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「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：２００５年１１月６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：２００５年１１月２０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

円熟に向かって
主任司祭 松 本 紘 一

司祭からの

メッセージ
司祭からの

メッセージ
2004年の2月にネブレダ神父が司式をされるは
ずであったカップルの結婚式をたまたま引き受け
ることになりました。2カップルのヘルパーのご
指導によってよく準備され、ふたりは予定通りめ
でたく式をあげることができました。ヘルパーだ
けでなく、セミナーに参加していた仲間たちがお
互いに祝福し合い、助け合っている様子は他の教
会には見られない素晴らしい光景でした。順天堂
大学病院にネブレダ神父を見舞うと、いつも話は
結婚セミナーのことでした。その折に改めてネブ
レダ神父の熱心さを知りました。ネブレダ神父は
天国でも熱弁をふるって結婚セミナーをしておら
れるかも知れません。
ある老夫婦に結婚前のプロポーズについて聞い
てみました。老夫婦は若かりし頃の会話を懐かし
むかのようにプロポーズの言葉について語ってく
ださいました。「一緒に十字架を背負ってくれな
いか」。若者の言葉に娘はうなずいてついて行く
決心をしました。子どもが多く、苦労もあったよ
うですが、とても幸せな結婚生活に思えます。年
老いたふたりは1年を置かずに共に旅立って行か

れました。まさに偕老同穴です。遠藤周作の『深
い河』という小説の中で、老人がガンジス河の川
面を見つめながら亡き妻に「大きなものの存在」
について語る場面があります。この小説は3本の
小さな川が大きな生命の河に合流する話で、「も
ういいや、大きなものに任せてしまいたい」とい
う気持ちになっていく作者の心境が描かれていま
す。初老になって妻と死別した夫が、
自分の人生を振り返り、妻に語りか
ける姿が美しく描かれています。聖
イグナチオ教会で結婚セミナ
ーを受けられた方々は「神
が合わせてくださった」
という話を聞かれたと思
います。神が合わせてく
ださったのであれば、必
ずやいつか円熟の恵みを
も与えてくださるはずで
す。結婚生活を通して人間
として円熟した喜びを発見さ
れるよう祈っています。

特　集

信じる

オルフェウスはリラ（たて琴）の名手で、ギリシャで一番美しいと言われた
泉の精エウリュディケと結婚しました。しかし間もなく彼女は毒蛇に噛まれ死
んでしまいました。嘆き悲しんだオルフェウスは死の国へ彼女を迎えに行きま
した。彼の奏でるリラの音色は死の国の王ハデスの心を動かし、地上に着くま
での間、決して後ろを振り返らないという条件で妻を連れ戻すことを許されま
した。ところが地下の道は暗く長く、妻の足音も聞こえず、オルフェウスは次
第に心配になり、あと少しで地上というところで後ろを振り返ってしまいまし
た。たちまち妻は、死の国へ引き戻されました。悲しんだオルフェウスは、川
に身を投げて死んでしまいました。大神ゼウスはオルフェウスのリラを拾い天
に上げて星座（こと座）としました。
このギリシャ神話は、「信じる」ことの大切さと、「信じる」ことの困難さを
物語っています。信じるとは、知り得ないという無知を前提として、私たちに
とって重要な価値をもっているものを対象としています。オルフェウスは、王
のことばを疑って、本来無知のままでいなければならなかった「エウリュディケ
がついてくること」を信じることができませんでした。
私たちは何かを信じて生きているのだと思います。 読者の皆様と「信じ
る」について考えを深められたら幸いです。



私たち夫婦が日々間違いなく信じているもの、それは２歳になる娘の未来。ピアノを弾いたり、自転車に
乗ったり、ランドセルを背負う未来が来るだろうことを何の疑いもなく信じている。しかし、このご時世不
慮の事故や病気などで娘の未来は必ずしも約束されたものではないのだ。それなのに私たちは彼女の未来を
信じている。
それは何故か？「信じる」という行為がそもそも「未来」を前提とした将来に向かう行為だからだ。人は

