
 

結婚クラス／セミナー修了者におくる情報誌

17号
2004年・秋号

「もはや二人ではなく一体（ ）である」マタイ19：6

■結婚感謝の集い

日　時： 2004年11月7日（日）15：00

場　所：聖イグナチオ教会　主聖堂
懇親会： 16：00 ヨセフホール

■七五三祝福式

日　時：2004年11月21日（日）15：00

場　所：聖イグナチオ教会　主聖堂

Information

ご意見・ご感想は　one@ignatius.gr.jp

“ Q u a l i t y  T i m e ”
ジェラルド・バリー

司祭からの

メッセージ
司祭からの

メッセージ
人間関係、特に結婚生活にはペアとしてのゆとりが必要で

す。夫婦が共働きであっても、二人の絆が成長するためには

ゆとりが見出せなければならないと思います。では、この絆

を成長させるためにはどうしたらよいのでしょう？

夫婦が愛のある生活を送るためには、パートナーの言動が

たとえどんなに感情的で自分勝手だと思われたとしても、そ

んなときこそ相手をよりよく理解するようにし、喜びをもっ

て毎日“Quality Time”を分かちあうことです。これは自然な

状態のなかでお互いの努力で楽しみを生み出すことです。例

えば、一緒にゲームをしたり、何か運動をしてみたり、散歩

をしたり、ダンスやお部屋の掃除を二人ですることだって構

いません。これに対してＴＶや映画を見たり、音楽を聴いた

りするのも良いと感じるかもしれませんが、これらには残念

ながら会話があまりありません。肝心なのは、相手のパーソ

ナリティをよりよく知るように努力できる活動なのです。で

すから、夫婦二人ですることに意義があります。また日常的

に行うことも大切です。決して短期で終わらせないように。

たとえ30年連れ添った夫婦でも、夫は会社のことばかり、妻

は家のことばかりではお互いを知り合う機会がないままです。

お互いをもう少し知り合っていれば成田離婚も防げることで

しょう。１日30分でも、週に5，6日行えれば健全です。こう

した活動で“Quality Time”を二人で過ごすことが習慣に

なるようなら良好です。

ここで“Quality Time Enemy”と“Quality Time Illusion”

