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「霊と真理をもって礼拝しなければならない」（ヨハネ 4･24）

　新型コロナウィルスによる感染症がわたし
たちの日常生活を脅かしている。公開しない
ミサというのは本来のミサの姿ではないこと
は言うまでもないが、教会が主日のミサを中
止せざるを得ないというのは、やはり異常事
態である。この状況にどう立ち向かっていけ
ばいいのか。

＊
　今年（典礼暦年Ａ年）の四旬節のミサは、
洗礼志願者の準備のためにふさしい朗読箇所
が選ばれている。特に第三主日（生けるいの
ちの水）、第四主日（生まれつきの盲人のいや
し）、第五主日（ラザロを生き返らせる）に明
らかである。この原稿を書いている今（３月
15日）は第三主日、イエスとサマリアの婦人
との対話が読まれる（ヨハネ4･5-42）。ヨハネ
福音書には「水」をテーマにした箇所がたく
さんある。「水がよいぶどう酒に変えられる」

（ヨハネ2･7以下）、「水と霊によって新たに生
まれる」（ヨハネ３章）、きょうの箇所「いの
ちの水」、「信じる者は、その人の内から生き
た水が流れ出る」（ヨハネ7･38）、そして十字
架上のイエスの脇腹から「血と水が流れ出た」

（ヨハネ19･34）と続く。水は人を洗い清め、
洗礼の時に与えられる聖霊はわたしたちを清

める。「水」というシンボルをもって、ヨハネ
福音書は洗礼志願者を洗礼から始まる入信の
秘跡へと導いているかのようだ。
　イエスはサマリアの女に「水を飲ませてくだ
さい」と頼んだ。ユダヤ人はサマリア人の礼
拝（宗教）を認めず、エルサレム（神殿）を中
心とした礼拝から排除した。そればかりでは
ない。異邦人扱いされたサマリア人に接する
ことは汚れるという認識さえもっていた。イ
エスが女性と、しかもサマリアの女とこのよ
うな対話をしたということ、そのこと自体が
大きな意味を持つ。イエスはだれをも差別・
排除されない。しかも「わたしが与える水は
その人の内で泉となり、永遠の命に至る水が
わき出る」と言われる。「疲れた者、重荷を負
う者は、だれでもわたしのもとに来なさい。」

（マタイ11･28）と招かれる。
＊

　３月11日東日本大震災から９年目を迎え、
教区でも宣教協力体でも予定されていた死者
の追悼と被災者のため、また復興を願ったミ
サをともに献げることができなかった。残念
である。そんな中での新型コロナウィルス禍
である。世の中の風潮にアジア人（特に中国）
や外国人を遠ざけ、排除しようとする動きを
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見る。また未だに放射能汚染によって故郷に
戻れない人々が大勢いる中で、排除と差別が
表立たない部分をも含めて続いている。江戸
文化研究者　田中優子さん（法政大学総長）
は、安政５年（1858年）の夏の大雨・洪水に続
いて、秋の江戸のコレラ騒ぎ、大火のことに
触れている。「そのような中で、その日暮らし
の貧民へ白米の分配が行われた。米価の高騰
とコレラの流行故だという。福島の原子力発
電所の事故でも今回の新型コロナウィルスで
も、市民による排除と差別が目につくが、江
戸時代にはそういう記述は見当たらない。」と
述べている（「毎日新聞」３月11日付夕刊）。
このような災禍を乗り越え、協力し合ってき
た先人たちの思いや行動が目に浮かぶ。

＊
　教会報「こころ」２月・３月の巻頭言は、
予定されていた黙想会（３月15日）につなが
るような記事を書いてきた。そこから次のよ
うな黙想会の内容を考えていた。
　１． 現状認識・目標（教皇の訪日メッセー

