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神父さまが撮影された、アサガオ、ゴーヤ、スイカなどの発芽した新芽のお写真を
各所に掲載いたしました。お楽しみください。

アサガオとゴーヤ（昨年の種が落ちて自然に発芽したものです。強い生命力を感じます。 ）

スイカ（左）とミニトマト（右）

マクワウリ（左）とナス（右）
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主任司祭　ルカ 江部　純一

「リコーダー・尺八・オルガン－－聖霊来てください」

　中学三年という年は私にとって思い出深い
年であった（このことはまた別の機会にお話
することになろう）。音楽の授業では全員がア
ルトリコーダーに取り組むことになり、みん
な一生懸命「グリーンスリーブス」を練習し
た。その後大学時代まで何らかの形で時々リ
コーダーを吹いていた。私が尺八を始めたの
は大学一年の秋である（そのきっかけや経緯
はこれもまた別にお話することにする）。先生

（師匠）について教えを受けることになり（入
門したわけだ）、最初の頃先生に「リコーダー
も尺八も上達したい」などと話した記憶があ
る。リコーダーの教本で知っていた上杉紅童
という人は尺八も吹く、というようなことが
頭にあったからだ。
　新潟教会のオルガンは昭和初期に制作され
たドイツ製のもので、日本では最も古いオル
ガンの一つである。現在は電気で風を送るよ
うになっているが、背後に回ると、かつて使
われていたふいごがある。ふいごから送られ
た空気が風箱の上に立てられたパイプを通っ
て音が出るのである。音を出すには鍵盤を押
すことになる。リコーダーは指孔を押さえ
て音程を変えるが、オルガンは一本で一つの
音・音色しか出ないので何本ものパイプと音
色を変えるストップが必要となる。しかし原
理はリコーダーと同じ。わたしがリコーダー
とともにオルガンが好きなのは同じ「笛」だ
から（?!）。オルガンはリコーダーである。
　さて、尺八はどうか。真竹の淵の一部を斜
めに切って、そのわずかなすき間に息を吹き
込んで音を出す。リコーダーのように息を吹
き込めば音が出る構造になっておらず、自分
で歌口に直接息を吹きかけ、その微妙な角度
によって初めて音が出ることになる。尺八も

「笛」なので、その音色・深遠な曲想とも相

まってやはり愛する楽器である。
　ストラヴィンスキーはオルガンを「呼吸し
ない怪物」と言ったらしいがそれは間違って
いる。ふいごで風を送りその風をパイプに通
す。ふいごは人が身体を使って一生懸命操作
する。だからオルガンは呼吸をする立派な

「笛」である。

＊
　聖歌「父はいる」（典礼聖歌４０１）は詩人
高野喜久雄の作詞である。ここで少し寄り道
をする。有名な合唱曲「水のいのち」は髙田
三郎作曲、高野喜久雄作詞である。高野が教
師をしていた新潟県高田（当時）で出会い、
その後も交流があった佐藤光子さんの句があ
る。　

「さまざまなものを沈めて水澄めり」
　
この句の鑑賞を高野が書いている。
　「この句はとても優しくて、私をいちばん励
ましてくれるものだ。こんなに素直に、しか
も正確に水を見つめた句に出会うのは幸せな
ことだ。森を縫って流れる小川であろうか。
葉や枝や木の実も沈め、蛙やトカゲや小鳥の
死骸も沈め、また人間どもの投げ捨てたご
み、あらゆるものを黙って受け止め、なお絶
え間なく流れ止まないせせらぎであろう。底
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に沈めたものの異形さにもかかわらず、いや
むしろその故にと言うべきか、水はますます
澄んでゆく。それはまるで祈りのようだ。切
なく悲しき儀式のようだ。
　そして誰もが気づくのである。そうだ、自
分もまた恐らくはこのひたむきな水ではない
かと。ありとある塵あくた、異形なごみを流
しさるほどの力はないが、もっともっと清ら
かに、澄もうと願うことならできるはずだ
と。」（佐藤光子「水澄めり」新風舎 2006年 絶
版 ）
　高野の鑑賞文は「水のいのち」のこころそ
のものであると言っていい。この機会にまた

