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    主任司祭 

御復活おめでとうございます。復活祭が巡り来るたびに、何か新しい自分に生まれるような気

持ちになります。 

異動後、いつの間にか 1 年間が過ぎました。昨年の今頃は幼稚園の仕事のため 3 月末からほぼ

毎日のように玉野から通い、復活祭後には緊急事態宣言下で長距離移動が憚られたため、当分の

間手荷物だけで福山で過ごしていました。新型コロナウィルス感染症対策についても、不織布マ

スクや消毒液すら手に入らず、どう対策をとればよいのか未だあまり明確でない日々からすれば、

今年はある程度見通しも立ち、世の中の流言飛語や誹謗中傷も多少はなりを潜め、何よりダン神

父様も共にいますから、とても落ち着いた気分ではあります。 

実は気分だけで言えば、ようやく新しい任地で宣教司牧に取り掛かることができるというもの

です。通常は一年間は様子を見て次年度から本腰を入れるものですが、緊急の対応が多々求めら

れる中、皆様には色々ご迷惑をおかけしたのではないかと思います。 

さて、宣教司牧の方針を打ち出すのにただ理念を語るだけではだめです、と言って細々とした

行程表を作成したところで、そのために膨大な労力を会議に消費し実行の機会を失うのであれば、

何の意味もないでしょう。 

幸いにして福山教会には人材が豊富で、信徒の方の自主的で自律的な活動が望め、主任司祭の

暴走を止めることもできます。これを前提として、今後の福山教会のあり方について夢を描きた

いと思います。 

 

①貢献度に依らない 

教会と一般社会における企業などとの大きな違いの一つは、「貢献度」に依らず人に対するこ

とです。言い換えれば恵みに基づいた活動の在り方をもっているということです。 

私達はともすると社会経験とそこで培われた社会常識に囚われて、いかに貢献したかで教会の

中で人が占めるべき地位や置かれるべき位置を判断してしまうことがあります。もちろん単純に

横並びにすればよいという話ではなく、教会の活動にどの様に力や資源を分配するか常に賢明に

識別しなければなりませんが、そういった時に「何年間の実績があるか」、「いくらの献金をし

てどのくらいの教会の活動を支えてきたか」といった、功績に基づいた評価基準で考えてしまう
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と、教会は既得権者の総会によって運営される閉じられた集団になっていきます。そこでは新顔

の人々は、主体的に行動するのではなく、単なるお客さんになってしまったり、時には古株に使

われる存在になってしまったりします。 

ただ単に「彼等に自分の裁量で使えるモノやカネを与えよ」というのではありません。新顔の

人々にそれらを与えることで、一見して自分達は親切によくやっているとか、彼等に活動する力

を与えたと自己満足を得ることはできますが、それは決して対等な関係ではないからです。では

対等な関係を目指すからといって、彼等に自分達と同じように協働し成果を上げることを要求す

ると、それはそれで彼等を「使い潰す」ことに繋がります。そもそもスタートの時点で、現実と

して対等な位置にいないからです。 

 

②レジリエンスとエンパワメント 

「レジリエンス」と「エンパワメント」という言葉をよく見かけるようになりました。これら

は心理学や社会学の分野でも使われ、分野や文脈によって若干異なりますが、基本的には「自ら

立ち直る力」や「人を力づける」という意味を持っています。私自身もこの言葉について余り理

解しているわけではないのですが、教会関係の本を見ていても頻出するため注目しています。 

ただ、一種の流行だと片付けるには尚早に過ぎると思いますが、余り過大に評価してもいけな

いのかも知れません。実際「レジリエンス」や「エンパワメント」という単語で書籍を検索すれ

ば、中にはその内容が怪しいものもいくつもあり、単にこの言葉をお題目のように唱えるだけで

は無意味どころか害悪にさえなりかねません。 

しかし、今後の小教区の司牧を考える上で、これら２つの言葉を信徒の皆様にも共有していた

だき、小教区共同体での諸活動や運営において念頭においていただきたいと思います。「教会は」

というより「信仰は」といった方がよいかも知れませんが、ともかく私達にとって信仰生活は単

なる組織(社会集団)とその財産(建築設備)の管理や運営ではありません。信仰は救いに至るもの

であり、希望によって忍耐や練達を生み出すものです。人は信仰によって神に向かう途上で癒し

を受けたり力づけられたりします。これは何事か奇跡の話をしているのではなく、実際に誰しも

信仰において体験するものです。 

罪に傷ついた人が神の前で安心して過ごせることや、自らの持つ力を人々のために役立て喜び

を受けることを大切にしていきたいと思います。 

 

