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主任司祭　ルカ 江部　純一

今こそ主の復活を祝う

　主はまことに復活されたアレルヤ！

　２月26日灰の水曜日のミサを終えた後から
二カ月経つ。ミサは非公開（実質的に中止）。
今年限りの特例とはいえ、ミサ本来の意味
がはっきりと示される聖木曜日主の晩さん
の夕べのミサは奉仕者も会衆もなく司祭一人
で司式して献げるという異常事態になってい
る。その間に「麻布教会の皆さんへ」と題し
たメッセージをお届けした。まだまだ事態は
終息せず長期化する様相なので、皆さんには
いっそうのお祈りを継続していただきたいと
願っております。
　大司教はインターネットを通したミサを
配信し、皆で心を合わせて祈るよう企図さ
れている。今の時代の便利なものはよりよく
利用したい。一方で、学校などでは人と人と
が向き合って互いにやり取りすることができ
ない形で授業が行われざるを得ない状況であ
る。便利であるし、このような事態なので仕
方がないとは思う。同時に、人との触れ合い
や交わりを通して様々な思いがわき出てくる
のであるから、触れ合いからやさしさを感じ
取り、互いのやり取りから考えを深める、と
いったことができなくなっているのは寂しい
ことである。
　ミサは生（live）であり、生きているもので
ある。だれもいない聖堂で復活賛歌や続唱を
一人で歌っていると、目の前にいない皆さん
とは霊的につながっているとはいえ、空虚感
は否めない。ミサは生である。対話がないミ
サはやはり空虚に響く・・・。それでもこの事
態が一刻も早く改善され終息に向かうように
と、日々葛藤している。
　さて、この機会にある本を読み直した。

『夜と霧』の著者Ｖ.Ｅ.フランクルの『それで

も人生にイエスと言う』である。フランクル
はあのアウシュヴィッツを奇跡的に生き抜い
た人で精神科医である。この著書は強制収容
所から解放された翌年（1947年）にウィーンで
行われた三回の連続講演の記録である（（１）
生きる意味と価値、（２）病いを超えて、（３）
人生にイエスと言う（（３）の原題は「十字架
の試練」）、の三つから成っている）。
　今のわたしたちを覆っている状況は大きな
苦難であり挑戦されていることでもある。こ
んな状況にどんな意味があるのか、問いか
けたくなるが、フランクルは次のように述
べる。「苦難と死は、人生を無意味なものに
はしません。そもそも、苦難と死こそが人生
を意味のあるものにするのです。（中略）人
生に重みを与えているのは、ひとりひとりの
人生が一回きりだということだけではありま
せん。一日一日、一時間一時間、一瞬一瞬が
一回きりだということも、人生におそろしく
もすばらしい責任の重みをおわせているので
す。」（同書p.49〜50）。フランクルは人間には
責任があると繰り返し述べる。「生きるとは、
問われていること、答えること―自分自身の
人生に責任をもつことである。」（p.57）。

　キリスト者は神からの呼びかけに「はい」
と答え、キリストに従いキリストにならって
生きようと日々悩みながら歩んでいく。この
ことを思い起こさせられる。
　フランクルは精神科医だから、精神的な支
えをなくし、将来を支えにすることができな
くなって精神的に落ち込むと、身体的にも衰
えてしまう収容所の人々の有り様・状況を目
の当たりに見て、心の医者としての困難や葛
藤を「十字架の試練」と述べている。話の筋
を大幅に省くが、結論部分ではこう述べる。
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「日常は灰色で平凡でつまらないものに見え
ますが、そう見えるだけなのです。といって
も、その日常をいわば透明なものにする、日
常を通して永遠が見えるようにするというこ
とだけが問題なのではありません。最終的に
大切なのは、この永遠が、時間に戻るよう私
たちに指し示しているということです。時間
的なもの、日常的なものは、有限なものが無
限なものに絶えず出会う場所なのです。この
出会いが、日常の聖別式になり、日常を「神
聖なものにする」可能性になるのです。私た
ちが時間の中で創造したり、体験したり、苦
悩したりしていることは、同時に永遠に向
かって創造し、体験し、苦悩しているので
す。」（p.158）。
　フランクルは「人生から何を期待できる
か」と問う問い方を自己中心的な世界観、自
己の利益という視点からの人生観と見て、こ
のような見方は、強制収容所におけるような
絶望的な状況では耐えることができないと述
べる。「私はもはや人生から期待すべきもの
は何ものも持っていない」と感じた人たちは
次々と倒れていった有り様を見ているからで
ある。同じように自己中心的な人生観、世界
観では今わたしたちがいま置かれている状況
を打ち砕くことはできない。キリスト者とし
て社会に、教会に何かを期待することから、
むしろ社会や教会から何を期待されている
か、自分には何ができるか、どう答えるか、
と問い直す。そうすることによって、永遠に
向かって即ちキリストに向かって、キリスト
を通して永遠の父である神に自分を託し委ね
ていく生き方がはっきりと見えてくるであろ
う。そしてそれは日常のなかで悪戦苦闘しな
がらも、日常の中からこそ永遠の神への道が
見えてくることでもある。
　復活された主イエスとの出会いは人格的な
交わりである。教会はいま集まることができ
ない。秘跡の執行も難しい。それでもわたし
たちはこの出会い、交わりを待ち望みなが