（有形無形を問わず）相手を「信じる」ことで相手との新しい関係を形成できる。目の前に広がる大地が自分
を受け止めてくれると「信じる」からこそ一歩を踏み出せるのであって、そこに落とし穴があるかもしれな

いなんて疑い出したら、前には進めない。もちろんやっ
ぱり落とし穴に落ちて痛い目に遭ったとしても、再び
「信じる」ことの出来る強さを持ち続けたい。「信じる」
ことは「生きていく力」になるからだ。
そして、この「生きていく力」の根本を支えてくれ
ているのが、神様への信仰であるように思う。昨年夏
に幼児洗礼を頂いて、神様の子どもになった娘を囲む
毎日の中で、どんなことがあっても守ってくださる、
良いようにしてくださるという神様への信頼は大きな
安心を与えてくれる。クリスマスやイースターのごミ
サで教会に出かけると、神父様が祝福してくださり
顔見知りの方たちが声をかけ、娘の頭をなでてくださる。
よくよく考えてみると、こんな風景こそが私たち家族
の「信じる」力を育んでくれているようである。

2000年５月ロボ神父結婚セミナー修了　吉田　敦司・幸恵ご夫妻

特　集

「信じる」ことは生きていく力･･･

「信じる」「信じられる」･･･
私たちにとって「信じる」とはどんなことかな？
信じるから結婚したよね。ありのままに自分を受け止めてくれる。
何があってもふたりで乗り越えられると信じている。
私はなぜあなたを信じるのだろうと考えたの。悩んでいる時に
帰宅が遅くても必ず話を聞いてくれたり、体調が悪い時には心
配してくれる。そういうあなただから、自分を大切に思ってく
れている。だから信じる、信じられるんだなと感じた。
信じているから、他の人には言えない弱音を吐けるし、けんか
もする。信じているからこそ自分の考えを解ってほしいと強く
思うのかな。お互いに歩み寄り必ず仲直りできると信じている
よね。
私たち夫婦は日々のコミュニケーション、お互いへの思いやり
が信じることをより深く強くしてくれていると思う。
信じるということは、自分が築き上げた宝物だと思う。信じる
信じられるのも貴重なこと、この先もふたりで大切にしていこう。

信じる

敦司

敦司

敦司

幸恵

幸恵

幸恵

1998年１月粟本神父結婚クラス修了　森本　正・亜希子ご夫妻



私たちは今年２月12日、ハビエル・ガラルダ神父様の司式で、マリア中聖堂にて結婚式を挙げました。準
備期間には、結婚講座を通してガラルダ神父様、粟本神父様、加藤一二三・紀代ご夫妻に大変お世話になり
ました。
私の母の誕生日でもあった挙式当日は、ちょうど真冬の寒さが厳しい頃にもかかわらず晴天に恵まれ、肌
寒さも感じないほどの青空が広がっていました。今でもその清々しさをよく覚えています。この日は私たち
が生涯を通して互いに「信じる」ことを誓った記念すべき日となりました。またガラルダ神父様のお話は参
列してくださった方々にもとても分かりやすく心に響くものであったようで、とても心に残る式になりました。
ガラルダ神父様をはじめ、教会の皆様には感謝の気持ちでいっぱ
いです。
こうして始まったふたりの新生活でしたが、結婚後ほどなくし
て彼は海外へ赴任することになりました。そして今後の生活も視
野に入れ、私は仕事上の理由から日本に残ることにふたりで決め

ました。電話やメールでのコ
ミュニケーション、往来の
生活は当分続きますが、相
手を「信じる」気持ち、そ
して大切に想う気持ちは変
わりません。日頃遠く離れ
ていても互いに信じ合い大
切なパートナーを時には独
立した一個人として尊重し
互いに信頼関係を高め合
い、さらに深められる時間
にしたいと思っています。