③新顔の人々を大切にすること 

子どもたちや若者、外国から来た人に対して、今までの小教区の在り方を押し付けるのではな

く、彼等の自発的な活動を大切にしていきたいと思います。とはいえ、その為には信頼関係を構

築するための積み重ねが必要です。皆様にも、単純に何かの活動を委ねることで彼等を使うこと
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がないように、気を付けていただきたいと思います。同じ教会のメンバーとして、若者や外国か

ら来た人々の発意を受け入れることを繰り返す必要があります。 

時には「自分たちがした献金を使われる」と感じることがあるかも知れませんが、そういう時

こそ自分が「古株」になっていないか気を付けてください。むしろ自分たちの築いて来たものを

新顔の人々に明け渡すことこそ、十字架の死と復活によって救いの道を開くイエスに倣うことで

あると思います。 

 

④小教区の活動において多様性を大切にすること 

小教区の活動は、ともすると中心的なメンバーによって企画され主導される「行事」中心のも

のになってしまいがちです。円滑な運行や行事の成功に気をとられて、価値観や方法論を共有し

やすい「できる人」だけで動かし、他の人々の主体性を損ねてしまうことがあります。 

また、行事に信徒を動員することを目標として、ある日にただ一つの行事や活動だけを独占的

に認め、他の人々を認めないということのないようにしていきたいと思います。いくつもの信徒

の方のグループが存在してよいのです。互いを排除し合うのではなく、補い合う関係であれば、

それは分裂ではなく調和をもたらします。 

同時にいくつもの活動が並行して存在してよいですし、皆が全てに関わる必要はありません。

社会的なもの、典礼的なもの、その他講座など知的な面に関わるもの、それぞれの特徴をもった

活動があっていいのです。 

 

⑤信仰へと導く信徒の諸活動 

従来、「入門講座」といった形で外部の人を洗礼へと準備することが行われて来ました。今、

時代の変化と共にこの「講座」という形式も見直してもよいのではないかと考えています。 

実際、こういった入門講座に参加する人の大半は、既に何らかの形で信仰生活に導かれており、

洗礼の準備をするために参加していることがほとんどです。情報にアクセスしやすい今の時代、

昔のように「何か変わったものがあるから講座を受けてみよう」といった形で参加する人は少な

いのではないかと思います。 

また、こういった講座は待ちの姿勢であることが多く、それを行うのも司祭・修道者である場

合がほとんどでした。入門講座を信徒も交えて組織的に運営している場合でも、舵取りや構成は

司祭や修道者任せで、信徒の方は接遇や雑用を担当しているという場合がほとんどだったと思い

ます。 

今後は、講座であれ新しい形のものであれ、小教区の公式の活動として、司祭や修道者の個人

の資質に依るのではなく信徒の方も中心的な役割を担いながら、人々に福音を告げ知らせること

を企図したものを組み込みたいと考えています。ただこれは「行事」ではなく、小教区の平常の
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活動として考えています。さらに、司祭が企画するのではなく、信徒の方も共に企画の段階から