ジなどから）
　　①人のいのちを脅かす現代社会のあり方
　　　・ 孤 独、絶 望、孤 立。自 殺 者、い じ

め、自分を責める等々
　　　・ 効率、生産性、成功⇔無償の愛、無

私の生き方
　　　・ だれもが幸福で充実した生活をする

ことができる社会・文化
　　②回勅「ラウダート・シ」との関連
　　　・ 軍備拡張に反対する声を上げる努力

は常に必要
　　　・ 貴重な資源の無駄遣い、自然環境の

保全のために
　　　・ 人間らしい生活を奪われている人々

に対する支援
　　③ 与えられた現実、いのちを喜びのうち

に認め（恵み）、分かち合い、祝い合
い、交わる「わたしたち」を作り上げ
ていくこと

　２．現代社会のありさまを見る
　　① 資料　2016年待降節第一主日「聖書と

典礼」７頁気がつく　目覚めている　
意識

　　② ＴＶＢＳ１（３月１日再放送）
　　　 IPCC(Intergovermental Panel on 

Climate Change)
　　　 副議長ヨウバ・ソコナ氏    特別報告書

からの警告  世界気候クライシス
　３．人とのつながり・交わり
　４．結び
　　　 東日本大震災被災者の証言から　すべ

てのいのちを守り、見つめ、前より前
へ

　ここに詳細を記すわけにはいかないので、
機会があるたびにいろいろな形で触れていく
つもりである。
　最後に、教皇訪日の折の被災者の証言から
引用する。「この震災を通して、失くしたも
の以上に与えられたものがたくさんありまし
た。世界中の多くの人たちが心を寄せてくだ
さり、人と人とのつながりで助け合って生き
ていく姿に希望を持つことができました。八
年過ぎて、ようやくあのときの前と後を少し
ずつつなげて考えるようになりました。何が
大事で、何を守らなければならないか。何も
しなければゼロだけど、一歩踏み出せば一歩
分だけ前へ進むこと。昨日の続きの今日が重
なって、その先の明日へつながっていくこと
が当たり前ではないことを知らされ、いのち
がいちばん大事で、失くしてよいいのちなど
ないこと。」（加藤敏子さん）

　今、世界中を混乱させている感染症という
脅威を少しでも退け、現状に負けずに歩んで
いくために、皆の祈りを結び合わせ、今こそ

「霊と真理とをもって礼拝」することができる
よう心から願い祈り求めるものである。
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2020新型コロナウイルス感染症に伴う一連の出来事について
　2020年に入って間も無く、世界中に広まっ
た新型コロナウイルス感染症により、公開ミ
サが中止となり、こころ４月号が発行される
直前まで教会活動はほとんど中止となった。
　3月8日には教皇フランシスコはビデオを通
して正午の祈りを唱えられた。また、この日
から４月３日まで、バチカン美術館などが臨
時休館になるなど、世界各地で公開ミサや教
会活動の中止が相次いでいる。
　広報部会として、今回の新型コロナウイル
ス感染症に伴う一連の出来事について、記憶
に留めておくことにした。まずは、新型コロ
ナウイルス感染症の経緯、そして菊地大司教
のメッセージ、東京教区大司教区からの通
達、その通達を受けての麻布教会としての対
応（委員長に依頼）を掲載する。感染の収束
を祈りつつ・・・

＜新型コロナウイルス感染症経緯＞

 2019年12月31日、中国武漢にて原因不明の
ウイルス性肺炎が確認されたと発表。実際
は12月下旬頃には武漢市内の病院では症状
を訴える市民が数百人レベルで詰めかけてい
たとのことである。1/3 いち早く知人同士の
チャットで警鐘を鳴らした李医師（2/7に新型
肺炎で死去）が、デマを流したとして訓戒処
分。1/7原因不明のウイルスが新型コロナウ
イルスと判明。
　この後、武漢は都市封鎖状態になり、1月
末には中国国内では各種観光名所が閉鎖。イ
ベントも相次いで中止。春節休暇の延期を発
表。WHOが緊急事態宣言を発表。
　日本は湖北省（感染症危険レベル3：渡航中
止勧告）以外の地域の感染症危険レベルを、
レベル2（不要不急の渡航の自粛を求める）に
引き上げた。
　アメリカは中国全土への渡航禁止を勧告。
２月にはダイヤモンド・プリンセス号の集団感