2004年10月ガラルダ神父結婚セミナー修了　北村　昌彦・恵奈ご夫妻

永遠の命を信じる･･･

離れていても･･･

昨年夏、私たち夫婦のこの世での別れが突然やってきた。誰よりも
強靭な彼が、こんな思わぬ事故で逝ってしまうなんてとても信じられ
なかった。亡くなる10日前、家族３人でハワイに行き、なんと幸せな
ことだろう、こんな幸せがいつまでも続きますようにと祈ったばかり
だったのに。連絡が取れなくなった17日間、子どもとふたりで主人の
帰るのをひたすら信じていた。「絶対帰ってくる。大丈夫！」「おとう
しゃんが帰ってきたら約束の餃子を作ろうね」「おとうしゃんが帰って
きたら水泳を教えてもらおう！」しかし子どもが対面したのは、お骨
になってしまったおとうしゃんだった。あんなに子煩悩で優しかった
主人が、こんなにも早く子どもをおいて逝ってしまうなんて。まさか
の出来事だった。行方がわからない間も粟本神父様が常に支えてくだ
さった。「大丈夫。絶対帰ってくる。心配しないで」と。
残念ながら変わり果てた姿ではあったけれど、主人は私たちの元に
帰って来てくれた。教会での葬儀ミサ、納骨ミサ、そして亡くなった
奥多摩でも追悼ミサをたてていただき、主人の魂を天国へと送り出し
ていただいた。納骨ミサで、神父様が仰ってくださった「誠くんはきっ
とあの人なつっこい笑顔で、私たちが行くのを、天国の入口で迎えて

くれることでしょう」という言葉を信じ、また天国で再会できる時まで子どもとふたりでしっかり生きてい
かなければと思う。思いもよらぬ突然の別れを経験し、私はつくづく洗礼を受けていてよかった、永遠の命
を信じることができてよかった。
今の私にとっては「信じる」ことが生きる支えとなっている。

1989年11月粟本神父結婚セミナー修了　藤澤　とみ子

特集信じる



私は41歳、夫は46歳と、いささか（かなり？）高齢ですが、この６月３日に男
の子を授かりました。すでに娘が11歳、息子が８歳なので、随分と齢の離れた弟
の誕生となります。もともと子どもが３人いたらなという憧れは抱いていたので
すが、ふたりでもう手一杯だし、長いことコウノトリも訪れないし、もうこの齢
では無理だろうと思っていました。それで子どもたちにせがまれ、すでに犬や亀
や金魚もいるのに、たまたま道で鳴いていた哀れな子猫まで拾って来て飼い始め
ていたところでした。ところが、ちょうど洗礼の決意をして入門式をして頂いた

数ヶ月後、小さな命が宿っていることがわかり、私はもちろん家族はびっくりです。クリスマスには、おな
かの子と共に洗礼を受けることができ、とても幸せな気持ちでした。
でも一方で、これからまた一から子育てをしていくことへの不安（この子が二十歳

は た ち

の時パパは定年過ぎ？）
もありました。高齢出産のため、万一障害のある
子どもが生まれたとしても受け入れる勇気と力を
与えて下さいと祈っておりました。そして夫も立ち
会い、無事元気な赤ちゃんの産声を聞いた瞬間は感
動のあまり思わず「ありがとうございます、ありが
とうございます」と繰り返し口にしていました。お
医者さんや助産師さんにはもちろん、あらゆるも
のに対して感謝の気持ちでいっぱいでした。
それから1ヶ月以上経った今、久しぶりの赤ちゃ
んを囲んで、家族はとても賑やかで幸せに包まれ
ています。いささか世俗的なお話でお恥ずかしい
気もしますが、これからも神様を深く信じて生き
ていきたいと思います。