参加していただきたいと思います。 

実際そう容易くは形にならないと予想されますが、それでよいと思います。皆様からの創意や

発想に基づいた働きかけを期待しています。 

   復活祭を祝う     ダン神父  

復活祭は、私たちの物語の始まりであり、これが私たちの物語です。墓は目的

ではなく、プロセスであるということです。十字架は終わりではなく、手段で

す。今日私たちは光を祝います。復活ローソクはイエスを表しています。彼は

創造の光です。光よりの光。復活によって主の光が私たちの魂に投げかけられ

ます。イエスは墓を貫き、死の影を貫く光です。聖パウロは「暗闇から光を輝

かせなさいと言った神は私たちの心に輝いておられます。」と書いています。

私たちは希望を祝います。四旬節、私たちは四旬節の行いの日々を通してキリストに従いました。

私たちは断食、祈り、貧しい人々に施しをしました。今日私たちの希望は、復活祭から湧き出る

恵みによって、私たちを失望させなかったと確信しています。福音書は絶望が希望によってどの

ように滅ぼされたかについての物語を私たちに示しています。聖ペトロ、ヨハネ、マグダラのマ

リアとの経験。どちらの経験も予想外のことに満ちていました。その女性はイエスの体に油を注

ぐことによって自分を慰めに行きました。弟子たちも空の墓と残された服という証拠を見るまで、

イエスが立ち上がるとは信じていませんでした。イエスの復活は、特に希望がないように思われ

るとき、悲惨な状況にある世界に希望を与えます。光が闇をうちくだき、善意が悪に打ち勝ち、

命が死を超えることを私たちは知っています。週の最初の日、太陽が昇り新たな始まりの大きな

光の到来を告げました。これは「夜には涙があったが、夜明けには喜びが来る」という詩編の言

葉を思い起こさせます。石は転がされています。イエスの墓の入り口をふさいだ大きな石は、こ

の地上で神の祝福を受け取るという私たちの希望をふさぎます。この大きな石は私たちの復活を

妨げるすべての人の心の象徴です。それは私たちを墓に束縛するすべての力を象徴しています。

私たちは将来の進歩を妨げる可能性のある人、物、経済への恐れにとらわれています。使徒たち

は墓のそばに到着する前に石を心配しました。空の墓はキリストがもはや墓の中に縛られていな

いことの象徴です。しかし、彼らがそこに着くと石は無力になりました。神の復活の力によって

キリストは全ての石を取り除きました。 

聖週間は終わりました。イエス様と一緒に墓に出かけましたか。それとも私たちは自分の墓の中

で腐敗していますか。私たちと神との関係を妨げ続けている石があなたの墓にまだ転がっていま

せんか。しかし、喜んでください。イエスは死から甦られました。貧しい人々、病気の人々そし

て心の傷ついた人々に墓の暗闇の向こうに復活祭の朝の輝かしい夜明けがあるというメッセージ

を伝えましょう。私たちは復活祭の証人であり、アレルヤは私たちの喜びの歌です。 
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ハッピー イースター！ 

A LIFE THAT IS ALIVE 

Easter Sunday, is the beginning of our story and this is our story: that the grave is not 

a destination but a process; the cross is not an end but a means. 

Today we celebrate Light: The Paschal candle represents Jesus, He is the light of creation. 

“Light from Light”. By the resurrection ,the light of God is cast over our souls. Jesus 

is the light that pierces the grave and penetrates the shadow of death. He is the light 

that pierces the thickest side of our bitterness and pain. St. Paul writes, “God who said 

‘let light shine out of darkness’, has shone in our hearts” (2Cor 4:6). 

We celebrate Hope: For forty days we have followed Christ through the days of penance. We 

have fasted, prayed and given alms to the poor. We have carried our tears, fears and anxieties 

through the way of the cross and followed Christ up to Calvary. Today, we are sure our hope 

did not disappoint us by the grace which flows from Easter. The gospels present us with 

the story of how hopelessness was destroyed by hope. St. John presents the account of the 

resurrection in two revealing stages: The experience of Mary Magdalene and the experience 

of the disciples. Both experiences were filled with the unexpected. The woman went to console 

herself by her routine anointing the body of Jesus. The disciples too never believed that 

Jesus would rise until they saw the evidences: the empty tomb and littered clothes. The 

resurrection of Jesus offers hope to a world in the grave of misery, especially when there 

seems to be no hope of a new beginning. With hope we know that light will outshine darkness, 

truth will conquer falsehood, good-will will triumph over evil, and life will exceed death. 

We now see the morning: Are we not more often like this woman and the two disciples? We 

least expect that the dead shall have a new life; that the fallen shall stand on their feet 

again. It is important for us to understand that the darkness which covered the whole world 

as Jesus breathed his last did not endure forever, because on the first day of the week 

the sun arose to usher in a great light of a fresh beginning. This calls to mind the words 

of the psalmist which says: “At night there were tears but joy comes with the dawn”. (Psalm 

33:5). 