染発覚し、日本で初の死亡者が出た。
　２/25「新型コロナウイルス感染症対策本
部」が開催され、新型コロナウイルス感染症
対策の基本方針が決定された。
　２/26以降、政府は２週間程度の大規模イ
ベント中止、延期の要請を発表、28日には、
３/２から全国すべての小学校・中学校、そ
れに高校などについて、春休みに入るまで臨
時休校とするよう要請があった。
　また、全国的にマスク、デマによるトイ
レットペーパーやティッシュの売り切れが続
いている。
　３/10に政府から第２弾の緊急対応策とし
て、引き続きイベントの自粛や海外からの渡
航制限などが発表された。３ /12 には WHO
が「コロナウイルスはパンデミックと言える」
と述べた。３/13に新型コロナウイルスの急
拡大に備える改正新型インフルエンザ等対策
特別措置法が成立した。
　バチカンニュースによると、３/15午後に
教皇フランシスコがローマ市内の２つの教会
を訪れ、パンデミック収束のために祈りを捧
げられた。1522年にペストがローマを襲った
際、感染の鎮静を祈る宗教行列で掲げられた
キリストの磔刑像のある聖マルチェロ教会で
は、ローマを「大ペスト」から救ったという

「奇跡の十字架」を見上げ、祈りを捧げられた。
　WHOによれば新型コロナウイルス感染は
３/23現在、33万2930人となり、亡くなった
方も１万人以上となっており、パンデミック
が広がっていると言及している。同日、東京
都知事は、イベントなどの人が密集する空間
への外出を控えるように都民に呼びかけ、「首
都のロックダウンもあり得る」と発言した。
　世間では「自粛疲れ」などという言葉も出
ているようで、活動を再開しても大丈夫だろ
うと感じている人が少なくないという。油断
せず、手洗いの励行に加え、「密閉・密集・近
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距離での会話」を避けるという努力を今後も
続けたい。
　教会に集まってミサができないというキリ
シタン迫害時代、信仰を守り続けた先輩たち
に倣って、私たちがこの困難な時を信仰を深
める機会とすることができるよう、心を合わ
せて祈りを捧げたい。 （文責　広報部会）

＜菊地大司教からのメッセージより＞

2020年３月09日
カトリック東京教区の皆様へ

新型コロナウイルス感染症に伴う
困難な時期にあって
カトリック東京大司教区　大司教

菊地　功
　新型コロナウイルスの感染は世界的規模で
拡大を続け、社会全体を巻き込んだ総合的な
対応が急がれています。
　教会にあっても、日本国内は言うに及ば
ず、近隣諸国でも公開のミサの中止が相次い
でいますが、昨日はイタリアにあっても全国
的な公開のミサの中止が発表されています。
　この困難な時期にあって、わたしたちは祈
りの力をあらためて認識したいと思います。
普段のように皆が主日に集まることができな
くても、洗礼を受けた一人ひとりは主イエス
の体の一部としてつながっていることを思い
起こしてください。わたしたちはそれぞれの
場で祈りを捧げるとしても、その祈りは個人
的な祈りではなく、教会共同体の祈りとして
捧げられています。
　聖書にあるとおり「正しい人の祈りは、大
きな力があり、効果をもたら」すと、わた
したちは信じています（ヤコブの手紙５章16
節）。ですから病気が蔓延したからといって、
わたしたちは祈りを止めることはありませ
ん。感染に対応する様々な手段を講じる中に
は、わたしたちの霊的な戦いをも含めていな
ければ、この世界にわたしたちが教会として

