
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「「「「一粒一粒一粒一粒のののの麦麦麦麦はははは地地地地にににに落落落落ちてちてちてちて、、、、死死死死ななければななければななければななければ、、、、一粒一粒一粒一粒のままであるのままであるのままであるのままである。。。。    

だがだがだがだが、、、、死死死死ねばねばねばねば、、、、多多多多くのくのくのくの実実実実をををを結結結結ぶぶぶぶ。」。」。」。」    

（（（（ヨハネによるヨハネによるヨハネによるヨハネによる福音書福音書福音書福音書 12121212 章章章章 24242424 節節節節））））    
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一粒一粒一粒一粒のののの麦麦麦麦    
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巻頭言巻頭言巻頭言巻頭言    
    

    

    

 

カトリックさいたまカトリックさいたまカトリックさいたまカトリックさいたま教区教区教区教区    司教司教司教司教    

マルセリーノマルセリーノマルセリーノマルセリーノ    谷谷谷谷    大二大二大二大二    

 

 

もしかすると、いま、日本は戦後最大の危機にあるのかもしれない。それは経済や外交の話で

はなく、国是の問題である。国是とは「国家としての方針」、「どのような国をつくろうとするか」であ

る。どのような国を作っていくのかの基本的原理でもある。このことは日本国民だけでなく、海外か

らの移住者にも関係する。また世界の中でも関心を集めている。 

かつて、キリシタン時代の国是は「神国日本」であった。明治から終戦の国是は「天皇を中心と

する神の國」であった。キリスト教会はその国是によって弾圧されてきた歴史がある。では今の時

代の国是は何か？ それは平和主義、国民主権、基本的人権の尊重である。戦争は二度と起

こさない。天皇や国家ではなく国民が主権者である。そして人間らしい生活を保障する基本的人

権を守ること。日本国憲法の三原則である。日本は戦前戦中の悲惨な歴史を通して学んだ。 

そのなかで基本的人権は人間の尊厳の具体的な表現である。神の似姿（イマゴ・デイ）として

創られた人間は、姿かたちや神を知る心だけでなく、その人間としての尊厳も神から与えられてい

る。それを誰も奪うことはできない。もしそれを誰かが奪おうとするなら、私たち教会がそれを守る

ために働かなければならない。教会の一つの大切な使命である。 

司祭として働くことを志している神学生、そして召命を考えている青年、そしてイエスに従って歩

もうとしている皆さん、教会生活を忠実

に過ごし、日常の仕事や勉学に励むの

は勿論のことであるが、この使命をどの

ように果たしていくかを考え、行動する

ことも忘れないでほしい。それは神の民

に奉仕するだけでなく、世界の人々へ

の、将来の子どもたちへの奉仕にもつな

がる。 
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助祭叙階助祭叙階助祭叙階助祭叙階のののの恵恵恵恵みをみをみをみを受受受受けてけてけてけて    

 

神学科神学科神学科神学科 4444 年年年年（（（（助祭助祭助祭助祭））））    フランシスコフランシスコフランシスコフランシスコ    高橋高橋高橋高橋    史人史人史人史人    

 

