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【新年のご挨拶】                              猪口神父 

あけましておめでとうございます。                      

新しい年を迎えて抱負を語れと言われましたが、来年のことを語れば鬼が笑うと言いますし、

今年のことでもとらぬ狸の皮算用でしょう。日々耽々と計画を練るよりも、日々淡々と信仰を生

きる方が今は必要と思います。別にふざけているのでもやる気がないのでもなく、信仰から得ら

れる力は現実を認めなすべきことをなす力だからです。 

信仰は確かに過去の出来事を振り返り未来への希望を与えるものですが、私達が生きるのは

今であり、神のみ旨に応えるか否か、それはいつも「今」の話です。回心や祈りも「昔にした」、

「今度する」ではなく、今するか否かです。司牧においても、昔の思い出を未来の理想像にする

のではなく、今の現実を認めた上で教会共同体としての在り方を模索する必要があるでしょう。 

小さなことですが、今年から主日の祭壇の花の用意と聖堂等の掃除を、毎月第 3日曜と第 4日

曜にそれぞれベトナム語ミサの人々、英語ミサの人々が担当してくれることとなりました。初め

の内は混乱もあるでしょうが少しずつ落ち着き、一つの教会共同体として交わり責任を分担す

る一助にはなるでしょう。これまで長年存在した「日本人の教会と外国から来た信者の人々」と

いう枠組みでの捉え方は強固で、早々意識を変えることはできないでしょうが、苦しみを分かち

合い忍耐をもって共に歩んでいただきたいと思います。 

教会が神に招かれた人の集まりでありながら、制度上は地域性をもって構成されるものです

が、だからこそなおのこと、私達の国籍は天にあり、そこを目指して地上を旅する今、この福山

で共に歩む道連れとなれることでしょう。 

 

【待降節黙想会の感想】                       ペトロ 出張 明美 

 

今年度の待降節の黙想会は「私たちの主イエス・キリストが来られるのを待ち

望んでいます」というテーマのもと、笠岡教会のジャン・ブルーニ神父様をお迎

えして開かれた。講話の内容は伝統的なものであった。テーマの“主を待ち望む”

は二重構造になっていた。 

一つは幼子イエスの降誕、もうひとつは最後の審判である。色々と良いお話を

されたのだけれど…いつやってくるか分からない主の再臨を羊として迎えるか、山羊として迎

えるかは、神の前に豊かな生き方をしているかどうかによる。弱い人々、助けや慰めを必要とし

ている人を優先して、持っている物を持っていない人に与えるという愛の行為をしているかど

うかがそれに当たる事を強調されていた。神父様は、『ザッカー・バーグやイーロン・マスク、
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ビル・ゲイズなど、球上のほんの一部の人間に富が集中しているこの格差社会にさらにコロナが

