
《現代の殉教》─四旬節に寄せて─

　時を経て1865年、「サンタ・マリアのご像は
どこ」と、大浦天主堂にマリア像を探すキリシ
タンの姿があった。いわゆる信徒発見である。
それから150年に当たる昨年、教会は 3月17日
を「信徒発見」の祝日に定めた。今

こん

日
にち

、信教の
自由を生きる私たちにとって、殉教とは何であ
ろうか。その答えは福者ユスト高山右近の生涯

にあるように思う。
　去る 2月 7日、大阪城ホー
ルで行われた列福式に参列し
て驚いたことの一つが、国外
に追放されマニラで病死した
高山右近が「殉教者」として
の栄誉を受けたことだ。殉教
を望みながら叶わなかった彼
は、大名としての地位や名誉
を捨て去り、迫害下にある日
本で雄々しくキリストの福音
を生き抜き、封建社会に身分
を超えた神の国を築いていっ
たのである。その道

みちしるべ

標となっ
たのが聖イグナチオの「霊
操」であるという。彼はまさ

に社会の価値観への逆らいのしるしとなったの
である。その生涯を「死なずに生きる殉教」と
故溝部　脩司教は定義づける。
　四旬節にあって、キリストのために「ゆっく
りと長く死んでいった」殉教者高山右近のよう
に、私たちも物質主義に汚染された現代の日本
で、キリストの福音を生き「ゆっくり死んで生
きる殉教者」の道に招かれているのではないだ
ろうか。

援助マリア修道会　杉原法子

　映画『沈黙』（マーティン・スコセッシ監督）
を観て、遠藤周作の原作を読み直した。「神の
沈黙」を主題にした原作が忠実に映画化されて
いるが、ここにはイエスの「十字架の言葉」が
一貫して流れているような印象が残る。現代に
生きる私たちにとって「殉教とは何か」と、問
いかけてくる作品である。
　17世紀の江戸初期、キリシ
タンの迫害が壮絶さを増す長
崎を舞台に、フェレイラ神父
の安否を尋ねて潜伏する二人
の宣教師の「殉教ところび」
の物語である。目を覆いたく
なるような残忍な拷問が繰り
広げられる中、殉教していっ
た信徒たちの多くは素朴な村
人たちであった。彼らが強
かったからではないだろう。
神だけに信頼するひたむきな
信仰が、殉教への勇気と力を
与えたのだ。水磔の刑で荒波
に呑まれていったモキチの最
期の姿が目に浮かぶ。死をも
恐れぬ信仰は、主への賛美の歌となって五島の
浜にいつまでも響いていた。一方、棄教を迫ら
れる宣教師ロドリゴは、逆さ吊りの拷問に悶絶
する信徒のうめき声に耐え切れず、ついに踏み
絵に足をかける。彼らを救うために慈悲の心か
ら「ころんだ」のである。この主人公の自己犠
牲に救いはないのだろうか。彼の最期、掌に握
られた十字架が雄弁に語る。「真実は、殉教と
ころびを超えたところにしか見えてこない」と。
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『マジス』はラテン語で，イエズス会のモットー「神のより大いなる栄光のために」を表しています。
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今年度教会テーマ『勇気と寛大な心をもって出かけて行きなさい』（教皇フランシスコ）─いのり・つかえ・つながる─
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2017年　四旬節と復活祭の予定

3月 1日（水）灰の水曜日（大斎・小斎の日）
　　　　　　　
　 　 5 日（日）洗礼志願式　10：00ミサ

　 　 12日（日）四旬節の黙想会
　　　　　　　　10：00～ 11：00　ミサ
　　　　　　　（主聖堂）　　
　　　　　　　　11：30～ 13：00　
　　　　　　　　講話と黙想（マリア聖堂）

