
結婚クラス／セミナー修了者におくる情報誌

結婚を間近に控える友人に「独りの時間」について話をした
ところ、「24 時間 365 日二人で一緒に居たいと思っているのに
何て不謹慎な話だ！」と冗談混じりに怒られてしまいました。
しかし、現実には結婚すると「独りの時間」が結婚前に比べ
て少なくなったことに気がつき、独りの時間や空間を確保しよ
うと工夫していることがわかりました。また、「独りの時間」に
はそれぞれ意味のある貴重な時間であることもわかりました。
あなたは今、「独りの時間」がありますか？

特集

独りの時間

司祭からの
メッセージ ロバート・ディーターズ

22号
2007年・春号

「もはや二人ではなく一体（　　  ）である」　マタイ19 • 6

■幼児洗礼式
日 時：2007年 5 月26 日（土）14:00
場 所：聖イグナチオ教会　主聖堂
問合先：教会事務所 TEL 03（3263）4584
         事前に申し込みが必要です
■教会バザー
日 時：2007年 6 月 3 日（日）10:00 ～14 :00
場 所：聖イグナチオ教会　
掘り出し物が多く毎年大盛況です　早めに来てください
ご意見・ご感想は　one@ignat ius .g r . jp

父と母のデート

（注）カトリック教会の運動の 1つで、家庭や社会において様々な関わりの基礎となっている夫婦の関わりを、
　　 夫婦たちが大切にして生きることを目的としています。このために、2泊 3日の夫婦の体験的プログラム
　　 が提供されています。

81歳となった僕は、子供の頃の想い出は薄くぼやけ
ていますが、むしろくっきりと浮かんでくるのもありま
す。幼稚園と小学校時代を通して、家で毎月の出来事
は、父と母のデートでした。母は、僕と妹と弟に、「明
日、お父さんが仕事から帰ったら、お母さんと二人で出
かけます。マティー叔母さん（母の未婚の妹）が食事を
出し、面倒みてくれるから、言うことをよく聞いてちょ
うだい」と言います。次の日、午後のうちに、母は私達
の夕食の支度をしておき、マティー叔母さんを迎え、お
しゃれなドレスを着て、お化粧をして父の帰りを待って
いました。父が帰るとすぐ二人が車に乗って「行ってき
ます。マティー叔母さんの言うことをよく聞いてね」と
手を振って出かけました。
好きなマティー叔母さんに食事を出してもらい、一

緒に皿洗いをしてから、叔母さんの周りに集まっておと
ぎ話を朗読してもらいました（テレビがまだなかった時
代でした）。それから普通と違って、寝る前にケーキと
ココアをいただきました。僕達が眠りの国へ行ってし
まってから父と母が静かに帰ってきました。
次の日に、昼食の時（学校は近いから昼食のため帰

宅していた）母は、前の晩の映画のストーリーを話して

くれました。何回もその前の晩の映画のストーリーを聞
いているうちに母がロマンチックなものが好きで、父が
チャップリンのような笑わせるものが好きだったことに
気がつきました。観る映画を交代に選んだようでした。
僕が年をとると共にその想い出が大きくなり、暖かく

輝いてきました。子供の僕は、言葉で表現が上手くでき
ませんでしたが、父と母がとても仲良くしていることを
誇りに思っていたし、一種の安堵感を覚えていました。
いつも子供を中心にしていなければ、子供が愛情不足に
なるのではなく、愛し合っている父と母の姿を見ること
のできる子供は幸いだと思います。
その経験もあって、ワールドワイド・マリッジ・エン

カウンター（ＷＷＭＥ）（注）のプログラムに協力していま
す。
http://members.at.infoseek.co.jp/wwme

をご参考にして下さい。



妻は時々、船橋の実家に帰る。2歳 3 ヶ月の一人息子を連れて、月に 2、3 度実家に帰る。決して夫婦仲が悪いわ
けではない。私が資格試験の勉強に専念できるように配慮してくれてのことである。独りになると確かに集中できる。
予定通り進む。私にとって独りの時間は、密度の濃い貴重な時間である。
しかし、妻が大量に作り置きしてくれたカレーが少なくなるにつれ、寂しさが募ってきたりもする。ふと顔を上げ

