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神父さまが撮影されたお写真を今月も引き続き各所に掲載いたしました。前月号の
表紙と見比べて新芽の成長をお楽しみください。

ハナショウブに止まったとんぼ ヒルガオ（左）とアサガオ（右）

スイカ（左）ミニトマト（中）ナス（右）

マクワウリ（左）キュウリ（中）ニガウリ（右）
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主任司祭　ルカ 江部　純一

コロナ禍のなかにあって

　毎日新聞夕刊のコラムを読んでいて少し気
づかされることがあった。一つは毎日新聞記
者小国綾子さんの「美しい人と人との力を」
である（毎日新聞６月16日付夕刊）。小国さ
んは、詩人茨木のり子さんの「六月」という
詩の、特に第三連で描かれていることばに力
を得たようだ。「どこかに美しい人と人ととの
力はないか　同じ時代をともに生きる　した
しさとおかしさとそうして怒りが　鋭い力と
なって　たちあらわれる」（茨木のり子「六月」
第三連）。 
　この詩の「したしさ」と「おかしさ」と「怒
り」とが、今の時代（状況）に生きるに必要な
ことが詰まっていると小国さんは述べる。公
衆衛生と個人のどちらを優先させるのかとい
うせめぎ合いや社会の同調圧力。家庭や仕事
における事情の違い。自分らしく生きるため
に何を優先させるか。などいろいろと考えて
過ごされたようだ。そして先の詩の三つのこ
とばにこれからを歩む力を見いだしている。 
　「自分と異なる行動を取る相手にどれくら
い想像力を働かせられただろうと、この数カ
月間を振り返る。「濃厚接触」自制しつつ生き
る、これからの「新しい生活様式」では、な
おさらに、他者への「したしさ」を胸に抱き
たい。／次に「おかしさ」。第２波を迎えて
も、ユーモアを受容し合える心の余裕は自分
で守りたい。／最後に「怒り」。コロナ禍は
たくさんの社会問題をあぶりだした。ステイ
ホームと言われても家のない人。家庭内暴力
や虐待も増えた。「非常時だから」という言葉
に流されず、社会の不条理には「怒り」を持
ちたい。それを「鋭い力」としたい。」 

＊ 
　もう一つは生物学者の福岡伸一さんのイン
タヴュー記事である（毎日新聞６月15日付夕

刊）。福岡さんの説明部分を以下に引用する。 
　「ウイルスは元々、私たち高等生物のゲノム
の一部でした。それが外へ飛び出したもので
す。新型コロナウイルスはおまんじゅうのよ
うな球形をしていますが、皮に当たる部分は
人間の細胞膜でできているのです。」 
　「ウイルスに打ち勝ったり、消去したりする
ことはできません。それは無益な闘いです。
長い進化の過程で、遺伝する情報は親から子
へ垂直方向にしか伝わらないが、ウイルスは
遺伝子を水平に運ぶという有用性があるから
こそ、今も存在している。その中のごく一部
が病気をもたらすわけで、長い目で見ると、
人間に免疫を与えてきました。ウイルスとは
共に進化し合う関係にあるのです。」 
　「この世界では環境変化や天変地異が絶え
ず起こり、未体験の病原体も繰り返しやって
くる。種の中に多様性があれば、感染してし
まう固体がいる一方で、逃げ延びる固体もい
る。進化は決して強いものが生き残るのでは
なく、多様性を内包する種が生き残ってきた
のです。」 
　「最も身近にある自然とは、自分自身の生
命だということを再認識する必要がありま
す。人間は自身の生命を所有し、管理し、効
率化して、いつまでも変わらず生きていける
と思い込んでいます。しかし、生命は本来的
に制御できず、明日どうなるのかも分からな
い。新型コロナ禍が教えてくれたことです。
コントロールできないことを謙虚さや諦観を
持って受け入れることが、本来の自然を大切
にするということにつながります。」 
　「生命の多様性は、雄と雌という二つの性
があって、それぞれが違う遺伝子を持ち寄
り、次の世代をつくろうと混ぜ合わせること
で生まれる。誤解してほしくないのは、子供