ら、日々毎日を葛藤を抱えながらも歩んでい
くのである。
　いまこそ主の復活を心して祝おう。わたし
たちの目と耳とを研ぎ澄まし、世界を見通す
賢明さと神の知恵を願い求めよう。
　
　「現在の苦しみは、将来わたしたちに現さ
れるはずの栄光に比べると、取るに足りない
とわたしは思います。被造物は、神の子たち
の現れるのを切に待ち望んでいます。被造物
は虚無に服していますが、それは、自分の意
志によるものではなく、服従させた方の意志
によるものであり、同時に希望も持っていま
す。つまり、被造物も、いつか滅びへの隷属
から解放されて、神の子供たちの栄光に輝く
自由にあずかれるからです。被造物がすべて
今日まで、共にうめき、共に産みの苦しみを
味わっていることを、わたしたちは知ってい
ます。被造物だけでなく、“霊”の初穂をいた
だいているわたしたちも、神の子とされるこ
と、つまり、体の贖われることを、心の中で
うめきながら待ち望んでいます。わたしたち
は、このような希望によって救われているの
です。見えるものに対する希望は希望ではあ
りません。現に見ているものをだれがなお望
むでしょうか。わたしたちは、目に見えない
ものを望んでいるなら、忍耐して待ち望むの
です。」（ローマ８・18-25）

お知らせ
当分の間、聖堂の開閉時間を次のようにい
たします。月曜日終日閉鎖。他の日は10
時～16時開けております。
各講座の開始時期は未定です。



4

　前号に引き続き、新型コロナウイルス感染
症により公開ミサの中止は続いている。
　3/24に2020年オリンピック・パラリンピッ
クがおよそ１年延期された。
　麻布教会として3/24に「3/30以降の主日ミ
サ・週日ミサについて」のお知らせを出したが  
3/25 東京都知事から自粛要請が出されたこと
を受け、しばらくの間，主日ミサ，週日ミサ
を中止した。主任司祭からのメッセージが同
時にだされ、HPにも掲載されたのでここに掲
載したい。

=============================
主任司祭からのメッセージ（3/26）

カトリック麻布教会の皆さんへ
主任司祭　江部　純一

　四旬節も残すところわずかとなりました。
いよいよ聖週間を迎え、さらに復活祭を喜び
をもって祝おうとしているこの時に、わたし
たちが置かれている状況は極めて深刻なもの
となってしまいました。新型コロナウィルス
が日本を世界を打ちのめそうとしているかの
ようですが、今こそ祈りの力と信仰に結ばれ
てそれぞれの場で困難な状況を打ち砕き祈り
続けていくために、メッセージをお伝えする
ことにしました。

　四旬節の初めからともにミサを献げること
ができなくなっています。四旬節は洗礼志願
者の準備期間であるとともに、既に洗礼を受
け教会生活をしている信者にとっては、回
心・忍耐・節制・犠牲などを行いながら生活を
振り返るよい機会です。今の困難な状況は、
忍耐とは？知恵を働かせるとは？節制とは？
と様々な面から見つめることができます。ミ
サに参加できないという状況は四旬節の精神

を過ごすことそのものでもあるとも思います。

　わたしたちは、みことばと聖体によって養
われているのですから、ミサに参加できなく
ても聖書を読み、黙想し、現状を乗り越えて
いく力を願い求めることができます。教会の
ため、全世界のため、病者のため、困難にあ
る人のため、亡くなった人のため、医療関係
者のため・・・に祈ってください。