ると、写真の二人が笑っている。「この頃、昇平は話すことも歩くこともできなかったのに、今や『パパー、パパー』
と駆けて来たり、妻の真似をして、代父母から頂いたマリア像に向かって
殊勝にもお祈りをする。成長したなあ」なんて感慨に耽り、自分も誰かに
感謝したくなる。そして、暫しページの進みが遅くなる。
だから、2、3 日して二人が帰って来ると、とっても嬉しくて、いつも

より高く息子を抱き上げたり、妻には紅茶を入れちゃったりもする。
私は時々、夜中に目が覚める。週に 2、3 度、夜中に目が覚める。決し

て不眠症ではない。勉強の続きをしたり、新聞を読んだりするためである。
隣では妻がすやすや寝ている。その隣では息子が転がっている。妻のはみ
出た背中や足に布団をかけ直してやりながら、「結構良い夫だったりして」
なんて独りニヤニヤすることもある。こんな独りじゃないけど独りの時間
は、私にとってありふれた日常に喜びを感じる時間である。

妻の独りの時間･･･

2002年2月 ネブレダ神父結婚セミナー修了 坪山尚史・由起子ご夫妻

特集独りの時間

特集

独りの
時間

「ママ、いないよー」と、常に私を探す 2歳の子供と生活する私にとって
独りになれるのは、夜、子供が眠ってから夫が帰宅する迄の間、あるいは、
たまに夫が「独りでゆっくりしたら？」と気を遣って子供をみてくれる数時
間である。独りになってもあれこれ家事をしたり、外出先でも夫や子供のこ
とが気になって、「おみやげにケーキでも買っていこうかな？」等と考えて
しまい、結局落ち着かない時間を過ごしてしまいがちである。夫には「せっ
かく独りになれたのだから、映画を観たり、好きな本でも読んでいればいい
のに」と言われるが、そんなもったいない時間の使い方がなかなかできない。
ある時、たまたま聖書を開けてはっとした。

「マルタ、マルタあなたは多くのことに思い悩み心を乱している。しかし必要なことはただ一つだけである」（ルカ10・41－42）

これは今の私へのメッセージのように思えた。数年前、なかなか日曜日のミサに行けなくて悩んでいた私にネブレ
ダ神父様が「独りになった時に聖書を読んだり、庭で祈ったりすることはできるでしょう。そこに神様はいらして下
さるからね」と優しくアドバイスして下さった。独りになった時は、様々な人と繋がっている自分のあり方を軌道修正
するために、神様と一緒にいられる貴重な時間なのである。今は天国にいらっしゃる懐かしい神父様を思い出しながら、
独りの時間をもっと大切に使おうと思っている。

夫の独りの時間･･･
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　現在、ベンチャーの会社の代表をしているので朝から晩まで忙しく働
いています。平均帰宅時間は 12:00 前後（もちろん深夜の）。従って、平
日は家族の時間も独りの時間もほとんどない生活を送っています。3歳と
7歳の子供がいるので週末は、子供と遊んだり、家族で出かけたりしてい
ます。
　唯一独りの時間が持てるのは、週末の晩に、近くの銭湯（スパ）に行
く時です。最近は、都内にもスパが続々できているので、近所のスパ（車
で 20 分くらい）に行って、１週間の疲れをとると共に、今までの振り返りをしたり漠然と今後のことを考えたりし
ています。1年に 1～ 2回、妻が子供たちを連れて 1週間くらい福岡に帰郷することがあり、その際にも独りになり
ます。最初の数日は、のびのびと普段やれなかったことをやったりしていますが、その内に寂しくなってきて早く戻っ
てこないかな？と思ったりしますね。独りの時間はナイモノネダリが丁度いいのかもしれません。

育児に奮闘する日々だった私にとって「独りの時間」は憧れでした。そんな私も、何年前からか「独りの時間」が
持てるようになりました。それは、早朝、家族より 1時間の早起きです。もともと早起きは苦手ですが、ひとりにな
りたい気持ちが私を早起きにさせてくれました。何をしているのかといえば、まだ寝惚けた状態のまま、トースト
とコーヒーの朝食をとりぼーっとするのです。このぼーっとするのが何とも心地よいのです。うっかり寝坊をしてし
まうと、その日は慌ただしく落ち着かなくなってしまうため、無理をしてでも早起きをして自分のリズムを整えるの
です。二人の娘はもう 10 歳と 7歳。早朝でなくても独りの時間はありますが、これから先も、私の早起きは続いて
いきそうです。