「水のいのち」を味わってみたい。
＊

　さて、尺八である。尺八やリコーダーを吹
く。わたしの先生ではないが、尺八は吹くの
ではなく吐くのであると言っている尺八家も
いる。この言葉は考えるに値する。聖歌「父
はいる」の歌詞一番は「父はいる　吐く息　
吸う息のうちに。父はいる　組む指組めない
指に　歌うのど歌えぬのど　おおどこにでも
　父はいて　父はいて　そのわざはひとつ」
と歌う。作曲者は、この歌詞は詩人でフラン
ス大使として日本に滞在したポール・クローデ
ルの「我々は神を呼吸しているのだ」に霊感
を得て作られたものであると述べている。作
詞は先の高野喜久雄である。（ポール・クロー
デルは日本在任中、毎日曜日神田教会のミサ
に出席し、座る席も決まっていたということ
である）。神はすべてのものに遍くおいでにな
るということだ。
  「主なる神は、土（アダマ）の塵で人（アダ
ム）を形づくり、その鼻に命の息を吹き入　
れられた。人はこうして生きる者となった。」

（創世記2･7）
　「神の霊がわたしを造り　全能者の息吹が
わたしに命を与えたのだ。」（ヨブ記33･4）
　なかなか音が出ない尺八。練習し始めて30
分くらい経つとようやく音が出始めるが、そ

の時には酸欠になって頭はくらくら。練習は
そこでおしまい。というのでは先生に合わせ
る顔がない。「自分の吐く息がそのまますべて
音になりたい」といつも思う。それは「いの
ちの息」そのものが楽器で、その息が音にな
るからである。
　「岩波古語辞典」（初版）の「いのち」の項
目には次のような説明がある。「イは息（い
き）、チは勢力。従って、「息の勢い」が原
義。古代人は、生きる根源の力を目に見えな
い勢いのはたらきと見たらしい。・・」と。
キリスト者にとっていのちとは、見えない神
の働き、神の霊＝息吹を日々毎日生きていく
こと、神とともにあるということである。人
は神の息＝霊を呼吸しているのである。尺八
を吹く＝尺八に神の息を吐く、そして深遠な
神のはからいを竹に息を吹き込むことによっ
て祈るということ。リコーダーはというと、
同じ息を吹き込むが強すぎても弱すぎても音
程が不安定となる。息をたくさん吸い込んで
いてもその全部が音になるには息が多すぎる
ことがある。ここが尺八との大きな違いであ
る。吹き込む息の量を調節しなければならな
い。これは実は難しい。オルガンは一定の
風、空気が送り込まれるから、通常は音量が
変えられない。音色を変化させるかスウェル
シャッターを開閉して音量と音の柔らかさを
調節する。新潟教会のオルガンは一段鍵盤で
音色を変化させるストップも少ない。スウェ
ルペダルを踏むと、オルガン本体横にある扉
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が開閉し、音の強弱をつける。すぐそばで見
ているとこの装置がよくわかる。リコーダー・
尺八・オルガンは、いずれも神の息＝風＝霊
をそれぞれの楽器に吹き込むもの、生きてい
る＝呼吸をしているのである。生きているか
ら演奏者によって少しずつ音色も表情も違
う。それは生きているあかしである。

＊
　いろいろなところで指摘されているとお
り、新型感染症による影響は極めて大きい。
教会活動だけでなく、今後の世界のあらゆる
活動が今までと同じようにはいかなくなるだ
ろう。様々な指摘は各分野・各方面を見てい
ただくとして、ここでは次のことだけは確認
しておかなければならない。①地球上に生き
るすべての人が、差別されることなく、生き
るための手だてが与えられること。職業上も
地域・国においても人間としてふさわしい生
活と医療が保証されること。②国連開発計画
の持続可能な開発目標（SDGs）。貧困に終止
符を打ち、地球を保護し、すべての人が平和
と豊かさを享受できるようにすることを目指
す普遍的な行動を取っていくこと。理想に終
わらせてはならない。③わたしたちにとって
は、今までの生活を少しでも見直し実行に移
していくこと。特に資源のない日本（たとえ
ば食料自給率は40％を下回っている）は再生
可能エネルギーの開発と利用に舵を切る決断
をする。電気のスイッチを消すところから始
める。地球温暖化につながることを少しでも
やめ始める。根本的には、ダグラス・ラミス著