4 月 9日（日）受難の主日（枝の主日）
　　　　　　　枝の祝福式　10：00ミサ

　 　 13日（木）聖木曜日　主の晩餐　19：00

　 　 14日（金）聖金曜日　主の受難　19：00
　　　　　　　　（大斎・小斎の日）

　 　 15日（土）聖土曜日　復活徹夜祭
　　　　　　　洗礼式　19：00

　 　 16日（日）復活の主日　ミサと洗礼式

十字架の道行
・ 四旬節中は、毎週金曜日18：00ミサ
後にザビエル聖堂にて行われます。

　 3月 3日（金）・10日（金）
　　　17日（金）・24日（金）
　　　31日（金）・ 4月 7日（金）

・ 4月14日（聖金曜日）には15：00から
マリア聖堂にて行われます。

　（ミッション2030「祈りを深める」）

枝の準備をご一緒に！
　受難の主日〈枝の主日〉に使用する棕櫚
の枝を切るお手伝いをしてくださる方を、
募集いたします。2,400本の枝を当日教会
に訪れる方の人数分に切っていく作業です。
下記の要領で行いますので、ご参加くださ
る方は、事務室でお名前と連絡先をお書き
ください。

記
〈日　時〉 4月 7日（金）10：00～ 12：00
〈場　所〉ヨセフホール
〈持ち物〉エプロン・軍手・花バサミ

【マルタとマリアの会】

《イースターエッグを作りましょう》
　今年も、皆様ご一緒に復活祭のタマゴを
用意いたしましょう。
　タマゴにシールを貼ったり、模様を描い
たり、きれいな紙で包んだりして楽しみま
せんか？
　下記の通り製作いたしますので、お誘い
合わせの上、ご参加ください。

◎参加ご希望の方は、事務室の申し込み用
紙にお名前と連絡先をお書きください。

記
〈日　時〉 4月15日（土）9：00～ 12：00
〈場　所〉ヨセフホール
〈持ち物〉エプロン・はさみ
・ 手持ちのシールがありましたら、当日
　ご持参いただければ幸いです。

【マルタとマリアの会】
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　 2月 2日の宣教司牧評議会において『ミッション2030』の 4本柱の 1つである「祈りを深め
る」ためのアクションプランが承認されましたので、その概略をお知らせいたします。

「祈りを深める」ためのアクションプラン

1．主日ミサの共同祈願
　　・「共同体の祈り」を作成、共に唱える。祈りのカードの配布
2 ．『ミッション2030』と祈りを深めるセミナー
　　・ 5月から毎月第二日曜日、16時～ 17時半、ヨセフホールまたはマリア聖堂
3 ．『ミッション2030』のための聖体礼拝
　　・毎月第三金曜日、19時～ 20時、ザビエル聖堂にて
4 ．祈りのとりなしグループ（仮称）
　　・だれでもどこでも祈りができるグループを立ち上げる
　　・グループメンバーはそれぞれの場所で意向に添って祈りを捧げる
5 ．ロザリオの祈り
　　・リビング・ロザリー、年 2回の予定
6 ．祈りのコラム
　　・「マジス 4月号」から「祈り」をテーマにしたコラムを連載
7 ．十字架の道行き
　　・四旬節中の 3月 3日（金）より毎週金曜日、18時のミサ後、ザビエル聖堂にて
　　・聖金曜日（ 4月14日）は15時、マリア聖堂にて
8 ．ラビリンス・ウォーク
　　・ 3月17日（金）、13時～ 17時、ヨセフホールにて
9 ．聖歌を歌おう
　　・毎月第二金曜日、16時～ 17時半、ヨセフホール＆ザビエル聖堂にて

　各アクションの詳細が決まり次第、マジス、掲示板、チラシなどでご案内いたします。
　皆様の積極的なご参加をお待ちしています。

ミッション2030促進チーム

『ミッション2030』

「祈りを深める」グループからのお知らせ

2月の宣教司牧評議会から
・�2017年度教会年間テーマ
　“勇気と寛大な心をもって出かけて行きなさ
い。ミッション2030─祈りを深める”と決定した。

・2017年度年間予定を確定した。

洗礼志願式
　 3月 5日（日）10：00のミサ中に、洗礼
志願式が執り行われます。
　洗礼を受ける決心をされた方々が、神様
の救いの恵みを豊かに与えられるように、
共にお祈りいたしましょう。
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四旬節の黙想会

3月12日（日）テーマ「四旬節のこころ」
　今年の四旬節の黙想会は、 3月12日（日）に実施します。「四旬節のこころ」をテーマに、田丸
神父にご指導いただきます。皆様ご参加ください。