3

を持たないこともまた多様性の内側にあると
いうこと。『産めよ増やせよ』という遺伝子の
指令に背く自由に気づいた最初の生命体がホ
モサピエンス（現生人類）であり、そのことが
人間を人間たらしてめている。一人一人の生
命が生産性にかかわらず価値を持つ、という
のが人権の基盤です。」 

＊
　四カ月弱のミサ非公開の間にあって、多少
の余裕と時間はあったがしかし何かまとまっ
た働きや仕事ができたかというと、実はで
きなかった（私の場合）。それがこのコロナ
禍における社会を覆っている状況であろうと
思う。それでも一冊、興味ある本を読んだ。
Ｄ・アレクサンダー著『創造か進化か－－
我々は選択しなければならないのか？』（ヨベ
ル  2020年）。キリスト者であり神学者でもあ
り、分子生物学者である著者の本である。生
物学の分野における議論、遺伝子やDNAと
いった部分に関しては、私は全く歯が立たな
かったが、進化とは進化というよりは、生物
多様性のプロセスであるということ。また聖
書や教会が伝えてきたことと矛盾するもので
はないこと。むしろ進化論に関する従来の誤
解をそぎ落し、宇宙創造、地球誕生以来の進
化が、生命の驚くべきメカニズムを通して、
常に働き続けている神の業であることが明ら
かにされていること。などを知ることができ
た。このことと先に引用した福岡伸一さんの
説明を合わせ考えてみると、今わたしたちが
置かれている状況は、わたしたちの生活や生
き方そのものを根本的に見直すための大きな
挑戦であるように思われる。今まで当たり前
のように過ごしてきた、日々毎日の生活、便
利さがもたらした不便さ、人に対するやさし
さや弱者を追いやる社会、差別、自己中心的
な言動、・・・それらをもっともっと改めるよ
う、もっと想像力を高めるよう促されている
のではないかと思えてくるのである。 今まで
の生き方を変えるよう促されている。自分の

何を変えることができるのか。煩悶しながら
考え続けている。

＊
　最後に二つのことばを味わいながら結びと
したい。

　　主御自身が建ててくださるのでなければ
／家を建てる人の労苦はむなしい。
　主御自身が守ってくださるのでなければ／
町を守る人が目覚めているのもむなしい。
　朝早く起き、夜おそく休み／焦慮してパン
を食べる人よ／それは、むなしいことで
　はないか／主は愛する者に眠りをお与えに
なるのだから。（詩編127：1-2）

世界は美しいと
長田　弘

うつくしいものの話をしよう。
いつからだろう。ふと気がつくと、
うつくしいということばを、ためらわず
口にすることを、誰もしなくなった。
そうしてわたしたちの会話は貧しくなった。
うつくしいものをうつくしいと言おう。
風のにおいはうつくしいと。渓谷の
石を伝わってゆく流れはうつくしいと。
午後の草に落ちている雲の影はうつくしい
と。
遠くの低い山並みの静けさはうつくしいと。
きらめく川辺の光はうつくしいと。
大きな樹のある街の通りはうつくしいと。
行き交いの、なにげない挨拶はうつくしい
と。
花々があって、奥行きのある路地はうつく
しいと。
雨の日の、家々の屋根の色はうつくしいと。
太い枝を空いっぱいにひろげる
晩秋の古寺の、大銀杏はうつくしいと。
冬がくるまえの、曇り日の、
南天の、小さな朱い実はうつくしいと。
コムラサキの、実のむらさきはうつくしい
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と。
過ぎてゆく季節はうつくしいと。
さらりと老いてゆく人の姿はうつくしいと。
一体、ニュースと呼ばれる日々の破片が、
わたしたちの歴史と言うようなものだろう
か。
あざやかな毎日こそ、わたしたちの価値だ。
うつくしいものをうつくしいと言おう。
幼い猫とあそぶ一刻はうつくしいと。