追い打ちをかけている。』と話された。 

 そして『日本では、この希望のない荒野に 100万人もの引きこもりがいる。主の再臨による天

国の実現によってでしかこの世の救いは無いのだから、神の言葉をきくことによって目覚めて

祈りなさい』と、結ばれた。 

 正直に言うと(幼児洗礼の人は違うのだろうが)私には最後の審判というのがどうも身に沁み

ていない。 

 そういえば、先日駅前で白装束の僧形の中年男性が二人拡声器を使って歳末助け合い募金を

やっていた。「集まったお金は社会福祉協議会や日赤を通じて困っている人々に届けます」と叫

んでいたが私は嘘だと思った。 

 15年、いや 20年位前かな、ひと昔前には年末になると天満屋に渡る横断歩道の手前でラッパ

を持った救世軍が慈善鍋への募金を呼びかけていたものだが… 

 外国のことは知らないが、今この国に住んでいると貧しさというものがよく見えてこない。む

しろ貧しさは権利と化しているように思える。 

 今、私はヘンデルのメサイアを聴きながらこの文章を書いているのだけれど、１時間に及ぶ合

唱曲の初めから終わりまでが「主の降誕」による歓喜で貫かれている。 

 この文章の主題は黙想会の感想であった筈なのに、整理のにがてな私の頭の中は少しずつ脱

線してきている…マ、イイカ… 

 以前『置かれたところで咲きなさい』という本が話題になったことがある。親子して枯れてし

まうというのがその時の気持ちで、手に取って読んだことはない。自分で選択してワーキングシ

ングルマザーとして生きて来た。そして今もその延長線上にいる。この道を辿って来たからイエ

ス様に出会った。 

イエス様が介入されるようになってから、ありふれた私の人生が何かしら笑えるものに、そし

て時に輝くものに変わってきた。 

 行政の認定する高齢者になって久しいが、恥ずかしいことに私自身は相変わらず卑小で、これ

からも小さな嘘を重ね、時には自分の方が大事だと小さく開き直り、そんな自分を哀しみながら

も増々思考力は衰えて、大極を見ずに小極にこだわる老婆として完成していくことだろう。でも、

このしょうもないバアさんに最後まで同伴して下さる方は、イエス様だけであることを深く悟

っている。 

「あなたたちは生まれた時から負われ 

胎を出た時から担われてきた 

同じように、わたしはあなたたちの老いる日まで 

白髪になるまで、背負って行こう 

わたしは あなたたちを造った 

わたしが担い、背負い、救い出す」 

イザヤの 46-3にこうあるが、自力で歩ける間は自立した人間として歩いて行こう。 

ネットで仕入れた知識なのだけれど 

物質である私は“エンドロピィ増大の法則”の下にあるが、そこは都合よく解釈した“赤の女

王の仮説”に従うことにする。 

 私の脳内がアミロイドベータタンパクで充たされる前にゴールに辿り着けるよう、赤の女王

に追いかけられて私は日々忙しい。 
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【信仰を生きる】                             髙橋 早苗 

 

忘れえぬ人々 

 自分の周囲に誰一人キリスト教にかかわる人がいない環境に生育した私が、カトリック学校

の中学校に進学したいと両親に伝えたとき、両親は大変驚き、戸惑ったそうです。後に知ること

になるのですが、家計は厳しい状況にあったのです。 

 進学時も在学中も宗教への積極的な興味・関心はありませんでしたが、大学もカトリック大学

に進学することになりました。上京した私は、Sr.石井がかかわっておられた真正会館の大学生

の“つどい”に参加するようになりました。カトリック東京大司教区の真正会館は 1934年以来、

青少年の育成活動をし、現在は生涯学習をはじめ学習の場となっています。 

 “つどい”の指導者であった山口武神父様、Sr.石井、そして先輩学生のみなさんは、『わたし

の兄弟である最も小さい者の一人にしたのは、わたしにしてくれたことなのである』を実現して

いました。この出会いを準備してくださった神様、とりなしてくださったマリア様への感謝は表

現できません。 

 歴史学を学んでいた私は、聖書を学ぶことが必要と考え、山口神父様の聖書講座に参加したの

です。『ヨハネによる福音書』は私の心に深く、強く呼びかけ、心をとらえたのです。そして、

私は受洗しました。 

 社会人になった私は、目の前のことに追われ、キリストのよびかけにこたえていなかったこと

を反省しています。そんな私に、無償の愛のかかわりを続けてくださった多くのみなさま、山口

神父様、Sr.石井、Sr.フレデリック、Sr.シモンに、神様の身許で、笑顔で報告できるような日々

を積み重ねたいと願っています。 

 

【仲谷沙弥香オルガン演奏会/バッハ「ドイツ・オルガン・ミサ」】        野田 茂生 

 

一昨年の 6 月に私たちカトリック教会のメンバーとな

った仲谷沙弥香さんは、それまでに幾度となく私たちの

教会でオルガンの演奏会をおこなってきました。ピアノ

やチェンバロも巧みな彼女の専門はオルガンであり、そ

の力量を余すところなく披露してもらうために、今回は、

大バッハの「ドイツ・オルガン・ミサ」という全 27曲か

らなる大曲をリクエストしました。ただ、全曲演奏するに

は 2 時間を要し、ひとつの演奏会で取り上げるには長過

ぎる、そこで、全曲を 2 回に分けて解説を交えながら演奏会を開こうということにしました。1

回目の 12/17(土)は、キリストの来臨を暗示させる堂々たる「プレリュード」に始まり、「キリ
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エ」、「グロリア」、「カテキズムコラール」が続きました。