「経済成長がなければ私たちは豊かになれない
のだろうか」（平凡社）ということではないだ
ろうか。

＊
　先の「水のいのち」の５．「海よ」の一部で
ある。
　ありとある　芥／よごれ　疲れはてた水／
受け容れて／すべて　受け容れて／つねに　
あたらしくよみがえる／海の　不可思議／　

　　おお　海よ／たえまない　始まりよ／あ
ふれるに　みえて／あふれる　ことはなく／
終るかに　みえて／終ることもなく／億年の
　むかしも　いまも／そなたは／いつも　始
まりだ／おお　空へ／空の高みへの　始まり
なのだ

　神が造られ、秩序づけられ、ご自身の息吹
を送られわたしたちを生かしてくださってい
るとてつもない恵みを無駄にしてはならな
い。聖霊を悲しませてはならない。
　ヨブは友人に述べる。「神の息吹がまだわた
しの鼻にあり　わたしの息がまだ残っている
かぎり　この唇は決して不正を語らず　この
舌は決して欺きを言わない」（ヨブ27･3-4）　
わたしたちには神の息吹が注がれている。

「けがれたものをきよめ　すさみをうるおしう
けたいたでをいやすかた　かたいこころをや
わらげ　つめたさをあたため　みだれたここ
ろをただすかた」（聖霊の続唱）

　聖霊来てください。あなたの息吹を注ぎ、
わたしたちを照らし清めてください。人間に
とって何が一番大切なことなのか、教え導き
助けを与えてくださいますように。あなたの
いのちの息を、それぞれがそれぞれの仕方で
奏で、響きあってともにあなたを賛美するこ
とができますように。困難な時を乗り越えて
いく力をお与えください。
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緊急事態宣言解除後の教会活動について
東京大司教区から緊急事態宣言解除後の教会活動についてというメッセージが出されました。

今後、東京都や千葉県の公立学校再開の状況や、大規模イベント自粛要請の解除などを見極めた
上で、日程を定め、感染症対策を行い、また「三つの密」を避けながら、限定した条件下で、段階
的に教会活動を再開させます。 
教会活動を再開する状況となったときには、その日程と、感染対策のための段階的な条件を公示い
たします。
とのことです。みなさま、しばらくの間、ご自宅でお祈りください。 
全文はhttps://tokyo.catholic.jp/archbishop/message/38820/
からご覧になれます。

緊急事態宣言が、5月25日をもって解除されました。状況は流動的で、感染流行には今後も何

度かの波があるという専門家の指摘があります。

したがって、宣言解除後もしばらくは、原則として現状を維持します。

新型コロナウイルス感染症に伴う自粛期間
教皇フランシスコのマリア様のお祈りと菊地大司教お説教

　５月６日までとされていた緊急事態宣言は
延長され、その後、東京、神奈川、千葉、埼
玉、大阪、京都、兵庫、北海道以外の 39 県
は14日に解除された。「第２波は来ると思わ
なければならない。気を緩めないでほしい」
と西村経済再生担当相はコメントした。

　５月は聖母月。教皇フランシスコは、2020
年５月にあたってすべての信者に送る手紙
(https://www.cbcj.catholic.jp/2020/04/30/20707/)
の中で聖母にささげる祈りを二つ用意してくだ
さった。この祈りを掲載する。また、復活節第
六主日（世界広報の日）の菊地大司教のお説教を
合わせて掲載する。

＊
　教皇フランシスコ、2020年５月にあたってす

べての信者に送る手紙より

マリアへの祈り 一
聖マリア、
あなたは救いと希望のしるしとして、いつも
わたしたちの歩みを照らしておられます。

病人の希望であるあなたに信頼して祈ります。
あなたは十字架の下で、揺るぎない信仰を
もって、イエスと苦しみをともにされました。

「ローマの民の守護者」＊であるマリア、あなた
はわたしたちに必要なものをご存じです。
わたしたちはあなたがそれを与えてくださる
と信じています。
ガリラヤのカナでなさったように、
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新型コロナウイルス感染症の大流行のただ中
にあるわたしたちに、
あわれみの目を注いでください。
愛する人を亡くした悲しみに打ちひしがれて
いる人、
亡くなった人を大切に葬ることもできずに涙
を流している人を慰めてください。
病にかかった愛する人を気遣いながらも、
感染防止のために、寄り添うことのできない
人を支えてください。
将来が見通せず、収入や仕事への影響を心配
して不安に陥っている人に、
希望をお与えください。