シュロの枝を燃やして、灰にして、撒く。
何ひとつ永遠なんてなく、いつか
すべて塵にかえるのだから、世界はうつく
しいと。

（長田　弘「世界はうつくしいと」
みすず書房　2009年）

花しょうぶ

紫陽花（ブルー）

紫陽花（ピンク） キュウリ（左）とマクワウリ（右）
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カトリック東京大司教区の皆さんへ

カトリック東京大司教区　大司教
菊地功

2020年６月10日

教会活動の再開に向けて

　緊急事態宣言が５月25日に解除されて以降、東京都や千葉県でも公立学校が再開され、小規模
な集会も感染対策の上で実施が可能となる見通しが立ってきました。
　灰の水曜日翌日以降、ミサの公開を控えておりましたが、霊的渇きの中、いのちを守るために
耐え忍びながらご協力いただいたみなさまに、感謝申し上げます。これからもウイルスと共生す
る中で、新しい教会のあり方を模索しなくてはなりません。さらなるご理解と協力を、お願いい
たします。

６月21日から、教会活動を段階的に再開します。

　感染には波があり再び感染が拡大する可能性も指摘されています。慎重かつ柔軟な対応が必要
です。そこで別添のように、状況に応じた四つのステージ（段階）で対応します。

現在は「ステージ４」ですが、６月21日から、「ステージ３」に移行します。

　各ステージの条件は別添の通りです。ただしこれは原則であり、地域や小教区で状況は異なり
ますので、実状に応じて柔軟でふさわしい対応をお願いいたします。
　
　なお、「ステージ３」において次の二点は、「最低限必要な条件」です。

１：�聖堂内で、互いに1.5から2メートルほどの距離を保つため、入堂人数の制限をし
ます。それが不可能な場合は、聖堂を典礼に使うことはできません。

２：�高齢の方・持病（基礎疾患）のある方には、大変申し訳ないのですが、いのちを守る
ことを優先して、このステージ３の期間は、どうか自宅でお祈りくださるようお願
いします。

　こういった条件や以下に掲げるお願いに協力頂くことが難しい場合には、当該小教区の教会活
動再開を、当分の間、断念せざるを得ない場合も出てまいります。お互いのいのちを守るために
必要な行動です。どうかご理解と、ご協力をお願いします。

　次ページに、ステージ３の主な条件をまとめました。本文書の３ページ目が、四段階すべてを
まとめた資料です。その後に、参考が二項目あります。
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６月21日以降しばらくの間、教会活動の主な条件（ステージ３）

１：  聖堂内で、互いに1.5から２メートルほどの距離を保つため、入堂人数の制限をします。それ
が不可能な場合は、聖堂を典礼に使うことはできません。

　　 聖堂内で距離を確保するための具体的な方法について、主任司祭の指示に従ってください。
人数制限をお守りください。また、ミサのある教会を求めて、移動することをお控えくださ
い。ご自分の所属教会、または共同体の一員となっている教会の指示に従ってください。

２：  高齢の方・持病（基礎疾患）のある方には、大変申し訳ないのですが、いのちを守ることを優
先して、このステージ３の期間は、どうか自宅にとどまってくださるようお願いします。

　　 法的に高齢者とは、65歳（前期高齢者）以上のかたです。今の段階ステージ３では、特に75歳
以上の方にあっては、持病がないとしても、もうしばらくの間は、自宅でお祈りください。
これから暑くなりますから、熱中症対策のことも念頭に置かれますようにお願いします。