　東京教区ウェブサイトにおいてミサの中継
が継続して行われます。この映像をご覧に
なってそれぞれの住まいで祈りをともにする
ことができます。普段はミサがあり、聖体を
いただくことが当たり前のような状況に対し
て、むしろ意識を高め信仰生活のあり方をも
見直す機会となるはずです。ミサを待ち望み
ながら、聖体を待ち望みながら祈り、主日や
聖週間の典礼におけるみことば＝聖書や詩編
の祈りを深めることができます。

　聖堂は昼間開けてあります（当面７時〜17
時頃）。聖体の前でお祈りができます。「聖書
と典礼」を置いておきますのでお取りくださ
い。「聖書と典礼」が手に入らなくても、様々
な仕方で日々の祈りやロザリオの祈りなどす
ることができます。皆さんにお勧めします。

　記録的な暖冬だった今年の桜の開花は、統
計開始以来最も早かったと言われています。
桜の花芽も冬の寒さで休眠し、その寒さを経
て季節になると見事に花開きます。教会は休
眠ではありませんが、現在の状況はこれまで
にない大きな苦難・苦境です。しかし江戸時
代の潜伏キリシタンが司祭不在の中でも信徒
の組織によって維持・運営されていたことを
思い起こすことも、大きな希望になると思い
ます。日本の各地では「司祭不在のときの集

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（続）
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会祭儀」を行っている地域・教会も増えてい
ます。「司祭を待ちながら」集まっている状況
をも思い起こす必要があると思います。ミサ
を待ち望みながら、みことばと祈りをもって
日々の生活を見直し振り返り、互いのいのち
を守り強めていただけるよう、心から主に願
い求め祈り続けてまいりましょう。

=============================
　３月の最終週の週末、東京都は不要不急
の外出自粛を呼びかけた。それに伴い、神
奈川、大阪、熊本などの各県も自粛要請を呼
びかけた。桜が見頃を迎えた上野公園、皇居
外苑、新宿御苑なども通行禁止、東京ディズ
ニーランド、東京スカイツリーを始め多くの
観光施設や行楽地では次々と臨時休業に入っ
た。関東エリアの百貨店、スーパーも臨時休
業、あるいは時間短縮営業を行っている。銀
座の歩行者天国も中止となった。

　教皇フランシスコは、３月25日のイタリア
時間正午に「主の祈り」を全世界で共に唱え
るよう招かれた。さらに、３月28日午前２時

（27日深夜26時）からフランシスコ教皇司式
による祈りと祝福がインターネットを通して
中継された。教皇は「今は、神の裁きの時で
はなく、生き方を立て直すときです」と話さ
れ、通常、教皇選出直後か、クリスマス、復
活祭にだけ行われる「ウルビ・エト・オルビ」

（ローマと全世界へ）の祝福を送られた。
　４月最初の週の週末も東京は外出自粛の呼
びかけが続いている。東京教区の各教会での
聖週間の公開ミサは中止され、麻布教会で
は、主任司祭から「復活徹夜祭に皆さんが時
間に会わせて聖書と祈りをしていただけるよ
うに」と「復活徹夜祭の読書（朗読と祈り）」
が配信されたのでここに掲載する。