こんにちは。助祭の高橋史人です。今年の３月に私は助祭叙階の恵みを受けました。これまで、

様々な形で支えてくださった全ての方々に御礼を申し上げます。助祭叙階を受けて、教会への奉

仕に生涯をかけていく第一歩を踏み出しました。現代において教会は様々な課題と、多くの問題

に向き合っていますが、神の愛、キリストの福音、聖霊の導きと大勢の信徒の皆様の祈りに信頼し

て、信仰を貫いて歩んでいく所存でおります。 

神学院での生活は６年目に入りました。今年度は司祭叙階に向けて準備する一年になります。

これまでの歩みを振り返りながら、今の教会とそして未来の教会に奉仕するための準備を進めて

いきたいと思います。平日は東京の神学院で生活し、様々な実践的な講義を受けています。昨

年度までは、従来的な教会の神学、答えのある神学を学んできましたが、今年度は最後の１年と

して、非常に実践的で現場的な問題、現在進行中の課題と向き合う、答えのない神学を学んで

います。そして土日は宣教司牧実習として川越教会で実習をさせていただいております。その実

習の中で、助祭としてミサで説教を行い、ミサ後には堅信の講座、洗礼の講座などを担当してい

ます。先日、さいたま西ブロックの堅信式が行われ、私が講座を担当していた川越教会の堅信志

願者の方々９名が堅信の秘跡を受けられ、とても喜びを感じました。また、来年の復活徹夜祭の

洗礼式に向けて、洗礼志願者の方のために講座をしており、充実した宣教司牧実習の時を過ご

させてもらっています。 

助祭叙階の恵みを受けて、今ようやく出発地点に立ちました。これからが本当の司牧となって

いきます。喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に涙をながす生き方を大切にしながら、無力な者を選

ばれる神を信じて、これからも教会のため、苦しむ人のために日々を捧げていきたいと思います。 

皆様どうぞこれからも宜しくお願い致します。皆様のために心から祈っております。 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

神学生神学生神学生神学生よりよりよりより皆様皆様皆様皆様へへへへ感謝感謝感謝感謝をこめてをこめてをこめてをこめて    
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気持気持気持気持ちのちのちのちの変化変化変化変化    

 

神学科神学科神学科神学科 4444 年年年年（（（（助祭助祭助祭助祭））））    フランシスコフランシスコフランシスコフランシスコ    山口山口山口山口    一彦一彦一彦一彦    

 

皆様、こんにちは。神学科４年の山口です。この春、助祭叙階の恵みを受けることができました。

これも皆様の変わらぬご支援とお祈りのおかげです。本当にありがとうございます。 

叙階式以来、訪問する先々で、「助祭の生活はどう？」「何か気持ちの上で変わった？」という

ようなことを、様々な方から質問されます。「いやあ、もう、毎日がバラ色です。イエス様といつもい

っしょにいられるのを実感できますし、霊的にも人格的にも大きく成長して、まるで別人のようにな

りました」と、明るく元気にお答えしたいところなのですが、実はほとんど、恵みを実感することがで

きないでいます。むしろ助祭としての責任ばかりを感じています。 

例えば、「説教」です。助祭になってから、神学校や司牧実習先の大宮教会で、説教をさせて

いただく機会が格段に増えました。助祭叙階以前にも、その日の福音書について、ミサの中でお

話しすることはありましたが、それは「教話」と呼ばれていました。当日の朗読箇所を何度も読み返

して、私自身が一番強く感じたことを、私自身のことばで、正直に、時には大胆にお話ししていまし

た。少しくらい衝撃的な表現を取った方が、ミサに与っている皆さんの心によく伝わるに違いない、

とまで思っていたこともあります。ところが、最近、説教をすることに臆病になってきました。こんなこ

とを言うと、誰かが傷ついたりしないだろうか、誤解を生じたりしないだろうか、何よりもイエス様の御

旨から外れてしまわないだろうか……そんなことが頭をよぎるようになったのです。 

こういうことは、説教以外のことにも及んでいます。自分の服装や、立ち居振る舞い、ほんの軽

い世間話の内容にまで神経を使うようになってしまいました。助祭という肩書きと、ありのままの自

分とのギャップを感じている証拠だと思います。この気持ちの変化は、私にとってつらいものですが、

でも意味のあることだと受け止めています。残された神学生生活の一日一日を大切にしながら、

イエス様の道具として、もっともっと磨かれていきたいと思います。 

こんな私ですが、これからも、どうぞよろしくお願い申し上げます。 
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私私私私のののの日本日本日本日本でのでのでのでの生活生活生活生活    

    

祭壇奉仕者祭壇奉仕者祭壇奉仕者祭壇奉仕者    ロニー・ロボカロニー・ロボカロニー・ロボカロニー・ロボカ    

 