　　65歳以上の方にあっては、互いのリスクを考えてご判断をお願いします。

　　　なお、主日ミサにあずかる義務は、教区内のすべての方を対象に免除します。

３：  １月31日以降の当初から行われてきた手指消毒など感染症対策を充分に行い、換気を保ち、
しばらくの間は全員マスクを着用してください。

４：  しばらくの間、ミサや集会などで、聖歌を「全員で一緒に歌う」ことを控えてください。オ
ルガン独奏や、距離をあけての独唱などは可能です。

５：  しばらくの間、ミサでの奉納も行いません。またしばらくの間、口（舌）での聖体拝領を控え
てください。

６：  ミサ以外の会議などは、20名程度までであれば、上記３のような対策をした上で、互いの距
離をとり、時間をなるべく短くして行ってください。

付記：75歳以上の司祭にあっては、ミサの司式にあたり、感染を避けるため、聖体授与に携わらな
いよう指示をしました。信徒の方に「聖体授与の臨時の奉仕者」をお願いすることになります。信
徒のみなさまの感染防止と共に、司祭の感染防止のための、通常とは異なる典礼での措置にも、
ご理解ください。
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別添資料：教会活動の四つの段階（ステージ）（2020年６月版）

ステージ１： 通常のミサ（公開ミサ）と教会活動
　新型コロナウイルス感染症が発生する以前に行なっていた、平常どおりのミサと活動。

ステージ２： 感染対策をとった上での公開ミサと活動
　対策：咳エチケット・手洗いの徹底・施設入口の消毒用アルコールの設置
　 施設（聖堂を含む）のドアの開放・聖水盤使用の中止・十分な換気
　ミサ：  必要に応じて人数制限・奉納（パンとぶどう酒）なし・接触なしの平和のあいさつ・手での

聖体拝領
 体調不良の人のミサ参加の自粛・マスク着用許可（会衆・奉仕者・司祭）
 健康に不安のある人の主日ミサに与る義務の免除
　秘跡： 感染対策をとった上で行う（洗礼・結婚・ゆるし・病者の塗油）
　活動： 密閉、密集、密接を避け、なるべく短時間で行う

ステージ３： 条件付きでの公開ミサと活動
　ミサ： 人数制限をする・十分な換気・手指の消毒・聖歌なし・短い説教あり
 奉納（献金含む）なし・接触なしの平和のあいさつ・手での聖体拝領
 参加者全員マスク着用（会衆・奉仕者・司祭）
 時間短縮に配慮したミサ（可能であれば複数回）
 状況に応じて、基礎疾患を有する信徒と高齢の信徒の参加は不可
 東京教区のすべての信徒に主日のミサに与る義務の免除
　秘跡： 洗礼・少人数の「洗礼のための個別のミサ」の中で行う
 結婚・基本的に延期（感染対策をとった上で行うこともできる）
 ゆるし・感染対策をとって、距離をとって行う
 病者の塗油・十分な感染対策をとった上で行う
　葬儀： 遺族と話し合い、十分な感染対策をとった上で行う
　活動： 小規模で、密閉、密集、密接を避けて短時間で行う
 
ステージ４： 公開ミサと活動の中止
　ミサ： 公開ミサは行わない（非公開ミサは行うことができる）
 東京教区すべての信徒に主日のミサに与る義務の免除
　秘跡： 洗礼・延期
 結婚・延期
 ゆるし・延期
 病者の塗油・十分な感染対策をとった上で行う
　葬儀： 遺族と話し合い、十分な感染対策をとった上で行うことができる
 ※火葬を済ませ、後日に葬儀ミサという可能性もあり
　活動： いかなるものも行わない
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（参考１）　高齢の方々に、しばらく自宅でお祈りいただく理由

　緊急事態宣言が解除されて、教会も、四旬節から続いた公開ミサの中止を解除し、段階的に通
常の典礼に戻していこうとしています。

　その中で当初の段階にあっては、いわゆる高齢の方、また基礎疾患のある方には、ミサへの参
加をご遠慮いただくことにしています。

　ご自分は健康なので、大丈夫だろうというご意見をいただいていますが、以下に、特に高齢の
方にしばらくご遠慮いただく理由を記します。

　なお判断の基準は、選択肢がある場合、どちらがより「いのちを守るため」という基準に近い
かどうかです。また社会にある組織として、共通善のために果たすべき責任も考慮しなければな
りません。