1994年4月　アルカラ神父結婚セミナー修了　古賀　満・菜保子ご夫妻

特集独りの時間

妻の独りの時間･･･

夫の独りの時間･･･
子供のころ、父や母が働く畑で大の字になり太陽と地面の暖かさを感じ

ながら青い空を眺めぼーっとするのが好きだった。
つい数ヶ月前まで出張や単身赴任が多く、独りの時間には事欠かない生

活が長かった。だから今は、妻と子供の寝顔を見ながら眠りにつくまでの
ひと時が私にとって最高の独りの時間であり、明日への活力が沸いてくる
時でもある。特に天日干しされた布団に包まっていると、何か大きなもの
を与えてもらっているように感じる。子供の時のように。

結婚して 10 年、二人の子供にも恵まれ、あっという間の 10 年間でした。まだ 7歳と 3歳と小さいので、独りの時
間というのはあまりありません。でも毎日の育児の中で独りになりたいなあ、と願ったことは何度もあります。一人
で買い物に行けたらすぐ終わるのに、一人でゆっくりお風呂に入りたいなあなど、育児中の母親なら、一度はそう思っ
たことがあるのではないでしょうか？
　でもきっと本当に一人で出かけられるようになったら、子供たちの手を引き、ベビーカーを押して歩いた頃が懐か
しくなるのだろうな…と。春になれば下の娘も幼稚園へ行くことになり、何年かぶりの独りの時間が訪れます。うれ
しいような寂しいような気持ちで春が来るのを待っています。

妻の独りの時間･･･

1995年10月　粟本神父結婚クラス修了　福羽泰紀・りさご夫妻

夫の独りの時間･･･
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何となく独りでぼーっとしたい時や考え事をしたい時に好きな場所はお風呂でした。結婚セミナーの宿題もよくお
風呂で考えたものです。しかし 2歳の娘がいる今、ゆっくりお風呂に入るどころか、独りでいられる時間は数えてみ
ると 1日 2時間足らず。夜ひとりで寝られない娘は、私が寝るまで何度も起きて泣くため、夜もあまりゆっくり出来
る時はありません。しかも独りの時間は自分の時間かというとそうではなく、片付けなければならない家事や雑多な
事に追われており、自分の為に使える時間はごくわずかです。そんな中で貴重な自分の時間を最近はどうやって過ご
しているかなと思い返してみると、お茶を飲んだり、とりとめもない考え事をしたりという具合にゆるゆるしている
ことがかなり多いようです。本当は読書や趣味の時間に費やしたりしたいのですが、何をする訳でもなく力を抜いた
このひと時があって、やっと次にあれもしたい、これもしたいといった気持ちが起こってきます。気持ちのバランス
をとるために、この時間は私にとって大切な時間なのだろうなと思います。
夫婦の時間も家族での時間ももちろん大切にしていきたいですが、子供の成長に伴って増えるであろう独りの時間

に何をするかを考えるのも、ゆるゆるした時間の中で考える今の私の楽しみの一つです。

妻の独りの時間･･･

夫の独りの時間･･･
結婚 11 年目、妻と 2歳の娘と 3人で暮らしています。子供中心の生活

になってきているため、自由にできる時間を確保するためには、娘が眠っ
ていることが大きなポイントです。そのため、独りの時間をつくりたい
ときは早起きをするようにしています。その時の楽しみがサイクリングで
す。昨年、スポーツタイプの自転車を手に入れたのをきっかけに始めまし
た。今は時期的に日の出が遅いので休んでいますが、家族が眠っていると
ころをそっと抜け出し、さっと着替えて、外に飛び出すのです。早朝は人
も車も少なく、自分のペースでスピードを加減しながら走ることができま
す。ゆっくりと景色を眺めてみたり、スピードを上げて無心にペダルを漕
いでみたり、近所を走る程度でもちょっとした小さな発見があり、近距離、短時間でも楽しむことができます。この
ひと走りが日常生活をリフレッシュさせてくれます。時間がないと言ってしまいがちですが、長さよりも密度ある時
間を過ごした時、充実感を味わえているようです。日の出が早くなったら再開します。