 

The stone is rolled: The giant stone which blocked the entrance of the tomb of Jesus is 

a symbol for everything and everybody that block our hope of receiving God’s blessings 

here on earth and our resurrection in heaven. It symbolizes all forces that hold us in the 

bondage of the grave. Think about the people who do not want us to move forward in life 

spiritually or physically. They are the stones on our way. We are gripped with fear of people, 

objects, economy, even governments that may hinder us from future progress. The apostles 
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worried about the stone before arriving at the grave side because it was a block to seeing 

an empty tomb— the empty tomb is a symbol that Christ is no longer held bound in the confines 

of the grave. However, the stone became irrelevant as they reached there. By the power of 

his resurrection Christ has rolled out every stone on way. All forces against us are now 

irrelevant! 

Holy Week is over. How are you now? Are you sure that you went out with Jesus in the tomb? 

Or we decaying inside our own tomb? Or the stone is not yet rolled in your tomb that continues 

to block our relationship with God and one another? Rejoice and be glad, Jesus is risen 

from the dead. 

 

Let us carry the message to the poor, the sick and the brokenhearted that beyond the gloomy 

darkness of the grave lies the glorious dawn of Easter morning. “We are an Easter people 

and alleluia is our song.” (St Augustine) HAPPY EASTER!!! 

 

 

 

 

 

福山教会に大切に保管されていた1960年代のカリスを猪口神父様が見つけられて、折角なの

でどなたかに使って頂いた方がいいのでは…ということで三宅新司祭様に贈ることになりまし

た。その時にメールで頂いた返事がこちらです。 

 

 

 

 

3月20日司祭叙階ミサ 

受階者：使徒ヨハネ 朴根培助祭  

ペトロ  三宅仁孝助祭 

福山教会信者一同より三宅新司祭にカリスを贈りました。 

おはようございます、三宅です。 

伊藤神学生から、カリスを受け取りました。直接言う機会も

あると思いますが、ひとまず猪口神父様を始め、福山教会の

皆様にありがとうございますと伝えていただけたらと思い

ます。大切に使わせていただきたいと思います。本当にあり

がとうございました。     三宅 
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３月６日（土）・７日（日）、主任司祭猪口神父のご指導で

四旬節の黙想会がありました。コロナ禍で、両日とも同じ内

容であり、主な内容は、次のようなものでした。「本日のメ

ニュー」と題してレジメを準備、前菜に「みんな大好き、何

とか会」「キリストが来る前の振りでもしようか」「信仰生

活と言われても」「司祭はいいご身分ですなあ」「祈ったと

ころでどうなる」と本音トークで語られ、付け合わせに「償

いとか免償とかばかばかしい？」メイン：ゆるしの秘跡 デザート：お祈りという事で黙想指

導をしてくださいました。ウィットに富んだ語り口で、滔々と語られ、付け合わせとメインデ

ィッシュの大切さを強調されました。ゆるしの秘跡は、司祭のすすめの言葉をよく味わって、

単品でのご注文も承りますとあり、共同回心式はありませんでした。 

福山訪問 広島教区神学生（東京カトリック神学院  神学科二年）  ヨゼフ 伊藤 正広 

この度は､福山教会にて様々な貴重な経験をさせていただき､本当に

ありがとうございました｡神学院にいるときも､土日は､教会に実習に行

ってはいますが､やはり､自分の所属教区の教会で学ぶ体験に優るもの

はありません｡今回､援助マリア会修道院や､家庭ミサなど､普段行くこ

とのない場所を見学させていただきました｡ 滞在中、猪口神父様が､福

山という街の歴史を詳しく説明してくださり､司牧をしていく上で､そ

れぞれの地域や教会の特徴をしっかり把握する必要や､小教区の神父様

方の奉仕の務めの幅広さ､司祭の重責､そして信徒の皆様の力強さを感じさせられました｡また､

教会の近くの飲食店街や有名ラーメン屋など､福山の魅力も味わわせていただきました｡ 

 神学生になると､どうして神父になりたいのかよく尋ねられます｡「天からお告げがあったん

ですか?」と尋ねられることもありますが､そういった神秘体験は私にはありません｡（平凡な毎

日の生活だって､じゅうぶん神秘だと思います。）正確

に簡潔に答えるのは､とても難しいのですが､今も途上

であり､毎日確認しながら歩んでいるというのが､正直

な気持ちです｡ただ若いときから､「人間はなぜ､何のた

めに生きているか」また､人生の最期の時､後悔しない

ために今どう生きればいいのかといった問いをよく考

えているような人間だったかとは思います｡それを突

猪口神父さまのご指導で、四旬節黙想会がありました！ 
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き詰めた結果､今の生き方に自然となっているのだと思います。 究極的には､説明をこえた何