に注意しましょう。Enemy（敵）とは、相手の過去につい

てとやかく言ったり、相手に対し強い個人的批判をしたりす

ることです。Illusion（幻想）とは、いろいろありますが例

えば一緒に食事をしたりすることです。Illusion（幻想）は既

に今そこにある愛を高めてくれるかもしれませんが、決して

強固な関係を築きあげることはできないのです。敵は遠ざけ、

幻想で満足しないように気をつけなければなりません。

仕事が多くてゆとりがない
なぁと感じた時には、でき
る限り多く休むように心が
けています

似て非なるものは無駄だと思うのですが、無駄のほうは知らないうち

に山とあって、ゆとりのほうはなかなか見つかりません。例えばビール

の泡。これは無駄ではなくてゆとりかもしれませんね。話は変わって、

英語でゆとりに相当する言葉が見当たりません。plenty/enough of

time，space/room，relaxationなどと説明的になります。確かに、

ゆとりとは、受け手の主体的な評価を伴う、時間、空間、こころ、そ

れに加えてお金、行動などに関連した心の状態やあり方をいうのかもし

れませんね。

ゆとり

特　集

ゆとりという言葉は車から来ています。昔、車は木の板を丸くして真ん中に穴を作っ

てこれに芯棒をさしました。このときに芯棒の大きさと穴の大きさがぴったりになって

しまうと、車は、ぎしぎしして回りません。そこで芯棒を穴より少し細くして油が入るく

らいの空間を作りました。これを油取りといいます。油が入るだけの場所をとるという

ことです。穴を差し入れる芯棒をぴったりにしてしまうと精巧にできすぎて、きしんで

動かなくなってしまいます。人生ものんびりした心持がなく、頭の計算だけで生きてい

く人は人生が回らなくなる。周りの人の悪巧みに引っかかって生き地獄に落とされます。

引用：「菜根譚に学ぶ人間学」 境野勝悟著 （至知出版社）



妻：毎日仕事と家事と育児に追われているので、休日に家族３

人でゆったりとした気持ちで過ごせたときにゆとりを感じます。

夫：家族そろって旅行に出かけられるときなどは、やはりゆとりがあ

るなと感じます。

妻：１日の仕事が終わり、疲れているのに子供にぐずられたり

すると、どうしてもイライラしてしまいます。そんなとき、「何でゆ

とりがないのだろう・・・」と少し悲しくなってしまったりします。

夫：仕事が忙しいときや、仕事上のトラブルが発生しているときなど

は、どうしても家庭に戻っても落ち着くことがないので、ゆとりがな

いと思います。

妻：忙しい毎日の中ですが、できるだけ友人や知人と会う機会

をつくり、情報交換をしながら、自分自身の心の幅を広げていくよう

にしています。ほんのちょっと、物の見方が変わるだけで、新たなゆ

とりが生まれたりするものです。

夫：仕事においても、家庭においても、100%の全力投球ではゆとりが

なくなるので、10%位は力を抜く、90%主義を心がけています。

妻：心の平安ですね。どんなときも心の中が穏やかであること

を、自分自身が感じられることだと思います。

夫：私にとってゆとりとは、人に対するやさしさや人間らしさを生む

源であると思っています。やはり、ゆとり（余裕）があると他人にも

優しくなれるような気がします。

2000年オチョア神父結婚クラス修了　小野幸一・若菜

夫：ゆとりと聞いて、最初に頭に思い浮かんだのが、正直お金でした。

悲しいかな、今はお金さえあれば物だけでなく、時間さえ買えてしま

う世の中ですから。しかし妻と話し合っていくうちに、はたしてお金

だけで、自分の人生にゆとりが生まれるだろうか？と疑問がわいてき

ました。私たちは普段日々の出来事に不安や楽しさを感じながら生活

をしています。最近不安を抱いたことといえば、「明日は重要な会議

がある」、「最近少し太ってきたな」、「クロ（猫）の皮膚が荒れている」

とお金や時間で必ずしも解決できるものではなく、仕事に対する不安、

家族みんなの健康が原因だったりすることが多いようです。もちろん

お金や時間も大切ですが、仕事に対する自信、家族の健康なども含め、

それらをバランスよく保つことで、ゆとりは生まれてくるのではない

でしょうか？そのうえに趣味などで彩れば、楽しい生活を送ることが

できると思います。

1999年加藤神父結婚セミナー修了　殿前真之

妻：好きなことができる時間を持てるとき（笑顔があるとき）

夫：週末にゆっくり食卓を囲んで夕食をとる家族団らんのとき

妻：忙しくて時間がないとき（笑顔がないとき）

夫：仕事など忙しく時間に追われているとき

妻：頑張りすぎず、心を穏やかに保つよう心掛ける

夫：翌日にしわ寄せがきたとしても、仕事を切り上げて家族とともに

夕食をとる為早く帰るようにしてゆとりをつくる

妻：健康で楽しい生活を送るのに欠かせないもの

夫：時間そのもの

1991年粟本神父結婚セミナー修了　M.E.＆T.E.

Q4.

Q3.

Q2.

Q1.

Q4.

Q3.

Q2.