神の母、わたしたちの母マリア、
わたしたちのために、いつくしみ深い父であ
る神に執り成してください。
この大きな苦しみが終わりを迎え、希望と平
和を新たに見いだすことができますように。
カナの婚宴でなさったように、御子に取り次
いでください。
患者や犠牲者の家族が力づけられ、
その心が開かれて御子を信頼することができ
ますように。

この危機の最前線で、命がけで人命の救助に
あたっている医師、看護師、医療従事者、ボ
ランティアをお守りください。
勇気を奮って力を尽くすこの方々を励まし、
力と惜しみない心と健康をお与えください。

病者を昼も夜も見守っている人々、
牧者の心で福音に従い、
一人ひとりを助け、支えようとする司祭たち
に寄り添ってください。

おとめマリア、
科学者の心に光を注いでください。
このウイルスに打ち勝つ効果的な方法を見い
だすことができますように。

この試練の後に喜び祝うときが再び訪れます
ように。

愛である神の母マリア、わたしたちを助けて
ください。
わたしたちが御父のみ心に応え、
イエスのことばに従って生きることができま
すように。
イエスはわたしたちの苦しみをその身に負い、
わたしたちの悲しみを引き受け、
十字架を通して、わたしたちを復活の喜びに
導いてくださいます。
アーメン。

神の母聖マリア、
あなたのご保護により頼みます。
苦難のうちにあるわたしたちの願いを聞き入
れてください。
栄光に輝く幸いなおとめよ、
あらゆる危険から、いつもわたしたちをお救
いください。

訳注：
＊教皇司式の典礼で用いられている聖母子の
イコンの名称「Salus populi Romani」から取
られている表現。このイコンはこれまでも疫
病の終息を願って祈りをささげる機会に用い
られた

＊
マリアへの祈り 二

神の母聖マリア、あなたのご保護により頼み
ます。

神の母、わたしたちの母マリア、
全世界が苦しみと不安に襲われているこの過
酷な日々の中で、
あなたのご保護により頼み、助けを求めます。

おとめマリア、
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各国の指導者を支えてください。
知恵と心遣いと惜しみない心をもって、
生活に必要な物にも事欠く人々を助け、
将来への展望と連帯の精神をもって、
社会的、経済的な対策を講じることができま
すように。

聖マリア、
わたしたちの良心を突き動かしてください。
軍備の拡張のために費やされる莫大な費用が、
将来、このような悲惨な出来事を繰り返さな
いための必要な研究に使われますように。

愛する母マリア、
わたしたちがすべての人とのつながりに気づき、
ただ一つの大きな家族の一員であるという思
いが、
世界に広がるようにしてください。
愛と連帯の精神をもって、
貧困や悲惨な状態を改善するために役立つこ
とができますように。
信仰を堅く守り、粘り強く奉仕し、絶えず祈
る者としてください。

悩み苦しむ者の慰めであるマリア、
病に苦しむあなたのすべての子らを抱きしめ
てください。
神が全能のみ手を差し伸べ、
この恐ろしい感染症の大流行からわたしたち
を救ってくださるようお祈りください。
普段どおりの穏やかな生活を取り戻すことが
できますように。

聖マリア、
救いと希望のしるしとしてわたしたちの道を
照らしてくださるあなたに、
この身をゆだねます。
おお、いつくしみ、恵みあふれる喜びのおと
めマリア。
アーメン。

＊
教皇フランシスコは、5月14日（木）を「祈り
と断食、愛のわざの日」とし、新型コロナウ
イルスのパンデミック終息のために、すべて
の宗教の信者とともに祈るよう呼びかけた。
祈りの日を提案した「人類のきょうだい愛の
ための高等委員会」は、教皇が2019年２月に
アラブ首長国連邦を訪問した際、アル＝アズ
ハルのグランドイマーム、アフマド・アル・タ
イーブ師と「『世界平和のための人類のきょ
うだい愛』に関する共同宣言書」に署名した
ことをきっかけとして、同年8月に設立され
た。同委員会は、パンデミックと闘うために
は、薬や医学的研究の大切さを再確認すると
同時に、神により頼むことを忘れてはならな
いと訴えた。