1992年３月粟本神父結婚セミナー修了　平尾　潔・暁子ご夫妻

1988年11月ガラルダ神父結婚セミナー修了　井澤　公博・弘子ご夫妻

コウノトリの訪れ･･･

｢信じる」という言葉は普段何気なく使っているけれど、実はとても
意味の狭い言葉なのではないかと思います。例えば「明日もみんなが元
気でいると信じている」という時は、何の根拠もなく、ただ漠然と「思
っている」のでしょう。野球の監督がバッターボックスに向かう選手に
「信じているからな」というのは、ヒットを打ってくれと「願っている」
のでしょう。「地球が太陽の周りを回っていると信じている」というのは
ガリレオの時代ならともかく、現代では「知っている」というべきです。
「信じる」という言葉は、科学的には証明できないことを、単なる「思い」
や「願い」を越えて、強く確信することをいうのだろうと思います。
では、私たち夫婦は何を信じているだろうと、ふたりで話し合いまし
た。「神様がいると信じている？」この答えは、ふたりともYesでした。
妻・暁子は今まで強く願っていたことがかなえられた時には天のお恵み
を感じ、逆にかなわなかった時には、人智を越えた大きな力の働きを感
じています。夫・潔は若干謙虚さが足りないのか、願いがかなった時に
感謝するということはあまりないようです。人生の節目を振り返った時
に神様のお導きというものを強く感じざるを得ません。

次に「神様はその人が耐えられるだけの試練しか与えないと信じているか」という話をしました。これに対
し、潔は年間の自殺者が３万人を越えるような中ではとてもそのようには思えない。ただ、生きがいを失うほ
どの大きな絶望から立ち直った時、人はもっと大きな視野や宇宙観を得られると話しました。暁子は、そのよ
うな窮地に陥ることはできるだけ避けたいと言いながらも、その時にこれは神様が与えてくださった試練だと
信念を持つことが出来る人は、どんな時でも強く生きられるでしょうと話しました。いかなる試練も神様の贈
り物だと考えることができる強さは、身につけようと思って身につけられるものではないかも知れません。も
し、そのような試練に出逢った時には、ふたりで手をつなぎながらもう一度考えてみたいと思います。

どんな時でも･･･



イエスを信じる人はたいてい、いろいろな疑問
を抱きながらも、信じたいから信じるのです。そ
れは、イエスが「私を信じたい人は幸いである」
と言われたからです。
ところが、「信じたいから信じる」という信仰
は、勝手な思い込みに過ぎないのでしょうか。た
くさんの人が言うように、信仰は錯覚でしょうか。
よりどころと永遠性を求める弱い人間は、その錯
覚を信じ込んでいるのでしょうか。
確かに、「信じたい」「信じ込む」との違いは微
妙です。それにしても、次のフィクションは、
「信じたい」という微妙な意味を表すと思います。
ある週刊誌が、有名な人が会社の大金を奪い取っ
たというスキャンダルをばらしたとします。証拠
もあり目撃者もいると。娘が父親に早速、「これ
は本当ですか」と聞きますが、彼は「違う。証拠
と目撃者の存在もでっち上げだ。今はその説明が
できないけど、いつかする。お父さんを信じてく
れ」と答えます。その願いを聞いた娘は、父親を
信じたければ信じる、信じたくなければ信じない
でしょう。そのいずれか一つを選ぶには、自ずと
二つの要素を基準にすると思います。
一番目の要素は、父親の生き方です。もし父親が、
さほど収入がないはずなのに優雅な生活を送って
いるばかりでなく、ひんぱんに嘘をつくような人
なら、娘はおそらく週刊誌を選ぶでしょう。もし

「疑問を抱きながらも信じる」 父親が質素で正直な人なら、娘はたぶん彼を信じ
るでしょう。
二番目の要素は、娘が父親を好きであるかどう
かということです。もし彼女が普段「母はよくも
この人と結婚したね」といういやな驚きを感じて
親孝行を無理にし続けてきたならば、週刊誌を選
ぶに違いありません。
さて、この意味で私はイエスを信じるわけです。
イエスの生き方が実に美しいと思います。悩んで
いる人を救うために生きる人です。利益や出世を
求めない人です。誠実で、弱い人を守るためにも
また当時の宗教を初心に戻すためにも、権力を握っ
ていた強い指導者たちと真正面にぶつかった人です。
それにもかかわらず、死ぬ直前に、自分の苦しみ
と敗北をあざ笑っていたその人たちを憎まなかっ
たどころか、彼らを許して下さるように御父に祈
りました。痛みを感じるまで、死ぬまで愛した人
です。
イエスの生き方は本物です。イエスの魅力も本
物です。だから私はイエスが大好きです。
だから私が、イエスの教えに対して多少疑問を
抱いているにしても、イエスを
信じたいからイエスを信じる
わけです。