子供の眠っている束の間が今の私の「独りの時間」です。夜、独りでぼ
んやりしていると、その日の自分の言動や家族とのやりとりが自然と思い
出されてきます。相手と面と向かっている時、つい感情的になって発して
しまった自分の言葉に反省したり、さりげない夫のひとことに感謝の気持
ちが湧いてきたり、やんちゃ盛りの娘のいたずらに苦笑いしつつもその成
長を嬉しく感じたり・・・
独りの時間を通じて、家族の絆が深まることを感じています。

妻の独りの時間･･･

夫の独りの時間･･･
昨年 5月に子供を授かり、家庭に仕事にと忙しい毎日。それでも、ふと

した瞬間に、ちょっとした「独りの時間」が訪れます。その時私は何故か
子供の頃のことをよく思い出します。よくかわいがってくれた親戚のこと。
中学生の頃に期待をかけてくださった音楽の先生のこと。そして、何よ
り、優しく励ましてくれた両親の言葉や笑顔のことを…忙しさにかまけ
ていた時には見失っていた美しい心の記憶。そうしたことを思い出すにつ
れ、「もっともっと優しい人間にならなければ！」と心底思う。「独りの時間」
に独りではないことを発見しているのです。

1996年2月　ボネット神父結婚セミナー修了　青木祐成・直美ご夫妻

特集独りの時間

2003年2月　ガラルダ神父結婚セミナー修了　鈴木俊博・真理子ご夫妻

同窓会で修了生と一緒に
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特集独りの時間

私は現在、4月から幼稚園へ通う 3歳の長男と生後 9ヵ月になる次男の 2児の母親です。前号の one のアンケート
で次号の特集テーマが「独りの時間」ということを読み、「そういえば最近独りの時間って過ごしてないなぁ」とふ
と思いました。多少有るとすれば、2人の息子を寝かしつけ、主人も残業で帰宅が遅い日の 1，2時間が今の私にとって
「独りの時間」かもしれません。子育て真っ最中のなかで、「もっと独りの時間が欲しい！」と考えることも時折あり
ます。もう少しすれば息子たちも私と手をつながなくても道路を歩けるようになるでしょう。もっと成長すれば私と
一緒に歩いてもくれなくなるだろうと考えると、息子たちと過ごせるこの時間を、この子育て期間をもっと楽しまな
くてはもったいない！今は独りの時間はいらないと思いつつも、息子たちを寝かしつけ、ドアをそっと閉めた瞬間、「よ
し、寝た！」と小さくガッツポーズをしてしまう私がいます。その後何をするわけでもないのですが、自分の好きな
お茶をゆっくり一杯飲むと、身体が軽くなるような感覚で力が抜けて、「オアシス」と言ったら大げさですが、この
少しの時間が母親から一個人の私に戻れるような気がする、そんな時間です。今の私にとってこの「独りの時間」は脳
と身体が休まる、やはり「オアシス」かもしれません。

妻の独りの時間･･･

夫の独りの時間･･･
夫が妻からの質問に答えました

Q1　独りの時間がありますか？
あります。

Q2　それはどんな時間・場所ですか？
一人で散歩をする時間であったり、バイクや車での移動の時間や
一人で仕事をしている時です。 

Q3　あなたにとって「独りの時間」はどのような意味を持ちますか？
僕は一人でいる時間を好むので逆になるべく一人の時間にならな
いように心がけています。例えば住んでいる家でも自分の部屋
というものがないのですが、本を読むにしても、読んでいるとすぐに子供に邪魔をされて、一人になりたい
と思うことが多々ありますが、本当にその時間に一人になる必要があるかと言えばそうでもないことが多い
のでなるべく一人の時間にならないような環境にしてます。私にとっての「独りの時間」は物事を考えたり、
整理したい時に必要な時間なので、大切な時間の一つです。

1999年11月 ロボ神父結婚セミナー修了 小林正治・ゆきご夫妻

ホームレスの方々を支える活動
様々な理由によりホームレス生活を送っている方々を支援する活動に世の中の関心が集まっています。
私たちにも何かできないかを考えるきっかけに 3つの活動をご紹介します。