私はロニー・ロボカと申します。3 月 9 日に所沢教会にてさいたま教区の祭壇奉仕者の選任を

受けました。フィリピンのスリガオから来ました。33 歳です。趣味はギターを弾くことです。私の家族

を紹介します。私の兄弟は 9 人で、2 人の姉と 5 人の兄がいます。私は一番下の末っ子です。 

私はこれまでフィリピンで神学を 8 年間勉強しました。日本に来て 2 年間が過ぎました。今は浦

和教会の司祭館に住んでいます。浦和教会では、土曜日のミサで第一朗読を読んでいます。日

曜日のミサの前のふれあいクラブでは子供たちや若い青年たちと外で遊んだり、その日の福音で

語られる神さまのお話しをしたり、一緒にお祈りするなどの奉仕をしています。第 2 日曜日タガログ

語ミサと第 3 日曜日の英語ミサでは、ミサの準備や侍者をしています。また、ミサの後、フィリピン

の人たちとみことばの分かち合いをしたり、聖歌隊のみなさんに英語やタガログ語の聖歌を教えて

います。浦和教会の毎朝のミサでも侍者をしています。私はまだ日本語も日本の文化も勉強中で、

毎日チャレンジが続きますが、皆様のお祈りと励ましをお願いいたします。 

 

 

 

瞳瞳瞳瞳をををを閉閉閉閉じれば・・・じれば・・・じれば・・・じれば・・・    

 

神学科神学科神学科神学科 1111 年年年年    ペトロペトロペトロペトロ    高瀬高瀬高瀬高瀬    典之典之典之典之    

 

早いもので神学校に入学して 3 年目になりました。東京キャンパスでの哲学科の課程を終えて、

今年からは福岡キャンパスでキリスト教倫理学や秘跡論、典礼学、教会法、福音書・モーセ五書

などの聖書学、ヘブライ語などを勉強させていただいております。また、土日には神学校の近くに

ある小教区の教会で宣教司牧の実習をしながら、教会の運営や典礼奉仕の仕方、教会学校で

の子どもの信仰教育、信者さんとの関係作りなどを学ばせていただいています。福岡教区の宣教

司牧実習先では、さいたま教区の教会とは環境の面では様々な違いがあり、戸惑うこともあります

が、それぞれの教会ごとにちょっとした違いがある中にも、やっぱり同じイエス様を信じる人たちの

集まりなんだなと感じさせられることも多くあります。毎週の主日のミサを通して感じるのは、私たち

が時間と場所を越えてイエス様によって一つの食卓に招かれているということです。たとえ離れて

いようとも、はるか遠く、故郷の空の下では、いつも物的な面でも祈りの面でも神学生を支えてくだ

さっている皆さんが、同じように主の祭壇を囲んでお祈りしていると思うと、「一人ではない。みなさ

んが一緒にいて支えてくださる！」と勇気をいただき、元気がわいてくるように感じます。わたしの好

きな「レミオロメン」という歌手の詩に『瞳を閉じればあなたが、まぶたの裏にいることで、どれほど強

くなれたでしょう。あなたにとって私もそうでありたい。』ということばがあります。わたしにとっては瞳

を閉じれば、教区の家族である皆さんの暖かい笑顔が思い出されるような気がして、それが日々

の勉強や共同生活、祈りを支える糧になっています。今は何もできないし、何も持っていないかも
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しれませんが、いつか皆さんにお返しができるように、「皆さんが支えてくださったことで、私が強め

られたように私もそうでありたい」と願いながら、召命の道を歩んでいきたいと思います。 

 

    

    

日日日日々、々、々、々、感謝感謝感謝感謝のうちにのうちにのうちにのうちに。。。。    

    

哲学科哲学科哲学科哲学科 2222 年年年年    インマヌエルインマヌエルインマヌエルインマヌエル    永島永島永島永島    真実真実真実真実    

    