Q1. 妻：私にとってゆとりとは一言で言うと笑顔です。笑顔で生活してい

るときはゆとりがあるなぁと感じます。自分の気持ちに余裕がないと、

自己中心的になり、相手を思いやることも、感謝もできず､気がつく

と笑顔が消えています。ふとした事から、たとえば青く澄んだ青空を

見上げたときや、綺麗な星空を見たときなどに、急に気分が晴れて、

知らず知らずのうちに笑顔になっています。それに気がついたときか

ら、ゆとりがないと感じたときは青空や星空を見上げて、大きく深呼

吸してみることにしています。すると、日常の生活が送れることに感

謝でき､思いやりの気持ちがもてるようになります。心が穏やかにな

ると、限りない日常でさえも幸せだと感じることができます。笑顔で

毎日が過ごせる、それが私にとってのゆとりです。

1999年加藤神父結婚セミナー修了　渡部まゆ

Q1：あなたはどんなときに「ゆとり」があると感じますか

Q2：あなたはどんなときに「ゆとり」がないと感じますか

Q3：あなたはどうやって「ゆとり」をつくっていますか

Q4：あなたにとって「ゆとり」とは何ですかゆとり
特　集

毎朝近所に住むマレー人と思しき男性に目を奪われる。真っ白

にのりづけしてあるシャツがとても清潔な印象を与える男性。彼

はいつも右手で子供をダッコ紐の上から支え、左手には皮の年季

が入った仕事鞄をぶらさげている。彼の顔には全く疲労の感がな

い。

最近ペルーを旅行した。ペルーで目にしたものは、毛織物を売

りながらその横で、ずっと編棒の手を休めず、製品を生み出して

いる現地の人。製品にはほころびや、形の不揃いなもの、手の長

さが均一ではないものが沢山ある。日本円にして何十円の品物で

はあるが、帰国して眺める度に飽きがこない。

彼等に共通して感じるのは、気持のゆとりかな。彼等の素性は

知る由もないけど、すれ違っただけなのになぜだかホッとするの

は、きっと彼等の持っている気持のゆとりなのかな。

1991年粟本神父結婚クラス修了　A.Y.

ゆとり紀行 ペルー編ゆとり紀行



妻： 家族や友人とゆっくり楽しく話ができるときなど、他の人

の話を聞いて一緒に考えられるとき

時間に追われ「ちょっと待ってて」「後でね」などとイライラ

して人の話を立ち止まって聞くことができないとき

１日数10分でも一人きりで何もしないでいる時間を過ごした

り、日常生活から全く離れて旅行などをしてオフの時間を過ごすこと

で心のゆとりをつくるようにしています

心のゆとりということで考えるならば、自分以外の人のことを

思いやれる心の余裕だと思います

1992年ぺニュエラ神父結婚セミナー修了　斎藤宏美

妻夫： 家族5人が同じことで楽しんで

いるとき

家族5人がバラバラなことを欲してい

て、一緒に何かを考えることができないとき

自分だけの用事（仕事以外は雑用とよ

ぶ）をできるだけ一人の時間（平日の昼間

など）に済ませ、家族との時間をあけておく

充実感。お金にゆとりを求めなくなっ

て久しいですが(笑)、その使いみちが納得い

くものかどうかに関しては夫婦ともにシビア

ですね。毎日着実に一歩一歩進むことが結

局は生活の潤滑油を生み出すことにつなが

っていて、気持ちのゆとりを得られている

と感じています。自らの思った通りに地味

に歩むことができるのも、何よりも健康に不安がないことが目に見え

ないゆとりのモトかもしれません。（とにかくひたすら健康家族です）

1993年アルカラ神父結婚セミナー修了　青木伊知郎・理惠

妻：今現在私は、のんびりと主人と二人で暮らしています。できるだ

け（最小限？）の家事をし、空いた時間（最大限！）で新しく見つけた

趣味に没頭しています。日々、自由にさせてもらって、とても感謝で

す。けれど、ほんの数カ月前は全く逆の心の状況でした。その頃の私

は体調を崩し、自分にとても苛立ち、主人や、病院のドクターをはじ

め周囲の人に八つ当たりし、あ～私なんのために生きているんだろう

なんて考えていました。そんな私の転機となったのが、趣味（クラ

シックバレエやジャズダンス）そして、先生との出会いでした。このこ

とで、大きく気持が開かれ、そうすると不思議と周りの人に優しく接

したり、感謝をすることができるようになりました。これこそがゆと

りなんだと思います。自分のことでいっぱいいっぱいになっている時

には気づかなかったことが、ゆとり＝心の余裕 がもてるようになる

といろいろ感じたりすることができます。この場をお借りして、主人

に感謝、先生に感謝、こういう出会いに導いてくださった神様に感謝

です。

1994年ネブレダ神父結婚セミナー修了　Y.S. 
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Q3.

Q2.

Q1.

Q4.

Q3.

Q2.

Q1.