１：厚生労働省の専門家会議の見解に以下のようにあります。
　　 　「罹患しても約８割の方は軽症で経過し、治癒する例も多いことが報告されています。一

方、重症度は、季節性インフルエンザと比べて死亡リスクが高いことが報告されています。
特に、高齢者や基礎疾患のある方では重症化するリスクが高いことも報告されています。」

２：同じく見解には、感染について次のように記されています。
　　 　「一般的には飛沫感染、接触感染で感染します。閉鎖した空間で、近距離で多くの人と会話

するなどの環境では、咳やくしゃみなどの症状がなくても感染を拡大させるリスクがあると
されています。」

 
３：政府の基本的対処方針にも次のように指摘されています。
　　 　「新型コロナウイルス感染症における致死率及び肺炎の割合は、季節性インフルエンザに比

べて、相当程度高いと考えられる。また、特に、高齢者・基礎疾患を有する者では重症化する
リスクが高いことも報告されており、医療機関や介護施設等での院内感染対策、施設内感染
対策が重要となる。上記の中国における報告では、年齢ごとの死亡者の割合は、60歳以上の
者では６%であったのに対して、30歳未満の者では0.2%であったとされている。

　また、日本における報告（令和２年４月30日公表）では、症例の大部分は20歳以上、重症化の
割合は7.7％、致死率は2.5％であり、60歳以上の者及び男性における重症化する割合及び致死率が
高いと報告されている。」

　上記のような公的機関の情報と医療専門家の意見を勘案して、公開ミサを再開した場合には、
当初の数週間は、高齢の方々と基礎疾患のある方には、ご自分が感染するリスクと、知らないう
ちに他者を感染させるリスクの両方を避けるため、しばらく待っていただくことのほうが良いと
判断しました。



9

　いつまでもこの状態が続くわけではありません。地域社会全体の感染状況や、行政の対応を見極
めながら、徐々に、すべての方々に参加していただけるように、段階を進めてまいりますので、
ここは状況をご理解の上、しばらくご辛抱いただければと思います。

　まず最初は、小さな規模からはじめて、徐々に参加者を増やす方向ですので、ご理解とご協力
をお願いいたします。

（参考２）これまでの手指消毒など感染症対策のまとめ

１：  一般的な衛生対策として、咳エチケットに配慮し、手洗いを心がけましょう。聖堂や信徒会
館の入り口に、手指消毒用のアルコールを設置しましょう。

２：  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、ミサ開始前の適切
な時からミサ開始までと、ミサ終了後に信徒が退去するまでの時間は、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。

３：聖堂入り口などに用意された聖水盤は、接触感染を防ぐため、使用を控えます。

４：司祭や臨時の聖体奉仕者をはじめ、信徒の方も、必ずミサ前に充分に手を洗ってください。

５：  ミサ中のホスチアや葡萄酒と水の奉納を、当分の間取りやめます。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ようにします。

６：献金も、ミサ中には行わず、他の場所を設けて、随時行うようにします。

７：  濃厚な身体的接触を避けるため、平和の挨拶などで握手や、抱擁を取り入れている場合は、
それらを避けるようにいたします。

＊

　５月25日の緊急事態宣言解除後、東京アラートが一回出たものの、社会はニューノーマルの活
動を始めた。教会もそれに合わせて徐々に活動を開始することとなり、大司教様からのメッセー
ジに合わせて、麻布教会では、以下の通り地区ごとに順番に活動再開を行うとの指針が決まり通
知された。
　また、注意事項として以下の６点も合わせて通知された。
①必ずマスクを持参し着用してください。　②献金はミサが終わった後、聖堂後方（特別献金は聖
堂の外）の献金箱にお入れ下さい。　③当日、地区委員が朗読奉仕、共同祈願をお願いしますの
で、お引き受け下さいますようお願いします。④席は、しるしのあるところに座ってください。
一列に３人、右左で６人、一列置きに互い違いに着席します。⑤公共交通機関利用の感染リスク