みなさま、いつも、私たち神学生のためにたくさんの祈りや支援、励ましありがとうございます。神

学院生活も 2 年目を迎え、週末ごとに司牧実習で高崎教会に帰ってくること、ミサの中での信徒

のみなさまの祈りやミサ後の交わり、また、様々な場で出会った方から頂くお手紙などを通して、

神学院での何気ないひとときに、感謝の思い、たくさんの人に支えられているという思いを昨年以

上に感じることが多くなりました。 

神学院において、哲学科 2 年次では、哲学の基礎を学ぶのはもちろん、来年度から神学を学

び始めるにあたって、新約聖書ギリシャ語や聖書学入門、後期には神学入門など、少しずつ専門

的な科目が増え、予習復習など大変な部分もありますが、楽しく勉強させていただいています。ま

た、今年度は哲学科を終えるにあたって哲学論文も少しずつ進めております。私は「食」ということ、

この意味を問いながら、「食卓」を囲むこと、「ともに食べること」をテーマに取り組んでいます。また、

共同生活においては、今年度の東京キャンパスは神学生が 15 名、養成者の神父様が 4 名と昨

年よりも少なく、個々の負担は増え大変な部分もありますが、小さい共同体ならではの皆がお互

い協力して支え合いながら生活することができ、とてもありがたく感じております。宣教司牧実習先

の高崎教会では、侍者会の子供たちとの関わりや、初聖体のクラスを中心に担当させていただい

ています。昨年度は神学院が休みの間の滞在先としての関わりでしたが、今年度は一年間毎週

こちらで昨年以上に親密な関わりをすることができ、非常にうれしく思っています。 

今年は「行く」ということを大切に歩んでまいりたいと思っています。いろいろな場に出かけていき、

そこでの豊かな交わりをとおして、イエス様のよい働き手となることができるよう一歩ずつ歩みを進

めていければ幸いです。 
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信徒の方からの声 
    

    

    

    

マーマレードマーマレードマーマレードマーマレード    

カトリックカトリックカトリックカトリック高崎教会高崎教会高崎教会高崎教会    

木田木田木田木田    弘江弘江弘江弘江    

    

 神学生の皆様 お元気ですか。 

高崎教会の庭に、毎年たくさんの実をつける 1 本の夏みかんの木があります。昨年の 11 月に

帰天されたマリア・モニカ 丸山節子さんは、その実を使ってたくさんのマーマレードを作りました。

マーマレードに限らず、いろいろな果物で無添加手作りジャムに加工し、皆様ご存じのことと思いま

すが、神学生養成のために、さいたま教区内などの、いろいろな機会に多くの協力者の手を通し

て販売しておられました。 

葬儀の際、ご家族のお話によると、節子さんは長年にわたってご病気を抱えておられ、昨年の

夏は体調が相当悪かったにもかかわらず、自宅での緩和ケア治療を選び、ぎりぎりまでジャム作り

をされていたとのことでした。9 月 1 日に浦和教会で行われた「一粒の麦感謝ミサ」の折にも、ジャ

ム販売がありました。 

ところで、今年も夏みかんの木はたくさんの実をつけました。教会の女性たちから「せめてこの実

を使ってマーマレードを作ろう。できれば教会バザーに出店しよう」という声が上がりました。たまた

ま今年度のマリア会役員に当たっていた私は、生まれて初めてジャム作りをすることになりました。

有り難いことに、丸山さんのご家族のご厚意で、これまで節子さんが使用していた大鍋などの道具、

買いためてあったジャムの容器、お砂糖などを寄付していただき、準備万端となりました。 

ご自宅まで道具をとりにあがった時、ジャムをつくっていたキッチンを見せていただきました。大

量のジャムを作っておられた場所ですから、大きなガス台と調理台を想像していました。しかし、

実際は普通の家庭のキッチンでした。調理台に腰掛けて、大鍋の中のジャムをかき混ぜておられ

た様子を、いつも傍で見守り、協力してこられた、夫である丸山次郎氏からお聞きしました。お庭

にジャムの材料となる木イチゴやブルーベリーの木がありました。きれいに片づいた台所に、芽吹

きの時を待つ冬の庭に、神様のみもとに旅だった節子さんの存在の大きさを感じました。 

さて、高崎教会のマーマレード作りは、予想外に苦労することとなりました。一般的なレシピで作

ったものは、見た目の爽やかさに反して、強烈な苦味が口の中に残ります。道具、砂糖、ガラス瓶

とトントン拍子に計画は進んだのですが、庭でとれた夏みかんが、私達を悩ませました。大した手

入れもせず、更に収穫時期の遅れた実です。あの手、この手と、女性陣の知恵と経験、情報を駆
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使して作ったのですが、5 月のバザーでは、別の柑橘類を使ったマーマレードの販売となりました。