10：00 〜 11：00　主日のミサ（子どもとともにささげるミサ）主聖堂

11：10　　　　　　マリア聖堂で受付開始

11：30 〜 13：00　講話と黙想　田丸神父

「心をひとつに」

　土曜日聖歌隊は、毎週土曜日18時のミサで聖歌のご奉仕を担当しています。1976年に創立し、
「ミッション2030」が発表された昨年は創立40年の節目にあたりました。

新しい典礼から生まれた聖歌隊
　土曜日聖歌隊は第二バチカン公会議後の新しいミサ典礼（土曜日の夕方に主日のミサを行う。
ミサ曲や答唱詩編は日本語となる）に呼応するように誕生しました。当時、土曜日のミサをお
手伝いしていたかつらぎ聖歌隊（かつらぎ会で活動）を前身とし、現在神田勇一先生が指揮を
担当しています。
　また土曜日聖歌隊の「土曜日」は「聖土曜日」に由来しています。

大切にしてきたもの
　聖歌に込められた祈りの言葉を丁寧に理解し、隊員が「心をひとつに」して歌うことを大切
にしています。そして、ミサ典礼では次のことを願いながら奉仕しています。
　　＊司祭、会衆の皆さまのお祈りを静かにお手伝いできますように
　　＊共同体としての喜びを感じられる祈りの聖歌が歌えますように
　　＊ミサに与った方が喜びに満ちて元気に家路に就くことができますように
　土曜日聖歌隊で信仰を学び受洗し、受堅した方も多く、さらに司祭、修道者も輩出しています。

活動の流れ
　ミサ前の17時から10分間心の準備を行い、その後お祈りをしてその日の聖歌を練習します。
　ミサが終了後、20時頃まで隊員の技術向上も含め、よりよいミサ奉仕ができるように選定し
た課題曲などを中心に練習しています。

隊員募集
　　土曜日聖歌隊で信仰を分かち合い、ともに祈り、喜びをもって奉仕をしてみませんか。
　　特に、男声とアルトのパートを募集しています。
　 　関心をお持ちの方は、どうぞお気軽に見学にいらしてください。土曜日の16：30～ 17：00
の間に201号室においでくだされば、聖歌隊の活動についてご説明いたします。

土曜日聖歌隊
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イエズス会の教会を巡る③
　日本には、イエズス会の教会使徒職の方針を共有する教会が 4つあります。山口教会（山口
市）、祇園教会（広島市）、六甲教会（神戸市）、そして当麹町聖イグナチオ教会です。
　兄弟姉妹のような関係にある教会が、主に導かれて、それぞれ地域の特性や魅力を取り入れな
がら福音宣教を行っています。
　お近くにお出かけの際にはお立ち寄りになられ、できれば信徒の皆さんと共にミサに与ってみ
てはいかがでしょうか。 （ミッション2030　新しい「きょうどう」）

第 3回　六甲教会
�

「高山右近列福」の恵みに生きる

　カトリック六甲教会は、1948年（昭和23年）に大阪教区の一小教区として認可されたイエズス
会に属する教会です。現在の聖堂は、工事中に阪神淡路大震災にあいましたが、1995年（平成 7
年）11月に完成したものです。鐘楼と鐘は、旧聖堂（1953年（昭和28年）建築）をしのび教会の
シンボルとして保存され、今も昼12時と夕方6時にアンジェラスの鐘が鳴り響いています。

（1）現状
　①在籍信徒数（自2015年1月1日　至2015年12月31日　単位：人）

　②主な活動
　・近隣住民と一緒に行う「納涼の夕べ」「チャリティーバザー」などの教会行事
　・炊き出し、国内外の社会福祉団体、学校などへの支援
　・オルガンや室内楽と共に、祈り・瞑想をする「祈りと音楽の集い」などの音楽活動
　・カトリック入門・養成講座・聖書研究・結婚セミナーなどの要理教育、教会学校
　・高齢者を対象とした定期的なミサと懇親会、教会に来られない高齢者への訪問
（2）最近の動き
　・ 関西にゆかりのあるユスト高山右近の列福にあわせ、六甲教会主催の講演会「ユスト高山右
近─列福を前に─」、「ユスト高山右近の足跡を訪ねる巡礼」、連続黙想会「右近と歩む祈り
の旅」などを実施。特に、巡礼については、右近が足跡を残した高槻、安土、明石、小豆島、
金沢、長崎などの各地を年二回、約 3年に亘って訪ねる企画で、昨年10月に右近の生誕地
「豊能町高山」とユスタ夫人の生誕地「余野」を訪問。「高山右近列福」の恵みに生きるよう
歩んでいます。

