
結婚クラス／セミナー修了者におくる情報誌
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2006年・春号

「もはや二人ではなく一体（ ）である」マタイ19・6

■結婚感謝ミサ
日　時：２００６年５月２１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
■幼児洗礼式
日　時：２００６年５月２7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　TEL03-3263-4584

事前に申し込みが必要です
ご意見・ご感想は one@ignatius.gr.jp

松 井 紀 直

『めぞん一刻』という漫画の中に、主人公の裕作と響子が

長い道のりの末、結婚する場面があります。結婚式の前に裕

作を育てたおばあちゃんが、響子に手をついて言います。

「抜けてて頼りないやつらけど、おれは精一杯いい子に育て

たつもりら…どうか添い遂げてやってくんなせ。」常日頃、は

ちゃめちゃなおばあちゃんなので、とても印象的な場面です。

「添い遂げる」という言葉は今日、すでに死語なのかもし

れません。しかしこの言葉は日本の霊性の中で、「結婚」の

本質を鋭くついたものだと思います。「結婚」とは男女が

「添い遂げて」いくものなのだと思います。

第一に「結婚」は「添うて」いくものです。聖書は「それ

で人はその父と母を離れて、妻と結び合い、一体となるので

ある（創世記2・24）」と教えます。結婚によって、夫婦は世

界を二人で見て、理解し、感じ、判断し、決定し、歩んでい

きます。今日の社会は結婚した二人が添うていくことが昔よ

りも難しくなっているかもしれません。以前は農家でも商家

でも普通、夫婦は揃って自分の家で仕事をし、自分の家で生

活していたので、二人の目に映っている世界がだいたい同じ

だったのだと思います。仕事も家族でしていますから、感じ

ることも理解することも自ずと共有していることが多かった

でしょう。お互い黙っていても自然と分かり合えるような生

活環境があったのかもしれません。そのような環境がなかっ

たのは主に武家ないし官吏の家庭だったのだと思います。し

かし、現代社会の特に都市部で、昔の農家や商家のような生

活は少なくなっています。男女とも多くの人が就職して勤め

に出ているからです。このような環境では二人の目に映って

いる世界も異なりますし、黙っていても自然に分かり合える、

ということは当然、以前より困難です。結婚した二人が、世

界を二人で見、理解し、感じ、判断し、決定し、歩んで行く

ためには、普段からお互い意図的・積極的に二人のために時

間を取り、深い部分まで話し合い、分かち合っている必要が

あります。このような分かち合いの中に「添う」ことの喜び

と幸福を見出していくのだと思います。

第二に「結婚」は「遂げて」いくものです。結婚は放って

おいて自然に成っていくようなものではありません。二人で

生きて行く中では様々な困難や悲しみ、逆境に出会います。

またお互いの欠点を互いに受け入れていくことにも痛みが伴

います。常日頃から、二人でそれらを乗り越え、結婚の絆を

貫徹していく努力が必要なのだと思います。結婚の絆は、そ

れらを乗り越えていくことで、ますます固いものとなり、真

の喜びの源となっていくのだと思います。

教会はこのような結婚の絆の中に、神の愛のしるしを見出

しました。教会は結婚を秘蹟と定めています。それは結婚の

絆の中に、イエス・キリストの歩まれた道と同じものを見出

している、ということです。弟子たちが出会ったイエスの姿、

それはまさに罪深く欠点だらけの私たちに、最後まで、十字

架の死に至るまで「添い遂げて」いく姿でした。復活された

主イエスは、今この瞬間も私たちと共にいて、私たちと共に

世界を見、私たちと共に理解し、私たちと共に喜びや痛みを

感じ、私たちと共に判断し、私たちと共に決定し、私たちと

共に歩んでおられます。そのようなイエスに示される神の愛

によって、私たちは永遠の幸福に至ることができるのだ、そ

れが私たちの信仰です。男女が添い遂げていく結婚の絆は、

神の愛の目に見えるしるしです。それは

永遠の幸福への道であり、戸口です。

この教会で結婚式を挙げられたお二

人が、添い遂げていくことができ

ますように、心から祈っておりま

す。結婚講座や結婚セミナーは、

教会のこのような祈りの一つの表

れなのです。

ある外食チェーンの社長は、夢に日付を入れて、夢と現実の差を明確にし、その差を日数で
割り、日々やるべきことをやり抜いているそうです。そうすることによって、今日という日が
変わり、結果として、１日１日と夢に近づいていくのだそうです。
またあるイメージトレーニングにより人材教育に携わっている方は人生を「最高級のレスト