「プレリュード」こそ、これぞバッハ！と叫びたくなる

ような荘重でダイナミックな音楽ですが、その他は、聴

く者を深い省察に導くようなむしろ静かな音楽でした。

仲谷沙弥香さんの演奏は、複雑に絡み合うポリフォニー

(多声音楽)の糸をゆっくりと解きほぐすかのような

諄々とした語り口で、慈愛に満ちたバッハの音楽世界を

開いてみせてくれたように思います。さて、「主の祈り」

で始まる後半は 1/21(土)16:00より演奏されます。2回の演奏会でこのミサは完結します。手鍵

盤だけで演奏される「4つのデュエット」も楽しみですが、最後の「フーガ」で全曲が完結する

ときには、私たちはえもいわれぬ昂揚感に包まれ、信仰の喜びを分かち合うことになるでしょう。

みなさん、ぜひ聴きにおいで下さい。入場は無料です。ご予約待っております。 

070-5304-6588 jazztaishusha@gmail.com 野田 

 

【ミカエルフェスタ 2023 について】                      責任チーム：協働 

 コロナ禍の中、第 8波が全国を襲っています。行動制限のないウィズコロナ、行事も工夫が求
められています。ミカエルフェスタ 2023 は、今年度も「ミカエルフェスタ月間」として、4 回
に振り分けて行う事になりました。 

 
 グループ名： 代表者： 出し物名： 内容等希望日時 

１ 浦上キリシタン福山流配
研究会 

冨田恵子 浦上４番崩れの福山流配の
紹介展示 

1/22～2/12 
  

２  池田ユキノ ミニフランスパン販売 46 個 2/12  

３ なかよしシスターズ 倉田真規子 
 

山菜おこわ 2/5  

４  藤井幸恵 
中島知子 

お持ち帰りコーナー 
 

調整中 

５  内藤悦子 つまみ細工の展示＆販売 2/12  

６ 福山暁の星女子中高等学校 田中 靖 暁の星シトラスリボン 

世界平和の折バラ展示 
1/22～2/12 
  

  藤本洋子 京都カルメル会 

クリスマスクッキー販売 

1/22 

 
①飲食スペースを設けず、当日集まっての調理を避け、手作りクッキー＆ケーキ、つけもの＆加
工食品などテイクアウトのみとする  

1）日 時：１月 22日（日）９時ミサ後 ～  

＊ミカエルフェスタ月間＊1/22 、1/29、2/5、2/12 （１か月間）の振り分け 
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2）テーマ：「元気を出そう 福山教会！！ 」 

3）目 的：福島（カリタス南相馬 VC）支援 3 カテドラル修復費 3 福山教会 4 

4）出店参加者（グループ）の確認    ＊ミカエルフェスタ月間の位置づけ 

 

【教会掃除：1 月から 3 月までの掃除当番について】         責任チーム：協働 

 

教会掃除の見直しが進んでいます。新たにベトナム語ミサに参加した人々と英語ミサに参加

した人々たちが第 3 日曜日と第 4 日曜日に入ってくださる事になりました。1 月～3 月を試行期

間として次にように当番表を作りました。ご迷惑をおかけする事もあると思いますが、共に助け

合って、善い取り組みにしていきたいと思いますので、宜しくお願いします。 

＊掃除日は原則、日曜日の 9 時ミサ後。多くの方々の参加の可能性の高い日曜日が望ましい。但

し、地区の方々の希望の元に、ブロック長＆地区長の判断で前日の土曜日にする事もできる。 

《補足》 

① 日曜日の掃除の場合：日曜学校や他の行事の為に使用している箇所は、掃除はしない。 

（日曜学校や行事の為に使う箇所は、最終の使用責任者がスタッフと共に掃除をする。） 

➁ 土曜日の掃除の場合：従来通りの掃除を行う。 

➂ ベトナムの方々や英語圏の方々には、掃除コーディネーターとしてしばらくの間、協働が付 

き添う。 

④ 掲示板と週報には、地区名と主な町内を明記し、担当週と翌週の担当を提示する。 

➄ 今後の動き ＊1/22 9時ミサ後 掃除の意見交換会 地区長及び有志 各地区の掃除の状況 

把握。 

           