存在する意味がありません。祈り続けましょ
う。
　なおミサの中止は、上記のように『公開の
ミサ』の中止であって、教区内の小教区や修
道院にあっては、「公開されない」形で、ミサ
が通常通り司祭によって毎日捧げ続けられて
います。教区共同体内から、ミサが消えてし
まったわけではありません。司祭はたとえ一
人でミサを捧げたとしても、すべては「公」
のミサとして捧げるからです。
　教皇ヨハネパウロ２世の回勅『教会に命を
与える聖体』に、こう記されています。
　『（司祭が祭儀を行うこと）それは司祭の霊
的生活のためだけでなく、教会と世界の善の
ためにもなります。なぜなら「たとえ信者が
列席できなくても、感謝の祭儀はキリストの
行為であり、教会の行為だからです」』
　もちろん実際にミサに与って聖体拝領する
ことは、わたしたちの信仰生活にとって最も
重要ですが、それ以外の場合にも、例えば聖
体礼拝のうちにあって、またはミサに参加す
ることができない場合にあっては個人の祈り
のうちに、現存されるキリストとの一致を求
めながら霊的に聖体を拝領することも忘れて
はいけない教会の伝統です。
　教会の中には、信仰の表現の理解にあって
も、祈りの方法の理解にあっても、様々な考
えを持った方がおられることは事実です。そ
れが教会の多様性を担保し、霊性を豊かにし
ています。
　この困難な時期にあっては、互いの命を守
ることを最優先に考え、豊かな思いやりの心
で支え合うことを第一に考えてくださること
を望んでいます。今回のような、まれに見る
状況に遭遇して、お一人お一人のこれまでの
信仰生活の体験に基づいた、様々な思いが交
錯していることと推察いたします。こういっ
たときだからこそ、わたしたちがキリスト者
として、主イエスの体における一致へと招か
れていることをあらためて思い起こし、一人
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で祈っているときであっても、それが目に見
えない形であったとしても、わたしたちはつ
ねに主イエスの体である一つの共同体に結ば
れているのだという信仰における確信を深め
ていただくことを期待しています。わたした
ちはこの信仰を一人で生きているのではあり
ません。目に見えないきずなのうちに、とも
に道を歩みながら、信仰を生きているのです。
　また今般の状況を契機として、そういった
多様性を制限する機会として利用しようなど
と考えることは不遜ですし、また個人の思い
を最優先させることも兄弟愛に欠け、キリス
トの体における一致から離れてしまう危険性
があります。困難に直面しているいまこそ、
兄弟姉妹としての互いの信頼を深め、支え
合ってすべてのいのちを守ってまいりましょ
う。
　信仰におけるいのちへの希望を掲げなが
ら、愛といつくしみの心を持って、感染した
方々の回復と一日も早い事態の収拾を、わた
したちの母である聖母マリアの取り次ぎのも
と、父である神に祈りましょう。
いと高き方を隠れ場とする者は、全能者の陰
に宿る。
　私は主に申し上げる「わが逃れ場、わが

城、わが神、わが頼みとする方」と。
まことに主はあなたを救い出してくださる。
鳥を捕る者の網から。死に至る疫病から。

主は羽であなたを覆う。あなたはその翼のも
とに逃れる。 （詩編91、１節から４節）

===========

2020年３月23日
カトリック東京教大司教区の皆様

聖週間を迎えるにあたって
カトリック東京大司教区　大司教

菊地　功
　新型コロナウイルスによる感染は世界的レ
ベルで拡大し、毎日のニュースにおいて国内
外における感染者と死者の増加が報道されな

い日はありません。
　亡くなられた方々の安息を祈ると共に、感
染された方々、現在治療を受けられている
方々の一日も早い回復をお祈りいたします。
同時に、対策や治療のために日夜努力されて
いる研究者、医療関係者の方々の超人的な働
きには感謝の言葉しかありません。この方々
の健康のためにお祈りいたします。
　世界的なレベルで感染が拡大する中、世界
各国は鎖国のような状況に陥っていますが、
このようなときだからこそ、政治のリーダー
たちが互いの相違を乗り越えて、信頼の内に
協力しあう世界の実現を願っています。また
政治のリーダーにあっては、すべてのいのち
を守ることを優先され、様々な側面から忘れ
去られる人のないように、対策を進められる
ことを願っています。
　そして宗教に生きるわたしたちは、祈りの
持つ力への信頼を失わず、それぞれの場にい
ながらも、信仰に結ばれながら、祈り続けた
いと思います。
　わたしたちは、これまでにない厳しい挑
戦を受け続けながら四旬節を過ごしており
ます。感染症の拡大が要因とはいえ、四旬節
中にミサにあずかることなく、また御聖体を
受けることなく過ごすような事態となってし
まったことは、非常に残念ですし心苦しく
思っています。
　もちろんミサがないことで教会共同体が崩
壊してしまったわけではありません。わたし
たちは信仰によって互いに結ばれているのだ
という意識を、この危機に直面する中であら
ためて心に刻んでいただければと思います。
祈りの内に結ばれて、キリストの体をともに
作り上げる兄弟姉妹として信仰の内に連帯し
ながら、この暗闇の中で、いのちの源である
キリストの光を輝かせましょう。弟子たちを
派遣する主が約束されたように、主は世の終
わりまで、いつも共にいてくださいます。