ラン」にたとえています。経済的な夢・社会的な夢・家庭的な夢･･･このレストランでは、私た
ちが望む「最高級のメニュー」がすべてそろっているのです。そして、たった一つのことがき
っかけとなって、私たちは、そのメニューを次から次へと手に入れることができるといいます。
そのきっかけとは･･･「私たちが明確な意思をもって、人生にオーダーすること」。自分が望

む、魅力的な夢・未来を「オーダー」するのです。いつ、どのようにしてオーダーすべきか、
それを自分なりに「書いて」「見る」ことによって自分に教え込むのだそうです。
「夢」は単に見るだけでなく、自ら引き寄せて、実際に味わっていくものなのかもしれませんね！

特集

夢

司祭からの
メッセージ

司祭からの
メッセージ



「夢」と聞いて、すぐに頭に浮かんだのは、実は眠っている
時に見る夢でした。というのも、妻は非常によく夢を見て、ま
たそれを覚えているので、朝食の時に「今日は○○さんと○○
へ行った」などと夫に夢を報告することが多いのです。一方、
夫はほとんど夢を見ない現実派（？）のようです。では、お互
いの将来の夢は？と話し合ってみると、答えはまったく同じで
した。このまま二人が健康で仲良く人生を送りたい、そこに子
どもがいてくれたらもっといいね、ということでした。子ども
のころに考えていた夢とは違って、今の夢は手に入りそうもな
いものではなくなりましたが、希望を持って信じるということ
では同じかもしれません。これからもずっと他愛もない夢報告
で笑い合える関係でいられたらと思います。

いつも抱いているようで、なかなか言葉に表せない「夢」。
「世界の平和と家族の健康」以外に語れる程の夢を持たない私
たち夫婦は、専ら子どもたちの夢の応援団といったところでし
ょうか。小さな体で、大きな夢に向かって一歩ずつ歩もうとす
る娘は、いつもエネルギーに満ち溢れています。息子二人はま
だ五里霧中のようですが、いつか「夢」という光を見つけて欲
しいものです。ただし、夢には困難がつきもの！ぶつかった山
があまりに大きいと、その山が目的になって本来の夢を見失っ
たり、諦めてしまうこともあります。そんな時こそ、応援した
り、助け合える家族でありたい－それが、今の夢かもしれませ
ん。
子どもと共に捧げるミサに通い始めて４年、まだ信者ではあ
りませんが、自分を省みながら前に進むことの難しさを感じて
います。信仰も夢も、強く信じることと日々の歩みが大切、と
いう共通点があることに気付いた新年の始まりでした。

2004年１月ガラルダ神父結婚セミナー修了大島 剛･恭子ご夫妻

1989年12月カンガス神父結婚セミナー修了　溝畑直樹・公子ご夫妻



SMAPの「夜空ノムコウ」の歌に「あの頃の未来に
ぼくらは立っているのかな」という歌詞があります。
私の夢の一つは学生時代に海外留学で学ぶことでした。
社会人になって海外に出る機会が増えるにつけ、子供
に是非そういう経験をさせてやりたいという思いが更
に強くなりました。幼い頃よりできる限り子供たちを
海外に連れ出しいろいろと体験させる機会をもたせて
きました。広い視野を持ち、そして世界で暮らしてい
る様々な人たちと、互いに尊重して生きてほしいと思
ったからです。結果的に娘は米国留学の道を選び、親
としては、娘の決意、またそれを実現させてやれた喜
びを感じることができました。自分の夢を娘によって
実現できたのかもしれません。かつて「おでん屋さん
になりたい」と言っていた息子は今バスケに熱中する
中２で、「成田空港に勤める人」から「パイロットもい
いなあ」に変わってきました。果たしてこの夢は？

1983年９月カンガス神父結婚セミナー修了　久田圭彦・晶子ご夫妻

毎日の仕事、生活の中で考える
ことがあります。それは眉間にし
わを寄せている人、愚痴や不満を
言う人が多いなぁということです。
私たちにも気付くとそういう時が
あります。そんな時に笑顔に出会
うと、ほっと和んだり、優しく幸
せな気持ちになります。笑顔には
心を動かす力があります。笑顔で
いると楽しい気持ちになりますし、
笑顔を見ていると優しい気持ちに
なれます。最近、悲しい事件や問題が毎日のように起きていますが、そこには優
しさが不足していると強く感じます。私たちに今出来ることは笑顔でいることで
す。私たちがいつも笑顔でいて、それを周りの人たちに伝えていくことができれ
ば、少しずつでも優しさや幸せを広げていけるのかもしれません。３年後、10年
後そしてその先も、幸せの源になる笑顔を運ぶ人であること。これが私たちの夢
です。そしてそれが全世界に広まっていけばと願っています。