かによって突き動かされているのだとは思いますが、決してこれは一部の人間の特殊な感情と

は思いません。 

 「教会は､世の終末に対する希望が地上の諸活動の重要性を弱めるものではなく､かえって新

たな動機によってその遂行をささえるものであると教える｡これに反して､神に基礎を置かず､

また永遠の生命に対する希望が欠けているときには､今日しばしば見うけるように､人間の尊厳

はひどく傷つけられ､生と死、罪と苦しみのなぞは解けず､その結果､絶望に陥る人も少なくない」

( 第二バチカン公会議 現代世界憲章 21項） 

「神へのあこがれは人間の心に刻まれています｡人間は神によって､神に向けて造られているか

らです｡神はたえず人間をご自分に引き寄せておられます｡人間はただ神のうちにだけ､求めて

やまない真理と幸福を見いだします｡」（カトリック教会のカテキズム 27 より） 

    キリスト教徒が圧倒的少数の日本の社会に対して､このことを明確にもっと強くのべ伝え

ていく務めが､わたしたちにはあるような気がして仕方ありません｡ 

 神学生は､多くの方々からの支援によって､司祭への道を歩むことができます｡ふだん神学院

の中で生活していると､外部の方々と接触する機会が少ないせいか､多くの人に支えられている

事実を､頭ではわかっていても､心で感じられなくなり､当たり前になってしまっていることを

痛感しています｡神学校生活も残り二年となりました｡まだまだ､学ぶことが多すぎて途方にく

れそうな日もありますが､一歩ずつあせらずに歩んで参ります。猪口神父様､ダン神父様､そして

一粒会はじめ､教会の皆様、本当にありがとうございました｡そしてこれからも宜しくお願い致

します。 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

 

募金活動報告         池田春子 

3月 7日、総勢 14名で、JR福山駅前にて東日本大震災の

被災地支援のための街頭募金を行いました。晴天とはいえま

だ風は冷たく、コロナ禍のためか人通りも若干少なめでした

が、子ども達 3 人も頑張って声を出してくれました。 

今年は大震災から 10年目の年となりましたが、被災地、

特に福島県では復興への道のりはいまだ半ばだといえるで

しょう。私たちにできることは多くはないけれども、今もなお苦しんでいる人々の力になりた

いという思いで、この募金活動を 10年間続けてきました（私自身は途中参加ですが…福山教会

の底力だと思います）。福山に住む人々にも被災地のことを忘れないでほしいと思い、皆でそ

の旨の呼びかけをしました。募金活動をしていて毎回感じるのは、立ち止まって募金してくだ

さる方々の優しさです。いったん通り過ぎたけれども、踵を返した若者が、「少しだけど」と

言いながらお金を入れてくれます。大きな杖をつく手をとめて、ゆっくりと財布を取り出して

くださる年配の方もおられます。人が人を思いやる姿を目の当たりにすることで、私自身も大

変励まされ、嬉しくなります。 

この報告を書きながら私が願うのは、国籍を問わず、特に若い人には、30分でも構わないの

で一度募金活動に参加してみてほしいということです。参加することは、困難を抱えている人々

のことを具体的に知り、関心を持つためのとてもよいきっかけになると思います。また何より、

教会のメンバーと一緒に、誰かのために行動するのは、充実していて楽しいですよ！…とこの

ように言う私も、全く恥ずかしいことですが、10 年前には少しの義援金を送りお祈りをする以

外に、何も行動しませんでした。その後転居して福山教会に通うようになり、半年に一度の募

金活動の際にお声をかけていただき、少しずつ参加するようになったのです。このことによっ

て、普段も意識して、困難な状況にある人々についての報道を聞いたり読んだりするようにな

り、ほんのちょっぴり成長できたのかな…と思っています。お声かけくださった福祉部の方々

に感謝しています。 

今回集まった￥33,487は「NPO法人福島やさい畑※」に送ります。ご協力くださった皆様、

本当にありがとうございました。 

※「NPO法人福島やさい畑」…原発事故による放射能拡散のため、福島県産農産物は、放射能

検査で安全確認がなされているにもかかわらず売れない、また他県産に比べて価格が下がると

いう状況にある。こうした状況を打開するべく、福島の農業再生のために設立された復興プロ

ジェクトである。 
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福島の 10 年目 特定非営利活動法人 福島やさい畑～復興プロジェクト   遠藤 琢也 