=============================

復活徹夜祭の読書（朗読と祈り）（4/4）
主任司祭 江部　純一

１．出エジプト記（出14･15-15･1）
　〔その日、追い迫るエジプト軍を見て、イ
スラエルの人々が非常に恐れたとき、〕主は
モーセに言われた。「なぜ、わたしに向かって
叫ぶのか。イスラエルの人々に命じて出発さ
せなさい。杖を高く上げ、手を海に向かって
差し伸べて、海を二つに分けなさい。そうす
れば、イスラエルの民は海の中の乾いた所を
通ることができる。しかし、わたしはエジプ
ト人の心をかたくなにするから、彼らはお前
たちの後を追って来る。そのとき、わたしは
ファラオとその全軍、戦車と騎兵を破って栄
光を現す。わたしがファラオとその戦車、騎
兵を破って栄光を現すとき、エジプト人は、
わたしが主であることを知るようになる。」
　イスラエルの部隊に先立って進んでいた神
の御使いは、移動して彼らの後ろを行き、彼
らの前にあった雲の柱も移動して後ろに立
ち、エジプトの陣とイスラエルの陣との間に
入った。真っ黒な雲が立ちこめ、光が闇夜を
貫いた。両軍は、一晩中、互いに近づくこと
はなかった。モーセが手を海に向かって差し
伸べると、主は夜もすがら激しい東風をもっ
て海を押し返されたので、海は乾いた地に変
わり、水は分かれた。イスラエルの人々は海
の中の乾いた所を進んで行き、水は彼らの右
と左に壁のようになった。エジプト軍は彼ら
を追い、ファラオの馬、戦車、騎兵がことご
とく彼らに従って海の中に入って来た。朝の
見張りのころ、主は火と雲の柱からエジプト
軍を見下ろし、エジプト軍をかき乱された。
戦車の車輪をはずし、進みにくくされた。エ
ジプト人は言った。「イスラエルの前から退却
しよう。主が彼らのためにエジプトと戦って
おられる。」
　主はモーセに言われた。「海に向かって手
を差し伸べなさい。水がエジプト軍の上に、
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戦車、騎兵の上に流れ返るであろう。」モーセ
が手を海に向かって差し伸べると、夜が明け
る前に海は元の場所へ流れ返った。エジプト
軍は水の流れに逆らって逃げたが、主は彼ら
を海の中に投げ込まれた。水は元に戻り、戦
車と騎兵、彼らの後を追って海に入ったファ
ラオの全軍を覆い、一人も残らなかった。イ
スラエルの人々は海の中の乾いた所を進んだ
が、そのとき、水は彼らの右と左に壁となっ
た。主はこうして、その日、イスラエルを
エジプト人の手から救われた。イスラエルは
エジプト人が海辺で死んでいるのを見た。イ
スラエルは、主がエジプト人に行われた大い
なる御業を見た。民は主を畏れ、主とその僕
モーセを信じた。モーセとイスラエルの民は
主を賛美してこの歌をうたった。

答唱詩編（エゼキエル15　典礼聖歌79①②
③）
　答唱　神よあなたはわたしの力　わたしの
守り救い
　
　神をたたえよう、神は栄光を現し、
　馬と戦車を海に投げ入れられた。
　神よ、あなたはわたしの神、わたしの先祖
の神、
　わたしはあなたをあがめる。

　神は勇者、その名は主。
　ファラオの戦車と軍勢を海に投げ入れ、
　そのえりぬきの士官は紅海に沈んだ。
　水は彼らを覆い、彼らは石のように深みに
沈んだ。

　神よ、あなたの右の手には力がみなぎり、
　あなたの右の手は敵を押さえる。
　神よ、こうしてあなたの民は通り過ぎ、
　あなたのものとされた民は過ぎ越す。

２．エゼキエルの預言（エゼキエル36･16-

17a，18，22-28）
　主の言葉がわたしに臨んだ。「人の子よ、
イスラエルの家は自分の土地に住んでいたと
き、それを自分の歩みと行いによって汚し
た。それゆえ、わたしは憤りを彼らの上に注
いだ。彼らが地の上に血を流し、偶像によっ
てそれを汚したからである。
　それゆえ、イスラエルの家に言いなさい。
主なる神はこう言われる。イスラエルの家
よ、わたしはお前たちのためではなく、お前
たちが行った先の国々で汚したわが聖なる名
のために行う。わたしは、お前たちが国々で
汚したため、彼らの間で汚されたわが大いな
る名を聖なるものとする。わたしが彼らの目
の前で、お前たちを通して聖なるものとされ
るとき、諸国民は、わたしが主であることを
知るようになる、と主なる神は言われる。わ
たしはお前たちを国々の間から取り、すべて
の地から集め、お前たちの土地に導き入れる。
　わたしが清い水をお前たちの上に振りかけ
るとき、お前たちは清められる。わたしはお
前たちを、すべての汚れとすべての偶像から
清める。わたしはお前たちに新しい心を与
え、お前たちの中に新しい霊を置く。わたし
はお前たちの体から石の心を取り除き、肉の
心を与える。また、わたしの霊をお前たちの
中に置き、わたしの掟に従って歩ませ、わた
しの裁きを守り行わせる。お前たちは、わた
しが先祖に与えた地に住むようになる。お前
たちはわたしの民となりわたしはお前たちの
神となる。

答唱詩編（詩編42　典礼聖歌144）
　答唱　谷川の水を求めてあえぎさまよう鹿
のように　神よ、わたしはあなたをしたう

　わたしのこころはあなたを求め　神のいの
ちをあこがれる
　わたしが行ってみ前にいたり　み顔を仰げ
る日はいつか
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　わたしは日夜神を問われて　明け暮れ涙を
食物とする