2002年２月ネブレダ神父結婚セミナー修了　小村誠・みなご夫妻
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現在進行中の家造りについて書いてみては、と声をかけて
貰った。家造りは確かに夢の実現だが、いざ始まると現実は
厳しい。時間を掛けて楽しんでいたい夫に、苦手で面倒なの
で早く終らせたい妻。互いの主義（？）の差が露呈、喧嘩は
頻発。ネブレダ神父様が常に強調されていた結婚のキーワー
ド‘Accept and respect’は永遠のテーマと化して、暗澹たる
気持ちが先行しがちだ。その度に、こんな思いをしてまで家
を造るのはなぜだっけ、と自問する。すると理由ははっきり
浮かぶ。今は叶わぬ二つの夢が我々にはあるからだ。一つは、
音楽を存分に楽しむ事。集合住宅に住む今は、時間帯や音量
に神経を遣う。だが今度は、好きな時に好きなだけ楽しめそ
う。もう一つは、動物と暮らす事。今は管理規約で禁じられ、
弱った動物に遭遇しても一時保護すらできない。大家さんの
許可なく動物と暮らしてよい、という法律がある他国を羨ん
でも始まらない。今後は自分達でも何かできそうだ。かくし
て不満が（一部）感謝の念へと転換し、気を取り直しては次
の段階へ進むという繰返しである。この種の夢の実現は、現
実を一歩ずつ進んでこそ達成できるのだと実感する。同時に、
ふと思う。最も豊かとされる先進国の一つに住んでいるとい
うのに、音楽を楽しんだり、弱ったものを助けたいというだ
けの事が、こんなにも今の我々の日常では心に任せぬ事にな
ってしまっていたのか、とも。

1994年４月リバス神父結婚セミナー修了　鈴木 誠・千恵ご夫妻

1994年７月ネブレダ神父結婚セミナー修了　H. I. ＆ H. Y. ご夫妻

私達は1994年６月にリバス神父のセミナーを受けて結婚し
ました。その後子どもも誕生し新居も建て、夢というほど大
げさなものではありませんが、家族でずっと一緒にいられた
らいいなぁと思っていました。そんな矢先、主人にタイへの
海外赴任の話が持ち上がりました。バンコクから車で２時間
半もかかるカビンブリにあり、とても日本人が生活していけ
る環境ではありません。家族一緒にタイへ行っても、私と子
ども（当時２才）はバンコクで暮らし、週末だけ主人が戻っ
てくるというタイ国内での単身赴任生活となります。しかし
ながら家族でできるだけ一緒にいたいという強い気持ちから
タイへ家族で行くことに決めました。初めての海外生活、言
葉の問題、平日は子どもとの二人暮らし等、最初は不安や戸
惑いだらけでした。しかし、家族で助け合い支え合って、家
族の大切さや絆がより深くなっていきました。約５年間のタ
イでの生活を終え、2004年６月に帰国しましたが、異国の地
で家族が離れ離れになっていても一つでいられたという貴重
な経験ができ、漠然としていた夢がかなう形となりました。
今後また別な地域への海外転勤の可能性もあります。どん
な時でも家族が一緒でいられること、家族のつながりを大切
にしてこれからも過ごしていきたいと思っています。

特集夢
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『幸せな王子』という作品のつばめの生き方は、
キリストを信じる人の夢だと思います。
オスカー・ワイルドの懐かしい童話に出てくる
あのつばめは、秋のある日、自分の幸せだと思っ
ていたエジプトに向かって楽しみに飛んでいた途
中、「幸せな王子像」の足元で一旦止まりました。
すると王子は、「つばめさん。つばめさん、お願
いがある。私の像を飾るダイヤモンド、ルビーな
どの宝石を一つ一つ取って、困っている人に持っ
て行ってくれないだろうか？窓から見えるあの病
人のお母さんに、肺炎にかかっている向こうの学
生に、雨に濡れているその小さい女の子に、町の
貧しい子どもたちに私の宝物を持って行ってくれ
ないだろうか？」
つばめは、エジプトでの幸せよりも、悩んでい
る人に王子の宝石を配る方が幸せだと感じて、暖
かいエジプトを後にして、王子と一緒に残って、
全ての宝石を貧しい人に配りました。ところが、
イギリスの冬の寒さでだんだん弱ってきたつばめ

「キリストを信じる人の夢」 は、とうとう重い病気になってしまいました。や
がて王子にキスしてから、好きになったその友達
の足元で、息を静かに引き取りました。
さて、このつばめの生き方と死に方は、キリス
トを信じる人の夢になると思います。自分がキリ
ストからいただく本当の幸せを、悩んでいる人に
配りながら喜んで生きるという夢です。その宝物
を受け入れるために、キリストと共に喜んで生き
るという夢です。より魅力的な人生を過ごそうと
自らの価値観を見直し、その宝物を差し上げるこ
とができるようにするためにより良い人になると
いう夢です。
このような人生を送っている自分も、いつか、
キリストの足元で喜んで死に、キリストの足元で
喜んで生きるという夢です。