2011 年 3 月 11 日、東日本大震災が発生しました。

現在、約 2 万 8 千人以上の人々が福島県外に避難して

います。 

当日、私は畑で農作業をしていました。今でも鮮明

に浮かぶ記憶は、畑近くの丘が大きく揺れていたこと、

トラックのラジオから津波警報が流れていたこと、幼

少期の宮城県沖地震を思い起こしたこと、自宅の瓦が

崩れ納屋が傾いていたこと、消防団の招集無線が鳴り響いていたこと、夜警を続けたこと、浪

江町（帰還困難区域）から友人が避難してきたこと、野菜を廃棄したこと、消防団員としての

除染活動が始まったこと、避難所への炊き出しが始まったこと、田畑を除染したこと、そして、

首都圏への直接販売、全国へ福島野菜・果物・特産品の発送が始まったこと。 

平成 26年豪雪、広島市の土砂災害、熊本地震、大分県中部地震、九州北部豪雨、北海道胆振

東部地震、東日本台風など、洪水、大雪、地震の災害が毎年のように全国各地で発生していま

す。2019年の東日本台風では、地元の街の中心地が浸水し、街並みは変化しました。災害によ

って人生が大きく変わることもあります。 

そして、多くの人々に支えられているということ。

野菜販売にお伺いしたり、発送することで、人々に

出会い繋がりを持つことができました。皆様との会

話、「新鮮だった」「美味しかった」「今年は、いまひ

とつだった」の言葉ひとつひとつが、私たちを元気

づけ励ましてくれます。 

 残念ながら、現在はコロナ禍の影響で直接販売が

中止になっています。それでも多くの方々からメール、お電話、お手紙などでの励まし、また

福島野菜・果物・特産品の宅配リクエストをいただいております。そのような中、2021年 2月

13 日の夜 11 時過ぎに、東日本大震災の余震とみられる最大震度６強の揺れが襲いました。私

も家の中にいたせいか、10 年前よりも揺れが大きかったように感じました。家族の無事を確認

し、周りを見回すと床一面が水浸しになっており、水道管が破裂したことに気づくまでしばら

く時間を要しました。物置小屋が傾いたり、瓦が数枚壊れましたが、幸い、当法人も事務所の

書類や倉庫備品の散乱のみで、人的被害はありませんでした。しかし、福島県内だけでも死傷

者 100 名以上、土砂崩れ、断水、水道管破裂、建物被害が 4,000件以上の災害となっています。

それでも 10年前の教訓を生かし、耐震補強、荷物の積み方の工夫などで被害を最小限に食い止

めた方も多くいらっしゃいました。 

折しも福島県のコロナ感染による時短要請は 2 月 14 日解除になり、15 日から再開という時

でしたが、旅館、スーパー、飲食店、工場などへの被害を見ると厳しい状況が続くかもしれま

せん。東日本大震災以降、洪水、洪水からの復興途上でのコロナ禍、そして今回の地震と、心

が折れそうになるときもありますが、被災した皆さんから出てくる言葉は「多くの人からの励

まし、応援に少しでも恩返しがしたい」との想いです。 
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 災害で失うこともありますが、こうして皆様にめぐり逢え、繋がることができた幸運に、そ