（マタイ28章20節）
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　この挑戦は、わたしたちに、生活において
信仰を意識する機会を与えています。わたし
たちはこの困難な時期を、信仰を見つめ直し
たり、聖体や聖体祭儀の意味についてあらた
めて学んだり、霊的聖体拝領にあずかったり
と、普段はあまり気にとめていない信仰生活
を、見直す機会ともしたいと思います。
　わたしたちは、ひとりで信仰を生きている
のではなく、キリストの体である共同体のき
ずなの内に結ばれています。いまこそそのき
ずなが必要です。共同体にあってわたしたち
は、すべてのいのちを守るようにと呼ばれて
います。自分のいのちを守るためだけではな
く、互いのいのちを守るために、いまこそ思
いやりの心遣いが求められています。様々
な立場で感染症と闘っている専門家、病気と
闘っている患者、社会的状況や経済的状況に
よっていのちの危機に直面している人々。す
べてのいのちが守られるように、いまこそわ
たしたちの祈りと心配りが必要です。
　東京教区ではこれまで二度にわたる注意喚
起を発出し、感染予防を訴えてきました。
　また、２月13日の香港教区での公開ミサ中
止を受けて信徒の医療専門家と話し合い、２
月24日の厚生労働省の専門家会議の見解に
基づいて、一回目の公開ミサの中止を決定い
たしました。さらに３月９日の司祭評議会で
の話し合いと、同日の厚生労働省専門家会議
の見解に基づいて、公開ミサ中止延長を決定
いたしました。
　今回の感染症にあっては、感染者の多くが
無症状なままで回復していると報告されてい
ます。しかし大きな問題は、その感染者の多
くが、無症状なまま感染源となり得ることに
あります。
　厚生労働省の専門家会議は、感染が拡大し
やすい環境として次のように指摘します。

「これまで集団感染が確認された場に共通す
るのは、①換気の悪い密閉空間であった、②
多くの人が密集していた、③近距離（互いに

手を伸ばしたら届く距離）での会話や発声が
行われたという３つの条件が同時に重なった
場です」
　これまでのインフルエンザ流行対策などで
は、熱があったり体調を崩している人が家で
療養してくだされば、健康な信徒が教会に集
まることには問題がないのですが、今回は、
自覚症状がないとしても実は感染している人
が存在する可能性があり、その方から、特に
高齢で持病のある方に感染した場合、重篤な
症状を引き起こす可能性があります。
　従って、公開のミサを自粛する一番の理由
は、自分が感染しないようにするためではな
く、意識しないまま感染源となり、他の方を
危険にさらす可能性を避けるためです。
　まもなく聖週間がはじまるのを前にして、
政府の専門家会議の見解に基づいて東京教区
の対応を別途発表いたしました。
　わたしたちはいま、体験したことのない聖
週間と復活祭を迎えようとしています。聖週
間の毎日を、どうか大切にしてください。聖
週間の聖書朗読を必ずお読みください。祈り
を共にしてください。苦難に打ち勝ち復活の
栄光に達した主の力に、わたしたちをゆだね
ましょう。信仰を生きる意味をあらためて見
つめ直しながら、一日も早い事態の終息を、
いつくしみ深い神である御父に祈りましょう。

聖なる神の御母よ、
あなたの保護のもとにわたしたちは身を寄せ

ます。
試練の中で祈るわたしたちを見捨てないでく

ださい。
栄光ある、祝福されたおとめよ、

わたしたちをあらゆる危険から守ってくださ
い。

（教皇フランシスコの祈りより）

以上
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新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う
東京大司教区及び麻布教会の対応