妻：家族が一緒に暮らすことは当たり前で、それが幸せだと忘れかけ

ていた矢先に夫の単身赴任がありました。子供はナイーブになり、夫

は仕事が忙しく、家族全員がゆとりを持てなかった時期でした。あの

頃私にゆとりがなかったのは、家事育児の分担が妨げられたというこ

とではなく、子供の寂しがっている顔を見たり、私がしっかりしなく

てはと常に気の張った状態が続いたりしたからです。半年前に単身赴

任が終わりました。今は家族が一緒に暮らせてこそ幸せ・・家族が幸

せであってこそ私の心にはゆとりが生まれることを実感しています。

1994年ネブレダ神父結婚セミナー修了　木村美香

妻：ゆとりを感じるときはたくさんあると思いますが、一つ挙げると

すれば、周りの人たちにどうしたら喜んでもらえるだろうか、楽しん

でもらえるだろうか、どうやったら役に立てるだろうかなどと考えら

れるときでしょうか。ゆとりがないと感じるのはその反対で、寝たり

食べたり生きる上で必要とされること以外、忙しすぎて時間がなく、

感謝の気持ちを忘れかけてしまうときです。私にとってのゆとりとは、

人に対する感謝の気持ちを持てるかどうかだろうと思っています。

夫： 周りの風景や季節の変化を敏感に感じ取れるようになる、

つまり、自分の気持ちに余裕があり、視野が広い状態のとき

仕事が忙しくて他のことを考える余裕がないとき

週末１日は夫婦二人の時間を作る。

家でゆっくり過ごす時間を大切にする

視野が広くなっていろいろな方面に

目が行き届く状態

2003年ロボ神父結婚セミナー修了

熊井裕二・美砂子

妻：結婚して13年、2人の子供達も小学校

に行きだし、学校から帰ってくるまでの時

間が私のゆとりの時間です。家事をサッと

済ませて、プールに行ったり、お友達とラ

ンチをしたり、ゆっくり買い物をしたりと

何ともいえない楽しい時間です。でもそれ

は家族皆が健康で過ごしているからで、誰かひとりでも風邪をひいて

いたりすると一転して切羽詰まった状況になってしまいます。子供達

が熱を出す度、神様にお祈りしたものです。そんな子供達の体も丈夫

になり、心配することも少なくなりましたが、家族のゆとり、私のゆ

とりは健康な体が基本となっています。これからも家族の健康を考え

て、バランスのとれた食事を作り、運動をして自分の体を作り、家族

皆がゆとりの生活を送れるように心掛けていきたいと思っています。

1991年粟本神父結婚セミナー修了　M.Y.

Q4.

Q3.

Q2.

Q1.

ストレス解消法

ストレスがなくなるとゆとりが生まれる？

?

?

