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イエス様はご自分のいのち

を捧げて、私たちに代わって罪

に対する罰を受けた時に，正義

の要求を満たされました。この

無私の行為のおかげで，御父は

憐あわれみによって，わたした

ちに罰を与えることなく，ご自

身のもとに私たちを歓迎する

ことがおできになるのです。イ

エス様の愛は私たちの代わり

に罰を受けるため十字架への

道を歩んで行かれたのです。そ

の十字架の死によって私たち

の罪は赦されました。その愛は

無条件愛と無償愛であり、広大

無辺であり、無尽蔵であります。 

 

そして、私たちがお互いに愛

し合うためにイエス様は言わ

れた。「第一の掟は、これであ

る。『イスラエルよ、聞け、わ

たしたちの神である主は、唯一

の主である。『心を尽くし、精

神を尽くし、思いを尽くし、力

を尽くして、あなたの神である

主を愛しなさい。』第二の掟は、

これである。『隣人を自分のよ

うに愛しなさい。』（マルコ 12：30

－34） 

 

愛するということは、自分と

他人との関係で、他人のために

尽くす、他人を大切にするとい

うことと、深くつながってくる

のです。けれども私たちは、「他

人のために」と考えると、すぐ

に自分はどうなるのか考えて

しまうのです。わたしたちの生

活の中では、このようなことが

よく起こるのです。隣人を自分

のように大切にしなさい、とい

う言葉は隣人をあなた自身の

ように愛せよ。私たちは、いつ

でも自分が他人から、大切に取

り扱ってもらいたいと思って

います。どんな時にも、大事に

されたいと思っています。こう

いう時に私は、こういうふうに

してもらいたいのだと私たち

はちゃんと知っています。 

 

 けれども、他の人に対して私

たちが、同じように応えている

かというとそうではないので

す。そこには、建前だとか、義

務だとか、思惑だとか、いろん

なことが入ってきて、私たちを

邪魔します。本当にその人を大

切にしてあげるということが

何なのか、分からなくなること

もあります。愛というと恋愛と

か、あるいは好ききらいという

ことと、間違われるからだと思

います。「隣人を自分のように

大切にしなさい」！他人を大切

にするイエスは、別の時に、こ

のようなことを言われました。

「わたしが来たのは、仕えられ

るためではなくて、仕えるため

である」（マルコ 10・45）。隣人に

対する愛の表現としては，隣人

に親切にし，彼らの話に耳を傾

け，ともに泣き，慰めを与え，

奉仕し，祈り，福音を分かち合

い，友人になることなどを挙げ

ることができます。 

 

イエス様は弟子たちに語っ

た時に，次のように命じられま

した。「あなたがたの父が憐れ

み深いように，あなたがたも憐

れみ深い者となりなさい」（ル

カ 6：36）。私たちもほかの人々

との関係において三位一体神

の示された憐あわれみの模範

に従うことができます。自分の

生活からおごりや高慢，うぬぼ

れを取り除くように努力して

ください。ほかの人々の欠点に

気づいても，哀れみの心を示し，

敬意を表し，赦し，優しくし，

根気強く接する方法を模索し

てください。そのように努める

人は，自らの模範によって，よ

り憐れみ深い人間となるよう

にほかの人々を導き，その結果，

神の憐れみを求める権利が増

すでしょう。 

 