運営委員長　アウグスチヌス　高岡　武司
　中国で発生した新型コロナウイルス感染症
の拡大に伴い、１月 31 日、東京大司教区か
ら各小教区に対して「新型コロナウイルス感
染症に伴う注意喚起」が発せられました。
その主な内容は、２月２日から当面の間、
① 風邪に類似した症状で体調が優れない場合

は、主日のミサに与る義務を免除します。
② 聖堂入り口などに用意された聖水盤は、使

用を控えます。
③ 体調に不安がある場合、ミサ中にマスクを

着用して構いません。
④ 咳や熱がある場合、口（舌）での聖体拝領は

ご遠慮ください。
というものでした。
　その後もウイルス拡散の勢いは収まる様子
もなく、２月 20 日には、東京大司教区より

「新型コロナウイルス感染症に伴う注意喚起
（第二次）」が発表されました。
　主たる内容は
① ミサ中のホスチアや葡萄酒と水の奉納を当

分取りやめ、ミサのためのホスチアは、ミ
サ前に別途用意し、祭壇近くに備えておく。

② 濃厚な身体的接触を避けるため平和の挨拶
での握手や抱擁を避ける。

③ ドアノブを介した接触感染を防ぐため、入
り口が自動ドアではない場合、教会の入口
から聖堂内までの通路のドアは開放するこ
とを勧めます。

というものでした。
　この頃はすでに香港教区、シンガポール教
区では公開ミサの停止措置が取られていまし
た。
　日本政府は１月30日「新型コロナウイルス
感染症対策本部」を設置、２月 25 日「新型
コロナウイルス感染症対策の基本方針」を決
定、そして翌２月 26 日、東京大司教区は、

「新型コロナウイルス感染症に伴う、公開ミサ
の中止について」を発表しました。
その主な内容は以下の通りでした。

①２月27日（木）から３月14日（土）まで、
　公開のミサを原則として中止します。
②特に３月１日と８日の主日にあっては　
　 公開のミサを原則として中止し、東京教区

の「すべての信徒」を対象に、主日のミサ
に与る義務を免除します。

③ ただし、結婚式や葬儀は、充分な感染対策
をとった上で、通常通り行います。

④ ２月27日から３月14日まで、週日のミサ
は、ごく小規模な参加者の場合を除いて、
同様に中止します。

⑤ ミサ以外の諸行事に関しては、 規模が小さ
い集まりを除いて、できる限り延期または
中止するようにご配慮ください。なお飲食
が伴う行事に関しては、すでに東京都が自
粛の方向性を示しています。

⑥ ３月１日と８日の主日はインターネットで
ミサ中継できるよう手配の予定です。

　麻布教会ではこの日、運営委員会準備会が
開かれることになっていましたので、その日
のうちに私ども運営委員長、副委員長が江
部神父様との協議の結果、 麻布教会として当
面、以下のような形で対応することとし、運
営委員会を通して信徒の皆様に連絡網などを
使ってお伝えしました。  　

「麻布教会としての対応」
①３月１日と８日の主日のミサは中止
② ３月１日の運営委員会は、延期（日時など

は後日連絡）。 　
③ ３月７日（土）の目黒教会での東日本大震

災追悼ミサ・コンサートは中止
④ ２月26日の灰の水曜日のミサは予定通り行

う。
⑤ 平日ミサ、十字架の道行き、講座、結婚

式、葬儀に関しては通常通り行う。
⑥ 各部会についてはそれぞれの部会の判断に

任せる。
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　しかし、ウイルスの勢いはますます広がる
ばかりで、北海道は緊急事態を宣言、ディズ
ニーランド・リゾートなどの娯楽施設は２週間
の休園に入るなどの状況となりました。

　麻布教会の対応については地区連絡網で流
しましたが、総ての信徒が連絡網に登録して
いる訳ではありませんので、３月１日、８
日、15 日、22 日は委員長の私と新井副委員
長が、ミサ中止のお知らせをご存じない方々
がいらっしゃる場合のことを考えて７時と9
時半のミサ前から聖堂の前で待機し、いらし
た方々にミサ中止の説明を致しました。１日
は７時のミサに４人、９時半のミサに２人の
方が、８日は７時のミサに１名15日はそれぞ
れ３人、２人、22日も１名の方がおいでにな
りましたが、事情を説明し、お帰り頂きまし
た。
　その間、３月10日、東京大司教区から「新
型コロナウイルス感染症に伴う３月15日以降
の対応」が発表されました。
主な内容は、
① ３月15日（日）から3月29日（日）まで、東