10

を避けるために、9：30ミサも7：00と同様、自動車を駐車しても結構です。⑥75歳以上の方、持
病のある方（基礎疾患）は引き続きご自宅でお祈りください。主日のミサに与る義務は免除されて
います。

 　ミサに加え教会の活動も少しずつ再開されていくことになるだろうが、この状況は１〜２年は
続くと言われている中で、第２波、第３波における感染者を出来るだけ増やさないようにするた
め、一人一人が責任ある自分の決断による判断と行動ができるよう識別していくことが重要だろ
う。
　以下、麻布教会主任司祭からのご案内を掲載する。

（広報部会）

＊

麻布教会の皆さんへ

主の平和
　６月10日付菊地功大司教の文書に基づいて、公開ミサを再開します。まだ事態は流動的ですの
で、大司教の声明・方針に従って以下の点に十分ご留意の上、皆さんの祈りとご協力をお願いしま
す。
１．主日の公開ミサを再開しますが、主日のミサは今まで通り、７時、９時30分の二回です。
２．ミサに参加するにあたって以下の注意事項を厳守してください。
　①十分間隔を取るために一列に三人、しるしのあるところに座る。
　②ミサに参加する前に、十分に手洗い、入口でのアルコール消毒を行う。
　③必ずマスクを着用する　
　④ミサ中は十分な換気をする。
　⑤手で聖体拝領をする。
　⑥献金はミサが終わった後、聖堂入口にて行う（帰りのときに）。
３．主日のミサの奉仕
　①聖歌、奉納は行わない。
　②朗読奉仕、共同祈願は当日おいでになった方にお願いする。ご協力をお願いします。
　③聖体拝領の際には司祭もマスクを着用する。
４．ミサに参加するために
　① 人との間隔を取るために人数制限をすることになる。しばらくの間、月一回ミサに与れるよ

うにするために、地区ごとに分けて集まっていただく。
　　第一日曜日：ＡＢ地区　　第二日曜日：ＢＣ地区　　第三日曜日：ＣＤ地区
　　第四日曜日：ＤＡ地区　　第五日曜日：未定
　　７時、９時30分両方が均等になるよう、各自考慮してください。
　② 75歳以上の方、持病のある方（基礎疾患）は引き続きご自宅でお祈りください。主日のミサに

与る義務は免除されています。（大司教文書参照）
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５．週日のミサ
　①しばらくの間、週日朝の公開ミサは行わない（非公開、司祭のみ）。
　② しばらくの間、毎週金曜日10時に当日のミサ（またはことばの祭儀と聖体拝領）を行う。地区

は定めない。
６．教会活動－－20名程度までの活動は感染対策を十分にし、短時間に行う
　①ミサ後の活動はしばらくの間行わない。
　②入門講座、聖書講座を再開する（７月より）

※ 高齢の方、持病のある方にみことばと秘跡に養われる機会をと考えましたが、現状ではそれは
果たせません。申し訳ないと思いつつ、大司教文書にあるとおり、いのちを守ることを優先し
てどうか自宅でお祈りください。ゆるしの秘跡等は教会にご連絡ください。

2020年６月10日（水）
主任司祭　ルカ江部純一

コスモスと黄花コスモス（葉が太い）
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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でし

たので、４月号から HP で一部を公開いたしました。４月、５月、６月号は以下で閲覧およ

びダウンロードとしております。ステージ１以外の場合には引き続きHPにてダウンロードで

きるようにする予定です。また、ミサにいらした方は、聖堂後ろに３月号以降を置いてあり

ますのでどうぞお持ち帰りください。

http://azabu-catholic.jp/info/2020/05/03/「こころ」５月号・４月号について/

http://azabu-catholic.jp/info/2020/06/06/「こころ」６月号について/

HP へのこころの掲載について

コスモスと黄花コスモス




