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どうして私たちは祈りをしなければならないでしょう

か？ どうして祈りは必要なことですか？ 
「 誘惑に陥らぬよう、目を覚まして祈っていなさい。心

は燃えても、肉体は弱い。」（マルコ 14:38） 

信者として祈りは私たち

の信仰生活です。私たちは

信者であるということが一

番よく現れる行いがお祈り

なのです。私たちは洗礼を

受けて神の子を呼ばれまし

た。神の子供だから私たち

が不幸な時、悪いことにも

ぶつかる時に天のお父さん

がおられて私たちを助けて

くださいます。それは本当

に幸せな気持ちで生きて行

くことです。毎日、生活の

中で私たちは人間として感

じる喜びと悲しみを神様に

申し上げたい。そして、嬉

しいことと悲しいことにあ

っても神様にも申し上げた

い時に私たちが神様と共に

対話をするでしょう。何か

幸運に恵まれたら感謝し、

心配事があったら、お父さ

んに何とかしてくださいと

いう気持ちになります。そ

れを申し上げるのがお祈り

なのです。一番大事なこと

は神の恵みと聖霊の働きと

共に私たちの努力によって

神様が私たちの命と魂を守

ってくださいます。 

祈りのために時間を取る

というのは一つの信仰のあ

かしです。人間として誰で

も時間をとることは一番大

切だと思います。だから、

信じる人の生活全体がお祈

りであるのなら、お祈りの

ために特別時間をとること

が必要ではないでしょうか。

祈りのために特別な時間を

取るなら、私たちの信仰生

活全体を深い意味でお祈り

に作り変えることが出来る

のです。 

 

もう一つは祈る場所も大

切です。もちろん、どこで

も祈りが出来ますが、場所

によって祈りの結果も違い

ます。現代社会は沈黙と孤

独を嫌い、また、恐れるよ

うです。すべて聖人たちは

祈るために孤独と静かな場

所とを見出しましたし、主

イエスの祈りの教え「あな

たが祈る時は、奥まった自

分の部屋に入って戸を閉め、

隠れたとことにおられるあ

なたの父に祈りなさい。そ

うすれば、隠れたことを見

ておられるあなたの父が報

いてくださる。」（マタイ

６・６）を通して祈りまし

た。イエス様も祈りのため

に山に登り、神に祈ってお

られた。ところで、祈るた

めの静かな場所は現代日増

しに少なくなっております。

教会の戸がいつも開いて、

神様はあなたを待っていま

す。神様が両手を伸ばして

あなたを迎えていますので、

どうぞ遠慮しないで入って

ください。もっとも大切な

点は祈りが出来るような雰
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囲気を一人ひとりが置かれ

ている生活の場において、

自分なりに見出すことだと

思います。祈りの最高結果

を達するために祈りの方法

で三段階を行います。 
 
➣ 第一段階は賛美と感謝 

祈り前にまず神の全能、

真理、愛、知恵、謙遜、忍

耐、平和、喜び、義、柔和

を賛美しなければなりませ

ん。それから、神に感謝を

しましょう。私たちに許さ

れている平安、私たちの生

活を喜ばしいもの、私たち

の健康、仕事、食物、輝か

しい大空、地球のさまざま

な場所で多くの友人たちが

住むことを感謝いたします。

良いとか悪いとか言わない。

何でも感謝することを通し

て私たちの信仰を表現する

ことになります。 

 
➣ 第二段階は願い 

失敗をした時に主よ、わ

たしに正しいことと正しい

道を導いてください。病気

で痛いから早く癒して下さ

い。健康上の問題、家族の

問題、自分自身の将来のこ

と、老後のことなど悩みま

すが、そこで、何とかそれ

を解決するために何よりも

祈りと努力だけが大切だと

思います。日々生活の中で

いろいろな事柄を思い起こ

して、神様を求めて欲しい

と願っています。 

 
 

➣ 第三段階は神と共に対

話・神の教えを認める 
祈りの時に私たちが神様

と対話することは大切です。

神と語り合う親密な友情の

交換、神と私たちの霊魂と

の親密な関係があります。

互いに語りつつ、互いに聞

き合うことになります。 

神様との対話時に私たちの

痛みを癒され、私たちの苦

しむことや悲しむことなど

を取り除いてくださいます。

同時に困難を克服するため

にたくさんの恵みを注がれ、

勇気と力がわいてくると思

います。 

祈る時に私たちは謙遜と

従順、信頼の心をもって近

づいて神様に委ねられなけ

ればなりません。聖書で書

いてあります。イエスは言

われた「わたしは道であり、

真理であり、命である。わ

たしを通らなければ、誰も

父のもとに行くことが出来

ない（ヨハネ１４・６）。」

神様の教えはいつも正しい

のでその教えを得て実行す

ることは一番大事なことで

す。だから、私たちは毎日

祈りをしなければなりませ

ん。祈りを通して平安な心

を受け、神様を深く愛して、

隣人と愛し合う、

助け合うことが

出来ると思いま

す。 

 