　思い起こせばこころは高鳴る　喜び祝う
人々の群れ
　感謝と賛美の歌声の中を　わたしはみ前に
進み出た

　わたしのこころはなぜうち沈み　思い乱し
て嘆くのか
　救いの神に希望をいだき　かつてのように
み前に進み
　賛美の祭りをささげよう　わたしの救いわ
たしの神に

３．使徒パウロのローマの教会への手紙
（ローマ6･3-11）
　〔皆さん、〕それともあなたがたは知らないの
ですか。キリスト・イエスに結ばれるために洗
礼を受けたわたしたちが皆、またその死にあ
ずかるために洗礼を受けたことを。わたした
ちは洗礼によってキリストと共に葬られ、そ
の死にあずかるものとなりました。それは、
キリストが御父の栄光によって死者の中から
復活させられたように、わたしたちも新しい
命に生きるためなのです。もし、わたした
ちがキリストと一体になってその死の姿にあ
やかるならば、その復活の姿にもあやかれる
でしょう。わたしたちの古い自分がキリスト
と共に十字架につけられたのは、罪に支配さ
れた体が滅ぼされ、もはや罪の奴隷にならな
いためであると知っています。死んだ者は、
罪から解放されています。わたしたちは、キ
リストと共に死んだのなら、キリストと共に
生きることにもなると信じます。そして、死
者の中から復活させられたキリストはもはや
死ぬことがない、と知っています。死は、も
はやキリストを支配しません。キリストが死
なれたのは、ただ一度罪に対して死なれたの
であり、生きておられるのは、神に対して生

きておられるのです。このように、あなたが
たも自分は罪に対して死んでいるが、キリス
ト・イエスに結ばれて、神に対して生きている
のだと考えなさい。

４．マタイによる福音（マタイ28･1-10）
　さて、安息日が終わって、週の初めの日の
明け方に、マグダラのマリアともう一人のマ
リアが、墓を見に行った。すると、大きな地
震が起こった。主の天使が天から降って近寄
り、石をわきへ転がし、その上に座ったので
ある。その姿は稲妻のように輝き、衣は雪の
ように白かった。番兵たちは、恐ろしさのあ
まり震え上がり、死人のようになった。天使
は婦人たちに言った。「恐れることはない。十
字架につけられたイエスを捜しているのだろ
うが、あの方は、ここにはおられない。かね
て言われていたとおり、復活なさったのだ。
さあ、遺体の置いてあった場所を見なさい。
それから、急いで行って弟子たちにこう告
げなさい。『あの方は死者の中から復活され
た。そして、あなたがたより先にガリラヤに
行かれる。そこでお目にかかれる。』確かに、
あなたがたに伝えました。」婦人たちは、恐れ
ながらも大いに喜び、急いで墓を立ち去り、
弟子たちに知らせるために走って行った。す
ると、イエスが行く手に立っていて、「おはよ
う」と言われたので、婦人たちは近寄り、イ
エスの足を抱き、その前にひれ伏した。イエ
スは言われた。「恐れることはない。行って、
わたしの兄弟たちにガリラヤへ行くように言
いなさい。そこでわたしに会うことになる。」

賛美の賛歌（テ・デウム　典礼聖歌367）
　すべてのものの主、神よ、あなたをたたえ
て歌う。永遠の父よ、世界はあなたをあがめ
尊ぶ。
　神の使い　力あるもの、　ケルビムもセラ
フィムも絶えることなく高らかに賛美の声を
あげる。
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　聖なる主　聖なる主　すべてを治める神　
あなたの栄光は天地をおおう。
　共に声を合わせあなたをほめ歌う　救いを
告げた預言者の群れ　けだかい使徒と殉教者。
　世界にひろがる教会もあなたをたたえる。
　偉大な父　まことのひとり子　あかしの力
　聖霊を。
　栄光にかがやく王、　勝利のキリストよ、
　とこしえにあなたは父のひとり子。
　すべての人の救いのために、おとめから生
まれ、死にうち勝ち、信じるものに神の国を
開かれた。
　父の右に座し、すべてをさばくために、栄
光のうちにふたたび来られる。
　 とうとい血にあがなわれたわたしたちをさ

さえてください。　諸聖人とともに、とわ
のいのちを喜ぶことができるように。

　神よ、あなたの民を救い、従うものを祝福
し、いつまでも高めみちびいてください。
　日ごと感謝をささげ、世々にあなたの名を
ほめたたえる。わたしたちをきょうも、罪か
らお守りく
　ださい。
　神よ、ゆたかなあわれみをわたしたちに。
　 あなたにより頼むわたしたちに。　あなた