　教皇庁諸宗教対話評議会議長のミゲル・ア
ンヘル・アユソ・ギクソット枢機卿は、教皇の
この招きに応え、この祈りの日を「分断され
た心を一致させ、人の魂を高める神への信仰
の偉大さの証し」（「世界平和のための人類の
きょうだい愛」に関する共同宣言書）とする
よう呼びかけた。（カトリック中央協議会ホー
ムページより）

＊
復活節第六主日（世界広報の日）

2020年５月17日

菊地大司教お説教
　わたしたちは、イエス・キリストの福音を
のべ伝えます。人となられた神のことばであ
る、イエスを告げしらせます。「折が良くても
悪くても励みなさい。とがめ、戒め、励まし
なさい。忍耐強く、十分に教えるのです」と
パウロがテモテへの手紙に記すように、あり
とあらゆる困難を乗り越えてでも、わたした
ちは福音をのべ伝えます。福音を告げしらせ
ることが、わたしたちに与えられた使命だか
らに他なりません。
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　困難な状況が続く中でも、次のステップに
進む可能性がかろうじて見えてきたいま、
三ヶ月近くも教会に集まれずにいるわたした
ちは、どうしても、教会へと実際に足を運
び、一緒になってミサにあずかることに、思
いを集中させてしまいます。もちろん集まる
ことは大切なことですし、ご聖体における一
致は、教会共同体の根本を形作るものであり
ます。
　しかし同時に、わたしたちは、与えられて
いる大切な使命を思い起こしたい。福音を、
社会のただ中で、すべての人へ告げるように
と派遣されている、その使命を思い起こした
い。とりわけ、この困難な状況の中で、暗闇
における希望の光を輝かせる務めが、教会に
はあるのだと思い起こしたい。そして、その
教会とは、誰かのことではなく、わたした
ち一人ひとりのことだと、自分のことなのだ
と、思い起こしたい。
　教会は、今日の主日を、「世界広報の日」
と定めています。第二バチカン公会議の「広
報メディアに関する教令」に基づき、「広報分
野における各自の責務について教えられ、こ
の種の使徒職活動のために祈り、援助のため
に募金するように（18）」と、1967年に始まり
ました。
　もちろん当初は、新聞、雑誌、テレビ、ラ
ジオ、映画などの広報媒体を用いて行う専門
的な使徒職が対象でしたが、今や時代はイン
ターネットです。SNS の様々な手段を通じ
てわたしたちは、個人的なコミュニケーショ
ンにとどまらず、誰でもいつでも、世界に向
けて声を届ける手段を手に入れました。いま
や、広報における使徒職は、特別な人や団体
だけに限定された使徒職ではなく、すべての
キリスト者が関わることのできる福音宣教の
ための使徒職ともなりました。
　広報専門職の重要性には変わりがありませ
んが、同時に、すべてのキリスト者が、福音
宣教のための道具を手にしているのです。も