 
＊4/1,2  第 8ブロック 府中・北部・新市・神辺・地区＆修道院 

 

  第 1週目 第 2週目 第 3週目 第 4週目 第 5週目 

 
１
月 

12/31,１/1 
 

第 1ブロック 

御船・御門地区 

1/7,8 
 

第 2ブロック 

南部地区 

1/15  
 

ベトナム語 

ミサ参加者 

1/22  
 

英語ミサ参加者 

1/28,29 
第 3ブロック 

深津地区 

 

 
２
月 

2/4,5 
第 4ブロック 

 

春日・幕山地区 

 

2/11,12 
 

第 5ブロック 

手城・大門 

引・伊地区 

 

2/19   
 

ベトナム語 

ミサ参加者 

2/26  
  

英語ミサ参加者 

 

 
３
月 

3/4,5 
 

第 6ブロック 

山手・松永・沼隈

地区 

 

3/11,12 
 

第７ブロック 

御幸・本庄・吉

津地区 

3/19   
 

ベトナム語 

ミサ参加者 

3/26  
 

英語ミサ参加者 
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【南相馬便り】                 援助マリア修道会南相馬修道院 北村 令子                   

 

何と時は早く流れるのでしょう！！早や、2022 年残すところ 1 か月。3.11 から 11 年と 9 カ

月。少し古い話ですが、喜ばしい出来事もあります。 

浜通りで全村避難地域（12 市町村）の一つで、唯一まだ避難指示が解除されていなかった、   

双葉町が震災後 11 年 6 カ月たった 8 月 30 日午前 0 時に、町の一部が解除され住民が帰還でき

ることになりました。報道では大々的に住民の帰還が可能になったことの報道がされました

が、解除された地域は常磐線の双葉駅周辺のほんの一部分です。7、8 ヘクタールで全町の

10%未満の範囲です。双葉町の大きな部分は中間貯蔵施設（除染で出た放射線汚染土が埋めら

れています。町の 1 割ほどの広い土地を国が借り上げて、30 年後には地主に返却する約束の土

地）に取られ、その隣接地域なのに本当に安心なのか？疑問です。 

でも帰還ができるとなって、故郷である双葉町に思い入れのある方々には、大きな喜びの時

です。 

帰還困難区域の線引きがなくなって、解放

された感じを味わっておられる記事を読む

と、ああ、よかったね！と思いますが、ほ

んとうに住民はどの程度帰還するのでしょ

うか？帰りたい人が今回の解除区域に、は

まらない人も多いことでしょう。 

帰りたくても中間貯蔵施設に土地を取られ

た方々は、帰る土地がないし、まだ避難指

示区域になったままの大部分の地域の人々にとっては、複雑な気持ち

でしょう。帰還したくても 10 年以上避難した地域で生活が安定して

いる人にとっても、故郷への思いは強くても現実には、なかなか帰還

の決断もできないで、心が引き裂かれている人も多いことでしょう。 

また、福島県浜通りの海岸周辺は津波と放射能汚染によって、居住不

能の広大な土地が空き地のまま放置されています。ソーラーパネルで

埋め尽くされたところもありますが、国は、何とか有効活用の道を模

索していました。長い検討の後に、福島県は浪江町に国際研究教育機

構の誘致に手をあげ、国

が承認すれば日本の最先端の頭脳がここに集まるこ

とになり、多くの若者が働くこととなるでしょう。

そうなれば福島の新しい創造が始まっていくことで

しょう。すべてを壊されたかと思われるところか

ら、さらに良いものを人間が作り出していけるよう

に、神様は道を開いてくださるのでしょう。 

自然破壊による環境汚染、気候変動、2022 年は世

界中が大きな自然災害に見舞われました。 
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教皇フランシスコが「被造物の声を聴け」と呼びかけられたように、現代に生きる私たちが被