にかけたわたしの希望は　とこしえにゆる
がない。

結びの祈願
　全能永遠の神よ、あなたはきょう御ひとり
子によって死を打ち砕き、
　永遠のいのちの門を開いてくださいまし
た。主イエスの復活を記念し、
　この神秘にあずかるわたしたちを、あなた
の霊によってあらたにし、
　永遠のいのちに復活させてください。
　わたしたちの主イエス・キリストによって。

アーメン

復活の主日（4/12）
東京カテドラル聖マリア大聖堂にて菊地大司
教司式のミサでのお説教です。

　皆様、主イエスの御復活おめでとうござい
ます。
　今この瞬間にも、世界中で、そして日本で
も、多くの人がいのちを守ろうとして、いの
ちを救おうとして、力を尽くしておられま
す。感染が拡大し続け、いったいいつまでこ
のような状態が続くのだろうかと、先行きを
見通すことが難しい中で、なんとかいのちの
危機を食い止めようと努力する人たちの存在
は、希望の光です。医療従事者に感謝し、そ
の健康のために祈ります。
　いのちを守るための闘いが続いている直中
で、わたしたちは、新しいいのちへの復活と
いう、わたしたちの信仰にとって、最も大切
な出来事を記念し、祝っております。いのち
を守る行動が、これほどまでに注目され、そ
の価値が強調された四旬節と復活祭を、経験
したことがありません。
　多くの人が、とりわけわたし自身を含め
た医学の素人が、今年の初め頃には、事態
がこんなに大事になるとは思っていませんで
した。世界中で段々と深刻さの度合いが増す
に連れて、危機感を強めてこられた方も多い
と思います。わたし自身も、１月半ば頃から
今に至る３ヶ月間、東京教区をあずかる立場
にあってどういう判断をするべきなのか、悩
みました。医療の専門家にも何度も相談をし
ました。的確で時宜を得たアドバイスをいく
つもいただきましたが、同時に専門家の間で
も、事態のとらえ方が異なり、様々な意見が
あり、難しい選択を迫られて困惑することも
たびたびありました。
　まだ終息に至っていない現時点で、その決
断の可否を判断し評価することはできません
が、教区全体で公開のミサを中止にするとい
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う判断は、簡単に到達した結論ではありませ
ん。その判断が、10万を超える東京教区の信
徒の方に及ぼす影響を考えたとき、いのちを
守るためにとるべき最善の道はどこにあるの
か、逡巡を重ねてきましたし、今でも毎日、
刻々と変化する状況を目の当たりにして、次
の決断へと悩む日々が続いています。
　しかし常に念頭に置いているのは、神から
あたえられた賜物であるいのちを守るために
最善の道を探ることであり、同時に、信仰の
うちに神への信頼を失わない道を探求するこ
とであります。
　人類は今、いのちの危機に直面していると
言っても過言ではありません。人類全体に影
響を及ぼすいのちの危機は、凄まじい強力な
伝染病や、星の衝突や、巨大地震や火山の噴
火といった天災ではなく、たいしたことのな
い風邪のようだと当初は言われた、ウイルス
によってもたらされました。大混乱をもたら
す災害によっていのちの危機が明白に生じる
のではなくて、知らないうちに感染しそれが
知らないうちに拡大し、いまは危機的状況な
のだと何度も自分に言い聞かせなければ忘れ
てしまいそうな弱々しい形で、わたしたちに
迫ってきました。
　これまでの歴史の中でわたしたちが築き上
げてきた世界が、大げさな言い方かも知れま
せんが、これほど簡単にいわば存亡の危機に
直面するとは、思ってもみませんでした。
　今般の感染症の拡大という理不尽な出来事
は、混乱と恐れと悲しみをわたしたちにもた
らしていますが、同時に、少し立ち止まっ
て、今までの世界の歩みを見つめ直し、新し
い世界へと変わっていく道を探るよう、わた
したちを促しているようにも思います。
　教皇フランシスコの回勅「ラウダート・シ」
にあるように、わたしたちはいのちを守るた
めに、総合的なエコロジーの観点から、地球
環境問題をはじめとした人間のいのちを取り
巻く様々な課題に取り組むことが必須である