①ビッグイシュー　http://www.bigissue.jp/
　　その使命はホームレスの人たちの救済（チャリティ） ではなく彼らの仕事を創ることにあります。
　ホームレスの人しか売り手になれず、1冊 200 円で販売し 110 円が販売者の収入になる仕組みです。
　イギリスで成功し世界に広がり、日本では「ビッグイシュー日本版」が発行されています。

②四ツ谷おにぎり仲間　　　
　　2000年に聖イグナチオ教会に誕生しました。毎週土曜日のおにぎり作りとホームレスの方々の訪
　問、毎週月曜日の生活相談、随時の病院や施設、アパート訪問など、四ッ谷・日比谷公園・東京駅
　周辺のホームレスに幅広い支援活動が行われています。キリスト教信仰を問わずどなたでも参加で
　きます。

③東京ホームレス「歯みがきプロジェクト」　　http://www.tokyo-homeless.com/
　　活動の趣旨に賛同した人が歯ブラシを購入（歯科専用の歯ブラシ 2本セット：500 円）すると、そ
　の販売利益により、ホームレスの方々へ歯ブラシが配られます。代表者は、フリーアナウンサーの
　村上知奈美さん。取材活動を通じてホームレスの方には歯の状態が悪い人が多いことを知りこの活
　動が始められました。
　　村上さんからのメッセージは、「このプロジェクトに、ぜひあなたも参加してください！！そして
　毎朝 3分、歯を磨くその時間だけでも、思い浮かべてみてください。“ホームレスの人たちの存在”
　を…。一人ひとりの、ほんのちょっとが、社会を変える一歩につながる…。そう信じています。」
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結婚セミナーを受ける人は、「種」を授かっています。
「種」とは、自分にピンと来る言葉です。「これだ！」というインパクトを感じさせてくれる言葉です。
この種を蒔いて下さるのは、結局、愛である神です。しかし、神は直接に蒔くよりも、むしろ人を通して、友人を通して、

本や映画を通して、音楽、芸術、動物、自然の美しさ、結婚セミナーなどを通して、この種を人の心に蒔いて下さるのです。
問題は、その種を受け入れて、行いでもってその種を実らせるということです。「種まきのたとえ話」を語ったイエス・
キリストの考えでは、種を受け入れる四つの姿勢があげられます。

ある種は道端に落ちて、人に踏まれて、空の鳥についばまれてしまいました。道端とは、深みのない人の心です。お
金と評判に依存して生きる人の姿勢です。「独りの時間」を持たないで、充実した沈黙で深い自分と話さない人の生き方
です。ケータイなどで沢山の人と軽いコミュニケーションを持ちながらも、奥深い自分から離れつつある人のことです。
自分の人生を行いの列にすぎないものにする人です。次から次へと繰り返されるその行いの主体である自分自身を、次
第に失いつつある人のことです。意志と個性の弱いこのような軽い人は、自分の種を深く受け入れないので、「可愛い鳥」
がその種を速やかについばんでしまうわけです。

ある種は茨の間に落ちましたが、やがて茨も伸びて、それらを蓋いふさいでしまいました。要するに、忙しさや焦り
に追われて、生きる余裕のない人は、このような種を失うわけです。このタイプの人は、世間の価値観、マスコミ、ファッ
ションというような、外からの影響を受けすぎると同時にて、内からのエゴイズムと自惚れに縛られますので、結局、い
ただいた種を実らせることはできない人の姿勢です。考えてみれば、自己中心と冷たい自惚れは、種にも家族にも大変な
ダメージを加える諸悪の根源だと思います。

ある種は土の薄い岩地に落ちたが、日が昇ると焼けて根がなかったので枯れてしまいました。麦穂に根がなくて、深
い土からの水気が中に入らないので、焼かれたうえに枯れてしまうわけです。精神的な根を下ろすのは大切です。星の王
子様があの花に言われたように、人間はいつも走り回っています。可愛そうに、根がないから。ということは、忙しいか
ら走り回るよりも、落ち着きがないから、根がないから走り回るわけです。
それとは反対に、精神的な根を深い土まで下ろしている人は、深い土から水気を吸うので、外の苦しみという暑さに

焼かれても、中の潤いのお陰で、土から心の元気を引き出して、喜んで生きることができるのです。
そればかりか、愛と信頼感で苦しみに耐え忍ぶ人は、逆に根をますます深めるものです。実は、苦しみによって根が深ま