う、福音宣教ができない口実を並べることは
できません。わたしたちは、道具を手にして
いるからです。
　「広報メディアに関する教令」には、こう記
されています。
　「母である教会は、これらのメディアが正し
く活用されるなら、人類に大きく貢献するこ
とを熟知している。それらが人々を憩わせ、
精神を富ませ、また神の国をのべ伝え、堅固
なものとするために大いに貢献するからであ
る（2）」
　しかし同時に、この教令は、次のような警
告も記しています。
　「人々が神である創造主の計画に反してメ
ディアを用い、それらを人類への損失に変え
うることを、教会は認識している。実に、そ
の誤用によって人間社会に幾たびとなくもた
らされた損害を前に、教会は母としての痛み
を感じている（2）」
　確かにこの数年、わたしたちは簡便なコ
ミュニケーション手段を手に入れ、どこにい
たとしても、十数年前とは比べものにならな
いほど大量の情報を、あっという間に集める
ことができるようになりました。さらには、
SNSを通じて、簡単に不特定多数に向けての
情報発信ができます。
　それと同時に、「フェイク・ニュース」とい
う言葉に代表される裏付けのないデマに、簡
単に踊らされる事態に直面する危険も増えて
います。
　さらには、発信される言葉が時として暴力
的になり、人間の尊厳をおとしめるような差
別を生み出す原因となったり、いのちを危機
にさらすような出来事の引き金を引く可能性
すら存在します。この数ヶ月のように、先行
きが見通せない中で不安が積み重なっている
状況は、疑心暗鬼の中で殺伐とした言葉のや
りとりを生み出す可能性を持っています。
　ペトロは今日の第二朗読の中で、「あなた
方の抱いている希望について説明を要求する
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人には、いつでも弁明できるように備えてい
なさい。それも、穏やかに、敬意を持って、
正しい良心で、弁明するようにしなさい」と
諭しています。
　イエスご自身から、福音宣教の使命を与え
られているわたしたちは、SNSなどを通じた
発信が、福音宣教の使徒職を果たすための手
段となるという可能性を、意識したいと思い
ます。
　わたしたちは、自分の言葉を、「穏やかに、
敬意を持って、正しい良心」のうちに、ネッ
トに向けて発信するように、心したいと思い
ます。
　今年の世界広報の日にあたり教皇フランシ
スコは、一人ひとりが語る物語の重要性を指
摘するメッセージを発表されています。教皇
は、メッセージ冒頭でこう述べておられます。
　「道に迷ったままにならないためには、よい
物語から真理を吸収する必要があると、わた
しは信じているからです。よい物語とは、壊
すのではなく築き上げる物語、自分のルーツ
と、ともに前に進むための力を見いだす助け
となる物語です」
　人はそれぞれの物語を語り、互いに分かち
合うことで豊かにされ、成長すると指摘する
教皇は、現状を次のように分析しています。
　「幸せになるためには、獲得し、所有し、
消費することを続ける必要があると信じ込ま
せ、説き伏せる物語がどれほど多くあること
でしょう。・・・裏づけのない情報を寄せ集
め、ありきたりな話や一見説得力のありそう
な話を繰り返し、ヘイトスピーチで人を傷つ
け、人間の物語をつむぐどころか、人間から
尊厳を奪っているのです」
　当然、わたしたちが伝える福音は、物語で
す。わたしたちは、イエスの物語を受け継
ぎ、それを他の人へ物語ろうとしています。
福音の物語は、イエスについての教えや知識
にとどまらず、それを受け取ったわたしたち
が、具体的にそのもの語りを生きるようにと

うながします。いのちを大切にし、互いに助
け合い、尊重し合い、ともに道を見いだすよ
うにとうながす物語です。
　明日、5月18日は聖ヨハネパウロ二世の生
誕100年にあたります。特に、ポーランドの
皆さんにお祝いのことばを述べたいと思いま
す。本来は、今夕に、ポーランド大使館の主
催で、生誕100年記念のミサを、ここカテド
ラルでささげる予定でした。
　その聖ヨハネパウロ二世は、2002年の世界
広報の日のメッセージで、インターネットを
通じた福音宣教の可能性に触れながら、こう
記しておられます。
　「大切になるのは、キリスト教共同体が実
践的な方法を考案し、インターネットを通し
て初めて接触してきた人たちが、サイバース
ペースの仮想世界から現実のキリスト教共同
体世界へと移行する助けとなることです」
　わたしたちは、与えられた福音宣教の道具
を賢明に用いながら、仮想世界であっても現
実世界であっても、福音をのべ伝え、信仰に
おける深いきずなに結ばれた信仰共同体を実
現し、育んでいくことができるように、努め
たいと思います。

＊
　５月末までとされていた緊急事態宣言は、
５月 21 日に大阪、京都、兵庫で解除、残る
北海道、埼玉、千葉、東京、神奈川でも 25
日に一斉解除された。これで全ての都道府県
で解除された。しかし第２波に対する警戒も
必要であり、今後は新型コロナウイルスと向
き合いながら、社会経済活動をどう行ってい
くかが課題となる。

（広報部会）
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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 藤堂裕隆） 

　新型コロナウイルス感染症による自粛期間中、「こころ」を直接皆様にお渡しできませんの
で、４月号からHPで一部を公開いたしました。４月、５月号は以下で閲覧およびダウンロー
ドとしております。
http://azabu-catholic.jp/info/2020/05/03/「こころ」５月号・４月号について/

自粛期間中HPへのこころの掲載について

コスモス（左）とコスモス黄花（右）

きゅうり