「心の貧しい人々は、幸いであ

る、天の国はその人たちのもの

である。 

憐れみ深い人々は、幸いである、

その人たちは憐れみを受け

る。」 
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わたしは 2008 年 4 月着任

し、2014 年 3 月 30 日、日曜

日、最後のミサをもって、

幟町教会での六年間の歳月

を閉じます。皆さんと共に

キリストの道を歩めたこと

に感謝します。新司祭の一

年余りを加えると、私の司

祭生活の 3 割ほどをこの幟

町教会で過ごしたことにな

ります。あんなこと、こん

なことを、それにもまして

あの人、この人のことを思

い起こします。時として

様々な困難に会いながらも、

キリスト共に司祭として生

きる喜びは何ものにも代え

がたいものだと実感します。 

この六年の間に、パウロ

年（2008～2009）、司祭年

（2009～2010）、そして信仰

年（2012～2013）を全世界の

教会と共に信仰刷新のチャ

レンジがありました。 

2011 年東日本大震災、原発

大崩壊があり、この年 11 月、

私たちに生活や考え方の大

回心を迫る「いますぐ原発

の廃止を」という司教団声

明が発表されました。そし

て教区にあっては宣教司牧

の基本方針（平和・協働・

養成）を確認し（2012）、そ

の土台の上に、新教区長前

田司教のもと、召命促進（予

備神学校）・青少年育成・津

和野殉教者列聖運動・信仰

テキスト（初聖体、堅信、

結婚）作成の活動が進めら

れています。 

この六年間は司牧活動に

おいて、大きな変動の時で

もありました。司祭の高齢

化が進み、カテドラルでは

その間、四人の司祭の葬儀

をとり行い、神のみもとへ

とお見送りしました。着任

当初は幟町教会と東広島教

会、2010 年からは向原教会

と翠町教会が、2012 年から

は三篠教会が加わり、五教

会共同司牧（司祭チームと

して）となりました。その

ような状況の変化に伴い、

幟町教会での 9：30 ミサが

月に一回ということも珍し

くなくなりました。一方で、

オアシス（週二回、マリア

ホール開放、分ち合いの

場）・ぶどうの会（受洗後 3

年までの信徒とその代父母

の会）・レクイエム委員会

（通夜・葬儀奉仕）が新た

に発足し、自律的に活動、

奉仕を続けていることは心

強いかぎりです。この間、

三人の信徒会長・幹事長、

三人のマリア会会長を始め、

多くの信徒、シスター方と

共に、幟町信仰共同体の宣

教司牧のために働けたこと

は大いなる喜びです。病床

にある方々、子どもたちか

らもたくさん力をいただき

ました。 

わたしはちょうど、還暦

をもって新しい任地に派遣

されていきます。わたしが

新たな環境の中で、良き働

きができるよう皆さんの力

添えをよろしくお願い申し

上げます。わたしもおりに

ふれみなさんのことを思い

起こし、祈りを捧げさせて

いただきます。 

 

♪主と共に働くわれらは主

と共にその実りを味わう♪ 
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研修係 ＮＫ 

 

代父母と代子の同期会を

2 月 9 日に開催しました。そ

の時の模様と、参加者の感

想を紹介します。 

 

当日の様子 

■聖歌「主を仰ぎみて」と

開会のあいさつ 

■自己紹介と分かち合い 

■シスター小野島による福

音朗読とおはなし 

自己紹介時に、受洗以降

の家庭や地域、教会でのエ

ピソードを交えながら、そ

れぞれの信仰生活について

分かち合いました。「これか

らも主にしっかりとつなが

って、み言葉とご聖体に養

われながら『地の塩』とし

て生かしていただきましょ

う」と、その日の福音を胸

に閉会しました。 

 

 

ルチアＨＳ 

 昨年 3 月 30 日に受洗して、

もうすぐ一年になろうとし

ています。当時は喜びで一

杯で、いつもの春に比べて、

こんなに空気の澄んだ清々

しい季節があっただろうか

と、生まれ変わったことが

とにかく嬉しかったのです。

死んでいたのが生き返った

という感覚。祈ることが力

になる事も実感しました。 

 しかし、それからがアマ

クなかった。私なりのいろ

いろな試練をまだまだ越え

なくてはならなかったよう

です。でも、必ず、一緒に

受洗した友人や、代母さん

やシスター、神父様方、先

輩方に助けていただくこと

ができました。ふり返って

みると、本当に生かされて

きたなあと思い、ありがた

く思います。 

 今年は、堅信へと進みま

す。これからも、もっとお

力をいただくことになると

思います。どうぞよろしく

お願いいたします。そして、

私も、平和のために働ける

ようになって行ければと思

っています。 

 

 

コンラドＨＫ 

✝主の平和 

 小生は平成 25 年 3 月 30

日に洗礼を受けました。こ

の日から、いつも神の前に

立ち、救い主キリストに従

って、罪のゆるし、永遠の

命を願う信仰生活が始まり

ました。信仰とは望んでい

る事がらを確信し、また見

えない事実を確認すること

である。 

小生は 2 月 18 日で 75 歳に

なりました。余生をこの信

念で生きようと思っており

ます。これからもよろしく

お願い致します。 
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聖体授与の臨時の奉仕者のＨＴさん

 

第 2 回目は、前回同様に「カトリック新教会法典」からの紹

介です。なお、文書の自己解釈は誤用につながりますのでご注

意ください。 

 

第 231 条 (1)信徒は，恒常的又は一時的に教会の特別の奉仕に

任命された場合には，その任務を正しく果たし，かつ，その

任務を良心的，献身的及び熱心に果たすことができるよう

に，必要な養成を受けなければならない。 

 

前回、主任司祭の推薦のもと、教区長が任命すると紹介しま

した。私たち聖体授与の臨時の奉仕者に任命されるには、主任

司祭の推薦があった後、４回の講義と最低３回以上の実地研修

が義務づけられています。専門的な養成を受けますが、前段階

として主任司祭の推薦が必要です。「奉仕者たちも品位のある

人でなければなりません。二枚舌を使わず、大酒を飲まず、恥

ずべき利益をむさぼらず、清い良心の中に信仰の秘められた真

理をもっている人でなければなりません。この人々も審査を受

けるべきです。」（テモテ一 3･8-10） 

編集後記 
 

年度末になり、仕事がバ

タバタとし始め、忙しくな

りました。そんな中、教会

にきて色々な人と話すこと

によってほっとする機会が

あるのでうれしく感じま

す。 

忙しくて教会に来れない

人も、そういう時だからこ

そ、少しだけ教会に来る時

間を作ってほっとしてほし

いと思います。（さ） 
 

 