京教区のすべての信徒を対象に、主日のミ
サにあずかる義務を免除します。

② ３月15日（日）以降も当面の間、公開のミ
サを原則として中止します。

③ 結婚式と葬儀については、充分な感染症対
策をとった上で通常通り行います。

④ ミサ以外の諸行事に関しては、規模が小さ
い集まりを除いて、できる限り延期または
中止するようにご配慮ください。実施する
場合は、手指消毒はもとより、換気を充分
に行い、互いの間隔を大きくとり、できる
限り短時間で終了するように心がけてくだ
さい。

というものです。
　これを受けて麻布教会としては、江部神父
様のご指示により、上記「東京教区の対応」
に準ずることに加え、以下のようにいたしま
した。
①入門講座（日・金）は行う。
②聖書クラスは11日は行うがそれ以降は未定
③週日のミサは11日（水）から中止

④ 各部会の活動は大司教のメッセージ④の趣
旨を踏まえて、それぞれの判断で対応する。

　さらに、３月 23 日に、東京大司教区から
「新型コロナウイルス感染症に伴う３月30日
以降の対応」が発表されました。主な内容は
① ３月30日（月）以降も、当面の間、東京教

区のすべての信徒を対象に、主日のミサに
あずかる義務を免除します。

② ３月30日（月）以降、当面の間、不特定多
数が参加する公開のミサを原則として中止
します。

③ 結婚式と葬儀については、充分な感染症対
策をとった上で、通常通り行います。

④ 諸行事に関しては、20名程度の小さい集ま
りを除いて、できる限り延期または中止す
るようにご配慮ください。実施する場合で
も、手指消毒はもとより、換気を充分に行
い、互いの間隔を大きくとり、短時間で終
了するように心がけてください。

⑤ 聖週間の典礼は聖香油ミサを含めすべて非
公開としますが、復活祭の洗礼式について
は、主任司祭の指示に従ってください。

⑥ いのちを守るため、特に高齢で持病のある
方にあっては、自宅において共同体の祈り
に加わるようになさってください。

という内容です。

フランシスコ教皇のツイッター（３/23）
　「コロナウイルスのパンデミックという試練
に、全世界で祈りと思いやり、優しさで対抗
していきましょう。一致を保ちましょう。キ
リスト者の皆さん、３月25日の午後8時（イ
タリア時間は正午）に、天に向けて皆さんの
声をひとつに、主の祈りをともに唱えましょ
う。」

（以上の内容は２/26の公開ミサ中止のお知ら
せ以降、地区連絡網にて連絡済みです。）

　今年の四旬節は、特に忘れることができな
いものとなるでしょう。この四旬節を実り多
いものとして過ごすことができるよう心がけ
ていきたいと思います。
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典礼学習会（第二回）に参加させて頂きました

　去る２月１日の午前10時半より、江部神父
様を講師にお迎えして、第２回典礼学習会が
開催されました。
　前回の学習会に引き続き、多くの方が参加
され、盛況な学習会となりましたが、今回は
前回の「みこころ会館」から、お御堂に変更
されての開催となりました。
　典礼の学習を行うにあたり、典礼（ミサ）が
実際に執り行われるお御堂にて神父様のお話
をお伺いできることは、学習の理解を深める
上において、とても良い助けとなったと感じ
ております。また、お御堂にての学習会は、
私たちが典礼について学んでいる姿を神様に
見守られている感覚があり、良い緊張感とあ
たたかい安心感の中での学ぶと言う、素晴ら
しい時間となりました事を感謝しております。
　学習会は前回に引き続き、神父様がご用意
下さった、レジュメならびに付属資料を手元
に進められましたが、第２回目と言う事もあ
り、学習会自体のねらいや、典礼の要諦の説
明から一歩進み、具体的にミサを執り行う場
所（祭壇、朗読台、司式者席）についてのご
説明や、ミサの各部（開祭、ことば、主の食
卓、閉祭）について学ぶ事ができました。
　もちろん、ミサにつきましては、私も毎週
主日のミサに参加させて頂き、体験している
事、そしてミサについての学習書などを勉強
する事で、その流れや意味をある程度理解し
ているつもりでしたが、改めて学習の機会を
頂くと、理解の度合いが違うと言いますか、
深くその意味を「感じる」事ができたと思い
ます。
　今回この原稿を書かせて頂く事となった際
に、最もお伝えしたかったのは、この典礼学
習会での学びにおいての、「識る」だけではな
い「感じる」と言う体験でしたので、その例
をいくつか挙げさせて頂きます。