ガラルダ神父の信仰シリーズ 第 4 回

結婚当初の信頼関係は、手さぐり的でお互いやや
気を使っていた関係だったと思います。そこから
徐々に年を重ねていくことによってお互いの理解度
が増すにつれ、信頼が次第に安心感へと変化を遂げ
たのだと思います。でも、安心感って不信感の一歩
手前なのかなって、実は思うようなことが最近しば
しばあるなぁと考えました。結婚して10年になると
周りの環境がかなり変化してきます。たとえば、子
どもが産まれたり、夫の方でいえば会社が変わった
り、30代も半ばに近づくとそれなりに責任あるポジ
ションでビジネスを行わなければいけなかったりして。

時には家族のことを信頼関係や安心感の名の下に、おろそかに対応してしまっている傾向があると気づ
きました。
「信頼している」という言葉は相手の立場からみると、家族のことを軽んじた甘えの表現ともとらえ
られかねないということに気づかないといけないと思いました。確かにお互いの関係で甘えは必要だと
思いますが、相手に敬意のない信頼関係はそのまま不信感につながっていくのだなぁとふたりで改めて
話した時に痛感しました。
「初心忘るべからず」で相手に敬意を払いつつ、思い込みや勘違いを注意して今後も歩んで行くこと
が重要と考えさせられました。でも、10年後に同じことを言っているかもしれませんね。

1995年３月ネブレダ神父結婚セミナー修了　芦谷　広太郎・多喜子ご夫妻

初心忘るべからず･･･

特集信じる

ハビエル・ガラルダS.J.





結婚から７年経ちました。今も時々、四ッ谷駅

を利用しますが、ホームから聖イグナチオ教会が

見えると懐かしく、心穏やかになるのは不思議な

ものです。 15号でカンガス神父様が寄稿され

たように「セミナーの本当の親であるヘルパーた

ちに感謝、感謝」を夫婦共に強く共感しています。

当時私たちを暖かく迎えてくださったのは、表情

豊かで、情熱的に早口でお話になる故ネブレダ神

父様と、朗らかで笑顔が絶えないご主人、落ち着

いて穏やかな奥様の名コンビの田嶋ご夫妻でした。

ご夫妻からは、サラリーマン世帯の実経験に根ざ

したアドバイスから、長い年月を連れ添って生活するとはどういうことなのかを理解するヒントまで

様々なものをいただきました。最近も「たまには料理を手伝ってよ」という妻の一言から「そういえ

ば. . .」と話題になったのは、「実は料理教室に通ってるんです。やってみると楽しいもんですよ。これか

らは、男子厨房に入らず、じゃダメかもしれませんね」というご主人のお言葉。いただいたアドバイス

やヒントは、私たちの結婚生活を支えてくれる柱の一つだったんだなと改めて実感しました。

21年前、結婚セミナーに出席する為に教会を訪

れた私たちを優しく安心できる雰囲気で迎えて下

さったのが、ヘルパーの岩垂さんご夫妻でした。

ご主人に敬語で穏やかに話される奥様。でも、5ヵ

月間お世話になるうちに、ちょっとそそっかしい

（？）ところも見え隠れして、それがまた私たちに

は親しみがわき嬉しかったのを覚えています。そ

して、お料理上手な奥様をとても大切にしていらっ

しゃる素敵なご主人。ご夫妻はあっという間に私

たちの目標になりました。

当時はまだ、小学生のお子さんも含めて３人の

子育てに追われていらっしゃった時期。そのお忙

しい日々の中で、ご家族の中だけでなく私たちに

も幸せを分けてくださった事に今、改めて感謝の

気持ちでいっぱいです。いつも高ぶることなく、

黙々と行動を起こされるご夫妻を、これからもずっ

と追いかけていきたいです。

ヘルパー
紹介

岩垂和彦・愛子ご夫妻

田嶋定雄・カヨ子ご夫妻

1998年６月ネブレダ神父結婚セミナー修了　村田　明・明子ご夫妻

1983年12月ボネット神父結婚セミナー修了　林 俊彦・里恵ご夫妻
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