 

 

 

 ９月 15 日、敬老の日の祝

賀会が開かれました。そこ

で、人生の先輩たちにお話

を伺いました。皆様の経験

に裏付けされた言葉を３回

にわたって紹介します。 

今回は、これから教会を

担っていく世代に対して伝

えたいことやがんばってほ

しいと思っていることを紹

介します。 

 

 世界平和記念聖堂建設の

“心”を忘れないで。 

 弱い立場にある人のため

にできることをそれぞれ

で、祈りと働き。 

 自分に何ができるかは“学

ぶこと”で、いつも心のア

ンテナを。 

 

 

 

 

お年寄りたち一人一人に子どもたちからのメ

ッセージカードをお贈りしました。 



「平和の鐘」2013 年 10 月号（3） 

 選挙を慎重に－日本の未

来が決まります。 

 ミサ中のマイクの調整で

話が聞こえない。（ゆっくり

話してほしい。ひざまずき台

にイヤホンを置いては） 

 召しだしが増えるように。 

昔は神学校や修道会に行

く人が多かった。 

 今の子どもは勉強してい

るが、心の教育、信仰が大

切。信心のある家族は神様

の愛が表れる。どのように

信仰を伝えていくかが大

切。 

 様々な価値観があるから

こそ、信仰が大切。 

 異教徒間結婚で失われる

ものがあるが、信仰心は必

ず受け継がれる。信仰者が

共にいることが重要。 

 もう少し教会学校も活発

にしてほしい。（昔は子ど

もの人数も多かった） 

日曜学校でしっかり神様

のこと、信仰のことを教え

てほしい。 

子育てや色んな事情（家

族は他の宗教等）で教会か

ら離れている人に対して、

何かしら教会に戻るきっか

けを作ってほしい。 

 若い方が色々な仕事を引

き継いで頑張ってほしい。 

 幟町教会はカテドラルな

ので、ずっと守ってほしい。 

 子や孫たちが途中で教会

を離れても最後は戻って

きてほしい。 

 霊的な体験。感じることは

聖霊、信仰者同士の分かち

合いの中で得ることがで

きます。 

 共同体の中で、神からの力

を得て、自分が充実するこ

とによって、初めて外部へ

の宣教に進むことができ

るでしょう。 

 この教会は歴史的に由緒

深い教会。その歴史を学ん

でおきましょう。 

 若い人を育てる。 

 原爆の事を伝える。 

 若い人がみんなと交わる

ことをもっとしてほしい。 

 聖地訪問をしてほしい。 

 いつも夢を持って夢を実

現する努力をしてほしい。 

 若い方は仕事もあり多忙

かと思うが、もっと教会に

きてほしい。 

 教会の行事が昔から変わ

らないので、検討してほし

い。 

 もっと「耐える」というこ

とをしてほしい。 

 未来に希望を見いだせな

い若い人も多いが、努力し

て見出してほしい。 

 もっと外に目を向けるべ

きではないか。教会の中を

大切に思うことは大事だ

が、政治のこと、社会の動

きにも 

 もっと関心を持ってほし

い。 

 教会の中で奉仕できるこ

と。考えてみると過去から

今に至るまで、やはり神様

の導きだったと思う。 

 イエス様は現実の社会の

中で不正を糾弾し、弱い立

場にある人に心を向けら

れ、優しくされた。イエス

様の心、生き方と神父様の

教えや聖書から学ぼう。 

 悩みや苦しみがある時、ミ

サに導かれて聖書を聞い

てみよう。 

 霊的読書、その他の各種カ

トリックの月刊誌からも

信仰を学ぶことができる。 

 カトリック新聞はカトリ

ックの今の世の中の動き

への考え方も知る事がで

きるし、信仰を学ぶことも

でき、カトリックの一員で

あることの自覚も持てる。 

 神様への信頼を深め、神様

と親しく対話（祈り）がで

きるようになろう。 
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編集後記 

猛暑も終わり、やっと秋が

やってきましたね。 

 聖堂の周りの樹木も剪定さ

れ、小聖堂やレターケースコ

ーナーがとても明るくなりま

した。自然の光のお恵みを感

じます。（か） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 月以降の行事等 

 
10/13(日) 
高齢者のつどい  
マリア会定例会 

10/16(水) 
聖時間（10:00～12:00 地

下聖堂） 
10/19(土)～20(日) 
侍者合宿 

10/20(日) 
10 分間の掃除 
11:00 運営委員会 

10/24(木) 
祈 り の 集 い (18:30 ～

20:30 地下聖堂） 
10/27(日 
典礼部会 
高齢者の集い 
ベトナム語ミサ（12:30
～地下聖堂） 
スペイン語ミサ（17:00
～地下聖堂） 

11/1(金) 
マリア会定例会(10:00ミ
サ後） 

11/2(土)～3(日） 
初聖体合宿 

11/3(日） 
教会バザー     