　一つ目は、神父様に今回教えて頂きました
「主日の喜び」という言葉です。
　それは、「日曜日の喜びは、孤独な人や病
人を招き見舞い慰める事であり、愛のわざに
励む事である」と言う大切な学びでした。
　典礼において重要な日、ミサが執り行われ
ます主の復活の日、我々キリスト者にとって
の大切な記念日である主日において、我々は
何を「喜び」としているのかを改めて自覚し、
なぜミサに参加させて頂いた時に大きな喜び
が得られるのかを、この学習会の場において
も、あたかも主日のミサに参加しているかの
様に感じる事ができました。
　次に、ミサにおける「沈黙」の意味です。
　ミサ典礼書の総則にも「自分が神のみ前に
いる事を意識し、自分の願いを思い起こすた
めである」と書かれており、また神父様から
もミサにおける沈黙の大切さは度々ご説明頂
いておりましたが、今回改めてその大切さを
実感させて頂きました。
　沈黙は、準備であり、私たちキリスト者に
とっての、正に「我が家」であるミサにあっ
て、沈黙の時には出かける準備をしているの
であり、ミサが終わってより始まる生活の場
でのキリスト者としての仕事を、具体的に想
起する時間だと考えれば、その大切さが良く
わかり、また沈黙の時に何を想うのか、その
事を至極具体的に想像する事ができました。
　今回の典礼学習会の初めに、神父様がお祈
りとして「共にミサをささげ、その恵みによ
り与れるよう、ここに集められたことに感謝
する」と言うお言葉をささげられました。
　私はこれまでもミサにより大きな恵みを頂
いてきましたが、この２つの学び、「主日の喜
び」と「沈黙」の意味を深く感じられたこと
で、神父様のお言葉の通り、今後より一層そ
の恵みに与れることと確信しております。

使徒ヨハネ　藤堂　裕隆
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　また一方で、その恵みにお応えできるよ
う、毎週の主日のミサをその始めの時とし
て、沈黙を以て準備を整え、ミサを終えて教
会を出でてよりは神に派遣された自覚を持っ
て主日の喜びを日々実践する、その決意を新
たに得られました事こそが、より一層の恵み
そのものではないかとも感じております。
　初回に引き続きではありますが、江部神父

様には、今回の学習会についての御礼を申し
上げるとともに、次回以降の学習会の開催を
心より待望申し上げる次第です。また、この
素晴らしい学習会を発起して下さいました典
礼部会の皆さまにも御礼申し上げます。
　最後になりますが、この素晴らしき機会を
お与えくださいました神に心より感謝致しま
す。

2020年4月以降四旬節・聖週間の典礼
聖週間のミサ・典礼は行いません（中止）

受難の主日（枝の主日）	 ４月 	５日（日）
聖木曜日『主の晩さんの夕べのミサ』	 ４月 	９日（木）
聖金曜日『主の受難の祭儀』	 ４月10日（金）	過越の聖なる断食（大斎・小斎）
復活の主日『復活の聖なる徹夜祭』	 ４月11日（土）
復活の主日『日中のミサ』	 ４月12日（日）

東京大司教区より
主日ミサのインターネット映像配信は継続されます。

聖週間の典礼も配信される予定ですので
https://tokyo.catholic.jp/info/diocese/ 

にアクセスしてください。共に祈りましょう。

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い
今後の見通しが立たないため、今号はスケジュールの掲載はいたしません。

（編集担当　大古殿恵梨香）