　・ 昨年11月、聖イグナチオ教会の「初金聖歌隊」の20周年記念コンサートが、六甲教会で行わ
れました。当教会だけではなく神戸地区の多くの教会の方も来られ、大変盛況で、その歌声
には感動いたしました。今後、イエズス会に属する 4教会の交流がますます発展することを
願っています。

六甲教会評議会議長　堤　福生
主任司祭　アルフレド・セゴビア　助任司祭　高山　親

在籍信徒数 転入者数 転出者数 洗礼
男 女 合計 教区内 教区外 教区内 教区外 幼児 成人

621 1,072 1,693 10 10 13 8 9 7
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「一人の人間として、一人の信徒として」
　初めて自分の意思で教会に足を運んだ当時、教会は「物静かで荘厳で、綺麗で美しくて、心の清い
人しかいない」という“真っ白”なイメージだった。教会学校に通い、リーダーとして従事して、幾
分かその偏った認識は払拭されたが、WYDでの経験はさらにそれを覆して私の信仰を新たにした。
この機会で得たものは掛け替えがなく、とてつもなく大きかった。
　日本巡礼団の仲間やボランティアの方々、ホストファミリーや各国の青年たちと多くを分かち合う
中で、異なる文化・言語・宗教的背景による信仰の多様さを目の当たりにした。捉え方や考え方、信
仰の表現の仕方が本当に様々。にも拘わらず、同じ神を仰ぎ、イエスに倣い、呼びかけに応えようと
集まっている。その事実は明白なのに、「神様って本当にいるんだ」と、ひどく衝撃的だった。その
確信は同時に、「不確定で曖昧だけど神様が傍にいるこの感覚は、ともすると錯覚なのでは」という
不安を取り去ってくれた。
　また、関わったすべての方からの眼差しや言葉や心遣いは、私に飾ることを要求せず、常に無条件
に“わたし”という存在を認めてくれた。「受け入れられている」という実感に満たされ、そして、
言動の根底に信仰が息づいていることを強く感じた。
　帰国した今、私は新しいスタートラインの上にいる。得たものを内に留めておくのではなく、必要
とされる場に赴き、与えられた役割を果たし、派遣の祝福に沿えるよう働きたいと考えている。

黒須優理菜（元中学生会リーダー）

「スピリチュアル・アドベンチャー」
　イスラムのテロに付け狙われることだろう。それらのことを覚悟のうえで、我々は出発しました。
一寸先が闇という道の果てに見出したのは、別次元の世界でした。ポーランドという新世界をこの足
の下に感じ、人々のやさしさと情熱にふれ、WYDという巡礼にはじめて参加することによって、新
しい出会い、冒険、そして驚嘆すべき奇跡を目の当たりにして、僕は打ちのめされました。嵐が咆哮
する中、行進していた大巡礼団の左右で稲妻が大地に突き刺さった時。アウシュビッツの収容所とい
う恐ろしい世界に隠れていた美しい秘密を見出した時。世界各国から集まった二百万もの若々しい心
が、言葉も文化も肌の色も違えど一つになり、歓び、歌い、踊り戯れながら神への信仰を表明した時。
ポーランドというエデンの園に、地上における神の御国が実現するのを、この目で見た時、神の無条
件の愛と偉大さを肌で感じることができました。それまで、僕は世界を悲観的に見てましたが、今再
び世界に希望を持っています。心臓は興奮と歓喜と感動に駆動し、全身に楽しさと平和さと一体感の
カクテルを供給する！
　次は、2019年にパナマでペトロが羊たちとまた会うであろう！

中西眞喜（現スペイン語圏侍者）

《2017年アジアンユースデー 7派遣者決まる！》
　今夏インドネシアで開催されるアジアンユースデー 7に派遣する若手信徒の厳正なる選考の結果、
10名が決まりました。一人当たりの渡航費用約10万円、その支援のために献金活動を行っていきます。
信徒の皆様の温かいご協力をよろしくお願いいたします。