してかけがえのない財産になっていることに感謝です。 

 世界中がコロナ禍で厳しい状況が続いています。しかし、これからも出会いを大切に、皆様

に喜んでいただける「美味しい福島」をお届けできることを願っております。 

南相馬便り㉗２０２1 年 3 月   援助マリア修道会南相馬修道院  北村令子 

 2011 年 3 月 11 日：3.11 から丸 10 年。コロナの終息の希望が見え始めましたが、3.11 の祈

念行事がどのような形で行われるのかまだわかりません。詳しくは 4 月号に譲って、今回は先

月予告していた、若者の復興への模索・研究・実践のことを紹介します。 

昨年春、ニュースの中で、東電の第一原発に就職した一人の若者を取り上げていました。取

材を受けた彼が、このような意味のことを言っていたのがとても印象に残っています。「東電の

廃炉には 40 年くらいかかると言われているので、今年就職した自分が定年になる頃までかか

るということなので、自分はその全過程を見届けたい。先人たちが残した負の遺産だけれど、

誰かがそれをしなければならないのだから、自分は福島の復興のために、ここで自分の人生を

賭けたい」と。 

そして、福島県の高校生、大学生から募集する「ふくしま産業賞 学生部門」の発表が 1 月

13 日の福島民報に載っていました。なんと高校生のグループが金賞を、しかもトリチウム汚染

水を藻類で浄化するシステムづくりを目指して取り組んでいるとのこと。私はこの前の便りに

書いたばかりだったので、やったー！と思いました。そして政府や東電の人たちがこの記事を

見てくれているだろうかと、記事を送ってやりたい気がしました。（写真） 

そのほかの研究も風評被害を払拭するための農業の取り組みや、自然環境を改善保護するた

めの取り組みなど、若い人の前向きな

生き方に心を打たれます。 

先週この小高の方が自費出版して

おられる新聞（A4 判裏表リーフレッ

ト）に、こんな記事を載せておられま

した。或る人が 9０代のお母さんと原

発事故のため、いわきに避難していま

した。元住んでいたところのすぐ近く

が、夜の森と言って桜の名所で、それ

はそれは美しい所で、避難指示が解除

されたらぜひ帰りたいと、お母さんが

口癖のように言っていたので、一緒に

帰ろうねと約束をしていました。とこ

ろが、解除はなかなか出ず、昨年逝っ

てしまいました。と。亡くなる 2 年前

に、元住んでいたところを見せに行っ

たのですが、家はつぶれたままの無残な姿で、こんなに早く逝ってしまうなら見せないほうが

よかったと悔やんでおられました。今は解除されましたが、ほんの駅周辺だけで、インフラや
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生活のための病院などの施設もまだなくて、帰りたくても帰れない状況です、と。そしてその

出版者の方自身も、お母さんの実家があったところは、双葉地方の最大級の美田で、それが今

は都市様に区画整理され、「災害伝承館」が建てられました。あの豊かな黄金の美田はもう見る

ことができない。と。そして「災害伝承館」のあり方も、私たちはよくできていると思ったの

ですが、被災された方の目で見れば、実際はこんなものではないし、語り部への活動マニュア

ルに「特定の団体」を批判しないこととあって、国や東電への批判が封じられていると、不満

をこぼしておられました。ある程度の規制はあってもよいとは思いますが、あまりにも口を封

じてしまうことは真実をゆがめてしまうと思います。 

ここにいると、他では見えてこないものが見えてきます。毎日、NHK のニュースを見ている

と、報道機関が国の都合によって規制されていることを感じます。全国に向けて福島は復興し

ていますと報じられますが、前に進んでいることは確かですが、どこに焦点を当てるかでずい

ぶん違ってくると思います。報道に人が大事に扱われていないのです。浜通りに国際的研究機

関が、国内・アジア最大級の施設設備が・・・と。その浜通りを追われた人の心は、無視され

ているのです。人の心の復興はまだまだこれからというところでしょう。 

もっともっとお伝えしたい事はありますが、今回はここまでとします。 

                       

４月・５月の行事予定 

４ 月 ５ 月 

1（木） 聖木曜日（主の晩餐） 3（月） 乙女峠祭中止(ネット中継配信) 

2（金） 聖金曜日（主の受難） 9（日） 世界広報の日 

3（土） 聖土曜日 16（日） 主の昇天 信徒総会 

4（日） 復活の主日 21（金） 広島地区召命祈りの集い（各小教区） 

9（金） 聖園入園式   

11（日） 
復活節第 2主日（神のいつくしみの主

日） 
  

25（日） 教会墓地ミサ（雨天 5/2）   

 

御復活祭おめでとうございます。聖週間のミサが行われるお恵みに、感謝の思いが湧いてきます。新型

コロナウイルスの蔓延により、いまだミサを行えない世界中の国々や地域にも、早く平穏な日常が訪れ

ますように…心を合わせて祈りましょう。 

月報委員会より 