るというよりも、苦しみを受け入れる愛と信頼感によって私たちを救って下さったと言った方がいいと思います。
ところで、この比喩の根の「土」とは一体何でしょうか。それは、自分が本当に信じて、本当に求めることだと思います。

その自分なりの「信仰」を発見するためにも、その信仰を求め続けるためにも、結婚セミナーで自分が感じたキリストの
精神は、多いに役立つことだと思います。その精神を深めるために、皆さんの聖イグナチオ教会が、沢山の研究会を提供
しています。お気軽にどうぞ。
なお、この土は、家族のつながりの場にもなります。今回の「　　　」のテーマは「家族の絆」です。この「土」はまさしく、

家族の絆になるはずです。家族のメンバーが互いに見つめ合って生きるだけではなく、何かを見つめて一緒に進むことは、
深いつながりになると思います。憧れの的は違っていてもいいのですが、何かに憧れて一緒に進んでいれば、その何かが、
家族のしっかりした絆になると思います。

ある種は良い土地に落ちて、百倍の実を結びました。百倍の実を結ぶ
良い土地とは、セミナーなどでピンときた言葉を聴いて、それを実際に
行う人を意味する表現です。つまり、実践こそ、種を実らせるわけです。

今日、この感謝の集いを機会に初心に戻って、結婚セミナーで一緒に
受け入れた種を一緒に行うことを決心しましょう。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

結婚セミナーでいただいた種を実らせる
～第10回結婚感謝の集いでの司祭の話（マタイ　13･1- 9）～

ハビエル・ガラルダＳ．Ｊ．
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こんにちは。フローレス神父です。とても冷たい風が吹く札幌から暖かいご挨拶を申し上げます。
去年の 3月 31 日から札幌に“単身赴任”いたしております。目的は札幌の藤女子大学の学長。この一年間は“副

学長”として、いろいろと見習う年でした。今度の四月から学長になって、2011 年まで（鬼が笑うぞ…）頑張らな
ければね…
72 歳になった私にとって、これは全く新しい冒険です。ただ、自分が何とか冒険に慣れているじゃないかと思い

ます。54 年前イエズス会に入ったとき、何より宣教師としてインドに行きたかった私は、日本に送られました。
47 年間が経ちましたが、日本に来て良かったと思うし，感謝しています。
また、司牧神学を上智大学の神学部とマニラの EAPI で教える任命を受けていた私は、思いがけないMBW

（Movement for a Better World）で専任として働くように任命された。10年間日本列島を果てから果てまで歩き回っ
て、そしてまたアジアの諸国で第二ヴァチカン公会議の刷新を促進して、喜んでその運動で活躍しました。いろん
な面で素晴らしい経験でした。感謝しています。
今度は、上智大学で定年になったが、他の大学で教え続けて、そして大好きな「結婚セミナー」の仕事を続けよ

うと思っていたのに、また思いがけない札幌の藤女子大学の学長の任命はやってきた。最初に信じられなかった。
自分の経験の無さや知識の物足り無さなどなどを素直に上司に話したけれども、無駄でした。結局、イエズス会員
の私にとって、それははっきりした神の思し召しであって、快く受け入れるほかない。
札幌に来てから 10 ヶ月が経ちました。東京と大分違う生活のペースにも、一人暮らしにも、寒さにも、雪にも、

どんどん慣れていきます。そして、正直に言って、とても幸せです。毎朝 5時半に起きて（辛いぞ…）、6時半に私
の家のそばにある修道院でおよそ 70 人のシスターの為にミサをたてる。ドイツ系の聖ゲオルギオ殉教者のフラン
シスコ会の修道会です。朝食と夕食を修道院の応接室で頂きます。昼食を自分の家で自分で作る。大学から歩いて
4分。毎晩運動します。家から札幌駅まで行ってきます（40 分）。まっすぐですから方向音痴の私は安心して行っ
てくるよ。雪にも風にも負けず。雪を歩くとやっぱり緊張しますが、慣れていきます。
藤女子大学は 2,200 人のお嬢さんの大学です。北海道で評判はとても高いですし、たとえば毎年就職は全然問題

になりません。
この“たより”はあまり長くなってしまって、ここで失礼させていただきます。
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