聖イグナチオ教会AYD7派遣準備委員会
（ミッション2030「共同体を生きる」）

「WYD（ワールドユースデー）で私たちが得たもの、感じたこと」

仲間たちとともに アウシュビッツ収容所
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四旬節愛の献金
四旬節中（3月1日〜 4月12日）

　この「愛の献金」は、カリタスジャパンを
通して海外諸国と日本各地に送られ、難民や
孤児、そして貧困、失業、飢饉などに苦しむ
多くの人々のいのちを守るために、また彼ら
の自立を助けるために使われます。
　皆様のご協力をお願いいたします。

「年間予定表」
発送作業のお手伝い募集

　毎年度末に信徒の皆様に宛てて教会から
「年間予定表」を発送しております。
　今年もこの発送作業のお手伝いをしてく
ださる方を募集いたします。
　当教会所属の約8,000世帯に向けての封
入作業です。お手伝いいただける方は当日、
直接ヨセフホールにお越しください。作業
時間中でしたら、何時に来てくださっても
構いません。

記
日時：3月15日（水）10：00〜 12：00
　　　 （当日の参加人数によっては作業が

早く終わることもあります）
場所：ヨセフホール

【信徒評議員連絡会】

財 務 報 告
・ 世界こども助け合いの日の献金
　「世界こども助け合いの日」は、子どもたち
が使徒職に目覚め、思いやりのある人間に成長
することを願って制定されました。
　 1月29日（日）の献金1,228,555円は、ローマ
教皇庁に送られ、世界各地の恵まれない子ども
たちのために使われます。
　皆様の寛大なご協力に感謝申し上げます。

図書グループより謝罪と訂正
　「magis」 2月号の「新刊図書ご案内」の記事の中で、重大な過ちを犯してしまいました。本田哲郎
神父様の著書『福音の実り』の紹介文に「故本田哲郎神父」と記してしまいました。軽薄であったと反
省しています。現在、本田神父様は世の弱い人々のために懸命に大阪で宣教活動をしておられます。骨
身を惜しまず活躍されている本田神父様を、心ならずも傷つけてしまったこと、心からお詫び申し上げ
ます。また、本田神父様と対談をされた浜矩子、山口里子、宮台真司、M・マタタ氏を始め、本田神父
様と共に活動しておられる方々、そして多くの信者の方々にも併せて、この度の過ちを心からお詫び申
し上げます。
　今後は二度とこのようなことのないよう慎重に、誠実な記事を書くよう努めます。どうぞお許しを
切にお願い申し上げます。 （図書グループ）

洗　礼
（ 1月 9日～ 2月 3日）

　おめでとうございます　
パウロ　石　川　弘　道
マリア　山　本　節　子

マリア　ニーナ　鈴　木　由里子

結　婚
（ 1月28日～ 29日）
お 幸 せ に

フランシスコ　田　端　大　介
　嘉　納　智　美

　星　野　誠　志
クララ　日比谷　亜紀子

転　入
（ 1月14日～ 2月 5日）
どうぞ　よろしく

宮　﨑　機恵子　　豊 四 季
大　森　裕　子　　吉 祥 寺
柳　沢　正　子　　鷺 　 沼
崔　　　ハ　ナ　　豊 四 季
崔　　　ハウン　　豊 四 季
崔　　　炳　賢　　豊 四 季
申　　　恩　晶　　豊 四 季
米　田　貴　浩　　関 　 口
米　田　英梨奈　　関 　 口
米　田　マリア　　関 　 口
李　　　慧　珍　　韓　　人

帰　天
お祈りください

マリア　インマクラータ　木　村　利　里　12/27
マリア  アヌンチアタ　海老原　和　惠　12/28
ダミアヌス　畑　　　雄　一　   1/6
ヨゼフ　水　垣　光　夫  　1/11
テレジア　井　瀬　早　苗  　1/13
フランシスカ　マリア　相　澤　きよ子　  1/21
ヨハネ　髙　倉　　　尚     1/22
トマス　春　国　勝　靖　  1/25
エリザベト　渡　邉　睦　子  　  2/1
マリア　クララ　嘉　門　美　惠  　  2/2
ジョン　西　丸　勝　也       2/6
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