造物を大切にして、後世の人々の暮らしを守る義務があると思います。そのようなことを考え

るためにも、ここ浜通りに建設される国際研究教育機構が大きな役割を担うのではないかと期

待しています。 

 2022 年の終わりに、少しでも明るいニュースをお届けできるのは嬉しいことです 

 

今年も多くの方々からたくさんのプレゼントをいただきました。この

場でお礼を申し上げます。その都度お礼のお手紙を差し上げられなか

った方もあると思いますので、これをお読みになった方、私の心をお

知り合いの方にもお伝えください。 

「光は暗闇の中に輝いている」 

今の世界は暗闇のようです。でも、聖書はその

中に.光が輝いていると言います。 

主イエスが今日ここで人々の心の闇を照らす光

として、お生まれくださることを心から願ってい

ます。 

良いクリスマスと新年をお迎えください。 

皆様 お元気で！！ 

 

【クリスマス】 

 

今年は英語圏の皆様が協力してあって、立派な馬小屋を

作ってくださいました。 

また子ども達へのプレゼントの為に、袋の飾付をベトナ

ムの皆さんが可愛いく仕上げてくれました。玄関入口は日

曜学校の子ども達と保護者、リーダーの皆さんでツリーや

馬小屋を飾って下さって、心がホッコリするクリスマスで

した。 

有難うございました。 

 

【こぶしヶ丘学園】 

 

昨年の暮れ、教会に沢山の余剰品を頂いた中に、新品

のランドセルがひとつ入っていました。それで、加茂町

にある「こぶしヶ丘学園」で今度新一年生になる子ども

がいたら使って頂こうと思いお届けしました。 

お礼にこんな可愛いお返事が届きました。 

 



 

8 

 

【み言葉の分かち合い】                       ブラザー阿部真理 

 

皆さん、主のご降誕おめでとうございます。 

幼子イエスさまの豊かな愛、慰め、光、恵みが、苦しみと悲しみのうちにある人の上に、豊かに

注がれますように。 

皆さん、それぞれの教会で、豊かなミサに預かることが出来たのでしょうか。 

歌の歌えないミサ、人数制限の中で静かなミサの中にも、確かに幼子イエスさまは、この世に、

そして、私たちの上に、心の中にお出でになりました。 

世界中には、ミサに預かれずに、戦禍の中にある方もたくさんおられます。心の悩みのうちに、

神さまの近くに行けない人もいます。そして、寝たきりで、病室で静かに祈る

人、仕事のただ中で、彼らのために働く医療従事者の方々、神さまを信じない

で、戦争に突き進んでいる指導者すべての人々の上にも、確かに幼子イエスさ

まは、お出でになりました。本当に感謝しかありませんね。それぞれが必要な

恵みをお祈りしなければなりませんね。 

私たちの使命は、そこにあると思います。 

「告げ知らせること」大切な言葉です。 

さあ、幼子イエスさまのすべてを出会うすべての人に告げ知らせましょう。 

「喜びの福音」なのですから。 

１・２月の行事予定 

 １月   ２月 

元日 神の母聖マリア 世界平和の日 2(木) 主の奉献 

8(日) 主の公現  成人のお祝い ５(日) 福山市内巡礼 

9(月) 主の洗礼 22(水) 灰の水曜日 

11(水) キリスト教一致集会   

21(土) パイプオルガンコンサート   

22(日) ミカエルフェスタ   

 

 

 

 

【編集後記】  

ゆく年くる年。コロナ禍のパンデミック、ウクライナ・ロシア戦争、異常気象、経済不

況、PAPAさま辞表提出等々。先行き不透明な新年が明けました。改めて、新年あけましてお

めでとうございます。「神さまは、何を考えているんだろう？」と信仰薄き者は、苦慮して

います。毎朝の祈りが空しく、萎える日々。それでも、新しい年の初めに「Hope＝希望」

「Peace＝平和」と書き初めして、心待ちにしています。祈りましょう！・・・。（N.T） 

                     

                                      月報委員会   

                                                                         

                         


