咲いていたペチュ

ニア、里山から摘んできたコ

スモス、すすきを心をこめて

活けていただいた方、前日に

ココア風味のマドレーヌを焼く

お手伝いをして頂いた方、ま

た、敬老祝賀会が和やかに進

行するようにと、各テーブルで

心遣いをして下さったマリア会、

社会係の方々、お忙しい中で

時間を作り支援してくださりあり

がとうございました。
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編集後記  
三寒四温、暑さ寒さも
彼岸までというよう
に、朝晩が急に気温が
下がってきました。日

中はまだ暑い日もあり、体が気
候の変化についていくのが大変
です。皆さんも体調管理には十
分お気を付けください。 
（ひ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10～11 月の行事予定 

10/14(日)✝年間第 28 主日 
～「信仰年」開幕宣言～ 
マリア会定例会 
日曜学校授業 
ぶどうの会 
高齢者の集い 

10/19(金) 召命合同祈りの

集い 
愛宮ラサール座禅会 
（19:00 地下聖堂） 

10/21(日)✝年間第 29 主日 
10 分間掃除 
運営委員会 

10/25(木) 祈りの集い 
（18:30 地下聖堂） 

10/28(日) ✝年間第 30 主日 
子供とともに捧げるミサ 
教会バザー 

11/1(木) ✝諸聖人 
11/2(金) ✝死者の日 
 マリア会定例会 
11/4(日) ✝年間第 31 主日 
教会掃除 
パイプオルガン定期演奏会 

11/9(金)みことばの分かち

合い 
11/11(日)✝年間第 32 主日 
高齢者の集い 
日曜学校授業 
カトリック墓地ミサ 

（14:00 廿日市） 
11/16(金) 愛宮ラサール座

禅会（19:00 地下聖堂） 
11/17(土) 侍者合宿（～18
日） 
11/18(日) ✝年間第 33 主日 
子供とともに捧げるミサ

（授業なし） 
10 分間掃除 