S Sports
T Travel

R Recreation
E Eating

S Sleep
S Smile



妻： ソファで夫と二人でお茶を飲んでいるとき、ホワっと心が

温かくなる、そんな瞬間。どんなに忙しいときでも二人並んで座って

いると心穏やかに感情のバランスの均衡が保たれている気がする。一

人のときにくつろいでみるが、ゆとりというところまでいかない。ソ

ファもお茶も外せないアイテムであるが、夫がいないと成立しないよ

うだ。我が家は共働きなので週末にそんな時間はやってくる。今週も

週末が楽しみだ。

自然に笑えなくなったときだろうか。私は日頃から笑っている

ことが多い。箸が転がっても笑う年頃はとうに過ぎたが、笑うという

行為は科学的にも健康にいいと聞いて、ますます笑うようになった。

そんな私が顔をしかめてフリーズするようになったらそれはもう危機

的状況だ。なぜ、笑えなくなるのだろうかと日頃の生活を振り返ると、

疲れているとき（寝不足のときに）に起こる現象だと判明。

ゆとりとは本来相手に与えるものだと思っている。ゆとりが生

まれるためにはその環境の整備が大切だと思う。まず心掛けることは、

夫が帰ってくるときに暖かく迎え入れようということ。外で嫌なこと

があっても家に帰ればホッとするというのは、誰にでもある経験だと

思う。家というのは無条件に自分を受け入れてくれる。自分も是非、

この家と同化して疲れた心を癒やしてあげよう。そんな中、気持ちに

たゆみができゆとりは生まれる？また相手を思うそんな気持ちがいつ

のまにか自分にもゆとりをつくるのではないか。心は常にニュートラ

ルな場所にシフトして我が家の環境を整備していきたい。

夫の存在そのもの。私のゆとりは、隣で夫が笑って座っていて

くれることで生まれてくるのかもしれない。改めて、夫の存在の重さ

に気づく。二人で暮らすようになって8年も年月がたっているが二人

の関係は何も変わっていない。そしてこれからも変わらないだろう。

私も夫のそんな存在になり続けたい。

1996年ボネット神父結婚セミナー修了　R.N.

Q4.

Q3.

Q2.