と議論を続けていました。
　わたしたちの共通の家をまもり、将来の世
代によりふさわしい環境を残していく責任を
果たすためには、「この世界でわたしたちは何
のために生きるのか、わたしたちはなぜここ
にいるのか、わたしたちの働きとあらゆる取
り組みの目標はいかなるものか、わたしたち
は地球から何を望まれているのか」といった
問いに答えていかなければならないと、教皇
は回勅で呼びかけます（160）。
　わたしたちは、現時点では、感染症の前に
まさしくなすすべもなく、途方に暮れていの
ちの危機に直面しています。加えて、この事
態が、人類の歴史の中で、今回が最後である
と、いったい誰が断言できるでしょうか。わ
たしたちは、自らの存在の意味を、あらため
て問い直すように、招かれています。
　コリントの教会への手紙に、「いつも新しい
練り粉のままでいられるように、古いパン種
をきれいに取り除きなさい」という言葉が記
されていました。
　復活された主の新しいいのちへと招かれて
いる教会には、常に新しいいのちを生きるた
めに、その立ち位置を過去に固定させ留まる
ことなく、前進し続けることが求められてい
ます。
　実際、今般の出来事によって、聖堂に共に
集い、聖体祭儀にあずかって、キリストの体
における一致を体験することができなくなっ
ている教会は、半ば強制的に、そのあり方を
変革するように求められています。
　聖体祭儀がその中心であることには何も変
わりがないものの、それができなくなってい
る今、世界中の教会は、共同体のきずなを確
認し深めるために、様々な手段を講じていま
す。このようにインターネットを通じてミサ
を中継している教会も多くありますし、講座
や祈りを、配信し始めたところも少なくあり
ません。日本だけではなく、世界中です。司
祭や信徒が個人で発信を始めている例も少な
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神の子と呼ばれる

　「私は神の子になれたのかな？」この５歳の
女の子の言葉に私は衝撃を受け、この取材を
始めた。ことの発端はこの５歳の女の子の父
親の◯◯さんが後輩の中国企業の経営者から
日本でマスク不足の危機の状態にあるという
ことでマスク大人用と子ども用合わせておよ
そ1000枚近くを寄贈されたいということだっ
た。そこで◯◯さんは５歳のお子さんを交え
て家族の中で、どこに寄贈したらいいだろう
かと相談した。５歳のお嬢さんが「教会の△
△さんに聞いてみたらいい！」と提案した。

△△さんは医療関係者から悲痛の叫びを聞い
ていたのですぐに連絡をとり、結局、二人の
医師のところに届くことになった（高齢者施
設等にはすでに寄付援助が行われていること
が報道されていた）。

　マスクが届いた医療機関からはすぐに◯◯
さんにお礼の手紙が届いた。◯◯さんはお嬢
さんにそのお礼状を読んであげたところ・・・

「私、神さまの子どもになれたかな？」

取材　広報部会

くありません。
　心の避難所である教会の存在は、どの時代
にも重要です。祈りを捧げる聖なる場所も信
仰には必要です。共同体の皆と共に、一緒に
賛美を捧げる場所は、わたしたちにとって欠
かすことができません。わたしたちの信仰
は、共同体の信仰です。ですから教会に集ま
ると言うことが、消滅してしまうわけではあ
りません。
　しかし、今回の事態はわたしたちに、目に
見えない教会共同体のきずなを深めることの
大切さ、そして目に見えない教会共同体のき
ずなは、毎日の家庭や社会での生活にあって
もつながっていることを、あらためて自覚さ
せてくれました。すなわち、わたしたちの信
仰は、日曜日に教会に集まってきたときにだ
け息を吹き返すパートタイムの信仰ではなく
て、教皇フランシスコがしばしば指摘される
ように、フルタイムの信仰であることを、思
い起こさせてくれています。
　インターネットで様々な場所からのミサの
中継があることで、選択肢が増えたと喜んで
おられる方もいるのかも知れません。
　違うのです。

　インターネットを通じて、教会が皆さんの
毎日の生活の中にやってきたのです。教会は
生活とかけ離れた存在ではなくて、毎日の生
活の中にあるものとなったのです。教会は特
別なところではなくて、普段の生活の一部と
なろうとしています。
　教会は、社会から隔離された避難所ではな
く、社会の荒波の直中にある一艘の船です。
港に繋がれている船ではなくて、荒波に乗り
だしている船です。
　同じ船に乗っている仲間として、そのきず
なをあらためて確認し、いのちの危機に直面
している世界の直中で、復活された主イエス
の新しいいのちへの希望を、光り輝かせる新
しい教会となりましょう。