ガラルダ神父の信仰シリーズ 第 5 回

皆様はいかがお過ごしでしょうか？もう一度結婚するとしたら、

同じ相手を選ぶでしょうか？私は、リハーサルの時に困らせたり

笑わせたりするエルナンデスです。

人間にとって一番大切な時は相手を選んで一生を賭ける時です。

神は、人が一人でいるのは良くないので女をお造りになったので

す。創世記２・21－25までを読むと夫婦の意味がよく分かります。

子どもを授かったカップルは、二人が中心であることを忘れない

でください。夫婦はお互いに助け合うものです。相手を幸せにし

たら自分も幸せになります。生まれた時のように純粋な気持ちで

付き合ったら、絶対に愛の絆は切れる事がないのです。式が終わ

ったら太郎⇔花子ではなくお互いの一部分です。家は自分たちの

憩いの場所でなければならないのです。人生を考えると知らない

うちに時は過ぎ去ってしまうのです。本当の愛情は70歳から始ま

るのです。二人でいるのは安心です。神の前で一生を相手に捧げ

た気持ちを大事にしているでしょうか？人間を創造されたのは幸

せのためです。どうぞ自分より相手を大切にしてください。子ど

もは神様のように何でも分かっていて、両親の後姿を見ながら成

長していくのです。結論は、子どもは家庭と社会の鏡です。

皆様が一生幸せであるようにお祈りしております。

ブラザー・マヌエルエルナンデスS.J .

ハビエル・ガラルダS.J.



副題が「もはや二人では
なく一体（ ）であ
る」に変更される

You are like salt for all mankind. Matthew5・・13 You are like light for the whole world. Matthew5・・14

アルカラ神父

朝川神父アスティゲタ神父

ディータース神父クスマノ神父

栗本神父

ボネット神父

バリー神父

カンガス神父

フローレス神父

バリオヌエーボ神父
ダウニー神父

故ディエス神父

デベラ神父アンドラーデ神父

故デルカンパーナ神父 コンプリ神父

デスーザ神父

ベジノ神父

15号1996年

1996年　冬
創刊号

10号

9号

8号
7号

5号

編集委員による鐘楼記事
掲載される
地上40ｍでの直撃取材

紙面ページが4ページ
から6ページに増える

シリーズそれって本当？
粟本神父記事が始まる

カンガス神父の発案によ
り「ルイスと愉快な仲間
たち」のメンバーたちと
創刊準備始まる

創刊号が発行される
副題「イグナチオ教会
と愉快な仲間たち」

創刊5周年記念

結婚セミナー20周年特集

後藤　貞二　画



「 の活動を振り返って」
私がONEの活動を通して、大収穫！と思えるものは、多くの人との良い出会いです。
「人生は出会いで決まる」と、高校生の頃、恩師に言われ、なんとなく心に抱き続け
ていた言葉でしたが、 はまさしくこの言葉を思い出させてくれるものだったと言っ
ても過言ではないと思います。結婚講座という共通点を経て集まるメンバーは、講座で
様々なトピックスについて考え、意見を交換してきたからか、編集会議でも率直に意見
交換が出来、また、信者であるか否かにこだわりを持たない聖イグナチオ教会の大きな
スタンスが、多くの時間を要さずとも親しくなれたのではないかとも思えます。
楽しかったばかりではなく、教会豆知識もたくさん得ることが出来たのも大きな収穫
でした。中でも一番印象に残っているのは、やはり鐘楼取材です！取材中、鐘が鳴って
しまって、初めて音で死ぬのではないかという不安を持ったほど、体が壊れそうで、そ
れから暫くは「モーン」という音が体内で響き渡っていて抜ける迄に２～３日かかった
記憶があります。しかし、これら立派な鐘も、第二次世界大戦で使用された銃を溶かし
て作ったことを知れば、この鐘を聞く度に製作者の意図に思いを寄せ、平和を一緒に祈
る気持ちになります。
ONEは編集に携わる人だけに限らず、確かに人と人を繋ぐ道になっていると思います。
情報の流通があり、活発でダイナミックな存在です。作業の割には、黒子的かもしれま
せん。しかし、多くの人が抱くような不安や問題を今後も収拾し、ともに考え、神様と
ひとりひとりを繋ぐ道として努めていく中に、意味があり、何かを今後も生み出して行
く存在だと思っています。
今後の　　 の活動に心からのエールを送って。

柳谷　晃子

あなたがたは、地の塩である。マタイ 5・13 あなたがたは、世の光である。マタイ 5・14
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