Q1. 妻：心身ともに人の立場と気持ちを思い至ることが出来るときにゆと

りがあると感じます。相手への思いがあっても、体が疲れていると、

労力とその思いとの妥協点を探ろうとしてしまいますし、さらに心も

疲れてしまうと、人に「こうしてくれればいいのに」「どうしてそれ

ぐらい気がつかないのだろう」などと自分の物差しで、人に押し付け

たがり、自らストレス倍増させる・・・。そんなときにゆとりがまっ

たくないと感じます。ゆとりとは、「人にどれだけ寛容になれるか」

ということに行きつくのかなと。物質的なゆとりは、人としてのゆと

りがあって初めて意味がでてくるような。でも物質的なゆとりがある

と、精神的にもゆとりがでるのか・・・鶏と卵。う～ん。ゆとりを手

に入れるために、自分を強くしていかないといけないので、「自分が

解放されて、次の一歩が軽くなる」というものを探さなければと思っ

てはいるのですが・・・。一つ挙げるとすると、友人と日本のひなび

た名所などを訪ねたりすると「日本のここを知った、こんなところを

見た」という気持ちはゆとりのある自分を育てる要素です。

夫：焦ってないときが、これゆとりではないでしょうか。休日でも、

平日の仕事が頭を離れないときは、まったく心が休まりません。逆に、

平日でも仕事の見通しがはっきりついているときは、ゆとりを感じま

す。３時間睡眠でも、ゆとりはあります。社会人になってから、本当

に心が安まったのはあまり無いような気がします。いかに焦りとつき

あうかが大事だということを、大変遅ればせながら痛切に感じていま

す。特に、これから家族が広がっていくと、常に心配事を心のどこか

に抱えながらというのが普通の状況になるかと思うと、大黒柱として

ゆとりをもつことは、もっとも大事なことになっていくのかなと

思っています。焦りは人に移るようです。

最近、家に帰って妻の顔を見るとほっとします。一人じゃないとい

うのはええもんですね。少なくとも、人一人養っていかなければなら

ないのですが、そこでゆとりを感じるというのは不思議なものです。

（仲良くしているときに限りますが）

2003年ロボ神父結婚セミナー修了　清水彰・礼子

『星の王子様』の狐は、「私を飼いならしてください」と願いな

がら、王子にだんだんと近寄りました。そのうち王になじんで、王

が好きになりました。これはまさしく、信仰の典型的な求め方で

す。神が好きになることを祈りながら、神に近寄るという求め方。

ところで、だんだんと近寄るには、三つの手段が挙げられます。

神に近寄る一つ目の手段は、人と自然を大切にするということ

です。神が物事の最も深いところにいるので、自分は人間と自然

を深く愛すれば、深さである神に近寄ることになります。しかも、

神が奥深いところにある磁石のような存在なので、深く愛しなが

ら深さに近寄る人は、深いところにあるその磁石の影響を受けて、

ますます引き寄せられるわけです。

神に近寄る二つ目の手段は、奥深い自分と仲良く話すという充

実した沈黙です。深い自分と話す人は、いつか深い自分の中にい

る神と話したくなるでしょう。沈黙とは深さなのです。

R・タゴールは沈黙の中で、ろうそくを消して、玄関の外で広

げたマットの端っこに座って、徹夜で神を待ち望んでいました。

「主よ、お好きなときに、そっと降りて来て、黙ってそばに座っ

てください」と祈りながら。これは信仰の素晴らしい求め方だと

思います。プレゼントやありがたいインスピレーションを持って

来てくださらなくてもいいのです。ただそばにいてくださいと

信仰の求め方

願って、じっと待ち望むという信仰の求め方。実は、この祈りの

本当の意味は、神がいつも私のそばにいるという事実に、自分が

気づくことができるということです。

しかし正直に言えば、神がお金と成功を持って来てくだされば、

私たちはきっと、吹雪の中でも三日間じっと並んで待つゆとりを

見せるでしょう。ところが、ただそばに黙っていてくださる神の

ためなら、たった一分間でさえ、とても長いと考えるでしょう。そ

れとは反対に、どうでもいい連続ドラマ、余計な井戸端会議、最終

電車までの飲み会、ゴシップ研究会などのためなら、落ち着いた

ゆとりを感じるでしょう。愛である神を待つ余裕をつくれば、喜

んで生きる余裕に満たされるのに。

だからこそ、神とただ一緒にいるという価値と魅力を感じるの

は、常に願うべき贈り物です。「飼いならしてください」。

神に近寄る三つ目の手段は、キリストを知って、次第になじむ

ということです。その点では、皆さんの故郷である聖イグナチオ

教会に、キリストを知るための聖書

研究会や信仰入門講座などがたくさ

んありますので、どなたでもひょっ

こり来てみてはどうでしょうか。

ハビエル・ガラルダ, S.J.

ガラルダ神父の信仰シリーズ 第 2 回
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Ask，and you will receive；
seek，and you will find；
knock，and the door will be opened to you：

Matthew 7-7

求めなさい。そうすれば、与えられる。
探しなさい。そうすれば、見つかる。
門をたたきなさい。そうすれば、開かれる。

マタイ7章７

主聖堂

書 籍 紹 介

『マザー・テレサ 愛と祈りのことば』
（ホセ・ルイス・ゴンザレス・バラド編／渡辺和子訳：PHP文庫）476円

「今や、皆が忙しそうにしてい

ます。他の人に与える時間がな

いみたいです。親は子に、子は

親に。そして夫婦同士。世界の

平和は、まず家庭の平和から始

まります。」

「愛は、この世でもっとも偉大

な贈り物なのです。」

「親切にしすぎて間違いを犯す

ことの方が、親切と無関係に奇

跡を行うことより、好きです。」

その生涯を、神への信仰と貧者の救済に捧げたマザー・

テレサ。神との深い一致を実践する中で語られた言葉に込

められた愛の真理とは? 本当に心豊かに生きるための糧

となる素敵なことばの集まりです。

幸せにくらしたい、というのは誰しもが心から願ってい

ることだと思います。このためにも一人一人が「喜びを

もって生活すること」は必要なのだと読後に感じさせられ

ます。これこそがゆとりを持つことにつながるような気が

します。

渡部正之

かし一向に売れる気配がありません。メーカーの担当者

は現地の顧客に対して聞きました。なぜ値段も質も一番

良いはずのこの商品を買わないのか、と。すると顧客は

こう答えたそうです。「ラベルに太陽の絵が描かれてい

るからだ。」この絵はメーカーのロゴだったのですが、

その地域では太陽は死の象徴だったのだそうです。

こんな例もあります。ある国の人たちは就職していて

も、いつも二つか三つの職業紹介所に次の仕事を申し込

んでいるのだそうです。少しでも給与が高く、楽な仕事

があると、すぐに職業を変えようと狙っている。これが

習慣となり、転職回数が多ければ多いほどその労働者に

箔が付く。一つの会社から動かない人間はよほどその会

社にとって重要であるか、全くうだつがあがらない存在

であるかのどちらかと見なされてしまうのだそうです。

国、文化、宗教、教育、家庭、年代、性別など価値観

には様々な背景が見え隠れしています。次号の特集では、

価値観について取り上げます。価値観にまつわる夫婦や

家族のエピソードやご意見などありましたら、 編

集局までメールまたはFAX等で投稿をお願いします。

送り先は 通信の下欄をご覧ください。

ある日本の食品メーカーが海外で

商品を販売することにしました。そ

のメーカーはその地区で売られてい

る同種の商品と比べて値段も質も

勝っていると自負していました。し
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編集局では、一方通行のコミュニケーションにならないように心がけ、読者の声を特集の企画や誌面作りに活かしています。
今後もアンケートへのご協力をよろしくお願いします。スタッフ一同、楽しみにしております。