=============================
　４月７日には東京、神奈川、埼玉、千葉、
大阪、兵庫、福岡の７都府県で、緊急事態宣
言が出され、16日は全都道府県に拡大した。
期限は５月６日までとしているが、感染者は
減る気配を見せていない。４月19日現在、国
内感染者は１万人を超えている。

（文責　広報部会）
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　超忙しい医師の方々がすぐにお礼の手紙を
下さったということで◯◯さんも本当に喜ん
でおられた。 ◯◯さん、およびお手紙を下
さった医師のお二人から許可をいただいたの
で、ここに紹介したい。

===大人用マスクを受け取ったクリニックの
医師から==

前略
　この度は、貴重なご支援を頂きまして、本
当に本当にありがとうございます。ご多忙に
も関わらずお気遣いいただきましたこと、心
より感謝しております。マスクやエタノー
ル、手指の消毒液など、診療には当たり前
のように必要なものが、この二ヶ月は発注し
ても入ってきません。「普通に」診療を続け
ることが段々難しくなってきています。「入
荷次第」と言われ、運が良ければ納品される
という状況の中、マスクの心配がなくなりま
した！涙が出るほど嬉しく思っております。
私のクリニックは、医療機関と言っても従業
員４人の小さな個人商店のようなものですか
ら、何の補助も援助もありません。新型コロ
ナ感染症の影響で、クリニックに来られる患
者さんも激減し、例年の６割程度まで落ち込
んでいます。どこも同じような状況ですが、
経営破綻も十分ありうる話ですし、毎日不安
で仕方がないというのが正直なところです。
そのような中、◯◯様から温かいご支援を頂
きまして、安堵とともに生きる活力も湧いて
きます。一開業医ですから、小さなことしか
できませんが、地域の皆様の為になんとか診
療を続けられるよう、努力して参りたいと
思っております。
　何か私がお役に立てることがあれば喜んで
致しますのでお声おかけ下さい。
　 ◯◯様もお仕事、お体のこと、ご心労も
大きいことと思います。くれぐれもご自愛く
ださいますよう、お祈り申し上げます。

　本当にありがとうございます。
草々

==子ども用のマスクを受け取った小児科クリ
ニックの医師から==

拝啓
　春暖の候　◯◯様にはますますご清祥のこ
ととお慶び申し上げます。
　この度は、たくさんのマスクを送っていた
だきありがとうございました。さっそくクリ
ニックの患者様にお配りしておりますが、皆
さんマスク不足にお困りのようでしたので、
とても喜んでくださっています。
　この先もまだまだ落ち着かない日々が続き
そうですが、地域の医療を預かっている立場
として、スタッフ一同改めて気を引き締めて
いるところです。
　時節柄◯◯様にはくれぐれもご自愛のほど
お祈りいたします。
 略儀ながら書中にてお礼を申し上げます。
敬具

=============================              
　マスクを寄付なさった◯◯さんご自身の

「医療現場の方々には頭が下がります。」の言
葉に深く感銘を受けた。また、◯◯さんの５
歳のお嬢さんに倣って、いつもみことば通り
に生きていきたいと切に思った。

平和を実現する人々は、幸いである。
その人たちは神の子と呼ばれる。

（文責　広報部会）
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2020年のみこころ祭は中止
ヨハネ 新井　公夫

（実行委員会呼び掛け人）

　「こころ」３月号で、今年の「みこころ祭」
を５月31日（日）に開催するとお知らせしま
した。３月に信徒の皆さんに呼び掛けて実行
委員会を発足させ、準備を進める心づもりで
した。しかし、新型コロナウイルスの感染が
広がり、教会でも、ミサも、集まりもできな
い状態が続いています。何よりも、だれも先
の状況を見通すことができません。したがっ
て、例年どおりの開催を呼び掛けたみこころ
祭ですが、残念ながら今年は中止することに
しました。
　「イエスのみ心の祭日」は６月19日ですが、
気候などを考え前倒しの開催を呼び掛けてい
ました。開催日時を変更することもできるで
しょう。しかし、教会にみなさんで集まれる
ようになった時には、まず、共同体の活動を
元に戻せるように取り組むことになるでしょ
う。みこころ祭は今年は休み、来年、2021年
にはいつものように集まり、皆さんで１日を
過ごします。

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、今号もスケジュールの掲載はいたしません。 

（編集担当 高岡　詠子） 