第11回

通　　信

７月初め、友人に誘われ

てあきる野に蛍を見に行っ

た。点滅する小さな光が川

面から一気に舞い上がり、

静かに、そして予想を超えたスピードで闇夜を旋回急降下した。

次の瞬間、小さなペンライトを点滅させてメス蛍を擬装していた

友人の手のひらに舞い降りた。一瞬の出来事にあっけにとられ、

大人も子供も息をのみ、静寂な暗闇にできるだけ遠慮しながら、

小さな歓声があがった。実に幻想的なシーンだった。

中央高速八王子ICから滝山街道で北西に10Km走り、合流した

五日市街道をさらに西へと５Kmほど走るとJR五日市線の終着駅

の武蔵五日市。そこから先は秋川渓谷に沿った道となる。あきる野

は本当に東京なのかと疑いたくなるほど、自然豊かな田舎である。

週末のみ開くという蕎麦屋に18時に集合した。日没は19時で

まだ明るい。庭の軒下に一枚板で作られたテーブルに、手打ちの

蕎麦と山菜料理が並ぶ。「運

転する人はノンアルコール

ビールね！」と、大人５人、

子供４人で乾杯。そばでお

なかも膨らみはじめた頃、

ヒグラシの声を合図に暗闇

と清涼な空気があたりを覆

い始めた。ほどなく「光っ

た！」という子どもの第一声があがった。

ふわっとしたやわらかな、まばゆいグリーンの光が木の葉や川

面で点滅を始めた。メスは枝や草にとまって発光し、オスは発光

しながらメスを探して空中を舞う。清流のせせらぎ、漆黒のスク

リーンに光の穴をあける蛍の舞い。大自然のシアターで、生ある

ものの営み、生命の神秘を身近に感じた。時間の流れもゆるやか

だった。

1995年ネブレダ神父結婚セミナー修了　玉木健太郎

蛍の舞蛍の舞

5月16日（日）に第11回結婚感謝ミサが聖イグナチオ教

会主聖堂にて、懇親会がヨセフホールで行われました。当

日は朝からかなりの雨でしたが、毎年この日を心待ちにし

ているご家族が参加されました。

ミサ中、夫婦揃って誓いの言葉を唱えます。司祭の署名

が記された誓いの言葉（証書）に、夫婦それぞれの名前と

日付を記入できるようになっています。これを毎年集める

のを楽しみにして結婚感謝ミサに出席しているご夫婦もい

るそうです。１年間お互いへの感謝と誓いを新たにするい

い機会です。

結婚感謝ミサでの司会は「先唱」と呼び、この役は実際に

結婚クラスを

修了し、挙式

をされた方々

の中から選ば

れた方が毎年

務められてい

ます。

結婚感謝ミ

サは５ヶ月間

の結婚クラス修了者のため、毎年春に行われています。結

婚セミナー修了者の方々も一緒に祝福を受けることができ

ます。来年は是非足を運んでみてはいかがでしょうか？

1999年加藤神父結婚セミナー修了　渡部正之

結 婚 感 謝 ミ サ結 婚 感 謝 ミ サ
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編集参加者（50音順）

の編集メンバーとして加わり、ようやく２回目の発行にこぎつけました。

ということは１サイクル＝１年が過ぎたことを意味します。１回目の頃は何も

わからず、ただ押し黙っていたのがうそのように最近は盛り上がりをみせてい

ます。編集会議でも、ときには結婚セミナーの延長のようになったり、あるい

はガラルダ神父様の信仰入門講座のようになったり。勉強にもなり、刺激にも

なります。確かに皆仕事をしながらの編集作業ですが、喜びと「ゆとり」を持

ってこれからも楽しみながら１号１号携わっていきたいと思います！

渡部正之

編 集 後 記