丸山さんのレシピメモでもあればと考えたこともありましたが、残念ながら存在しません。むしろ残っ

ていなくてよかった気もします。 

この数ヶ月、ジャム作りを体験して、闘病中の丸山さんが、あれだけの数のジャムを作り続ける

ことができたのは、手間と時間をかける作業が、毎日のお祈りと同化していたのではないかと思うよ

うになりました。その言葉だけではないお祈りが、体の苦痛を癒やし、多くの協力者を集め、神学

生の皆様の頑張りに繋がっていったのではないでしょうか。神様の大きなお恵みの賜であったのは、

もちろんのことです。 

この春、新司祭となられた坂上 彰神父様が、群馬西ブロック担当として高崎教会に着任され

ました。神学生時代と比べ、さらに深みを増した神父様のごミサに与れる喜びを、神様に感謝して

います。 

来年、また夏みかんが実ったら、マリア会の女性陣で、再度マーマレード作りにチャレンジしてみ

たいと思っています。神学生の皆さん、苦味を抑えるアイデアがありましたらご指導ください。 
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司祭叙階司祭叙階司祭叙階司祭叙階のののの恵恵恵恵みをみをみをみを受受受受けてけてけてけて    

 

群馬西群馬西群馬西群馬西ブロックブロックブロックブロック担当司祭担当司祭担当司祭担当司祭    

坂上坂上坂上坂上    彰彰彰彰    

 

 

「一粒の麦」の会員の皆様、大変ご無沙汰申し上げております。 

私は去る３月２０日、皆様方のお祈りや励まし、ご支援のお蔭をもちまして谷司教様の司式のも

と、浦和教会におきまして司祭叙階のお恵みを頂くことができました。これまでの神学生としての

歩みを振り返った時、多くの皆様の「頑張って下さいね」「お祈りしています」という声に励まされ、

背中を押して頂きここまで来ることができたと思っております。本当にありがとうございました。 

現在私は、群馬西ブロック（高崎・富岡・新町・藤岡）の担当として働いております。この僅か数

か月の歩みの中ではありますが、大切にしていることが２つあります。 

１つは、少し難しい言い回しになってしまいますが、「秘跡に生きる、秘跡を生きる」です。司祭

叙階という秘跡を受け、秘跡そのものであるイエスを身に帯びて、その手足となって生きていく。そ

して司祭として生きていく中で、特に聖体の秘跡（ミサ）とゆるしの秘跡を最も大切にしていきたいと

思っています。 

もう１つは、私自身が叙階式の第１朗読で選んだイザヤ書の一節、「わたしがここにおります、わ

たしを遣わしてください」（８節）です。谷司教様が叙階式の中でお話しして下さったように、イエス

の呼びかけに対して、「わたしはここにおります」ではなく、いつどこでも「わたしがここにおります」と

応えたいと思います。 

これからは司祭として、引き続き皆さまのお祈りやお励ましを受けながら歩んでいきたいと思っ

ております。 

どうぞ宜しくお願い致します。そして今まで本当にありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

新司祭より 
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養成担当者養成担当者養成担当者養成担当者    尾碕一美尾碕一美尾碕一美尾碕一美    

    

「一粒の麦」会員の皆様、いつもさいたま教区の神学生・候補生のために祈りと励まし・支えを

ありがとうございます。現在、さいたま教区では、三人の養成担当者 (御前ザビエル神父、マルコ

神父、尾碕) がチームとして働いています。さいたま教区らしく、男性・女性・多国籍のチームです。

さいたま教区らしくと言ったのは、他教区では養成担当者は殆んど司祭だけだからです。 

教会の信徒は、男性よりも女性の方が多いですし、この「チーム」での協働が大切だと思います。

教区司祭は教区の共同体の中で育ち、そこで教区司祭としての霊性を養っていくといっても過言

ではないでしょう。その意味では、信徒の皆様にも神学生たちを育てていただきたいと願っていま

す。共同体の中での「関係性」を生きることかもしれません。 

溝部司教が教区司祭の霊性を「崖っぷちの霊性」であると書いていらっしゃいました。それほど

歩みは、いつも危うい道のりなのかもしれません。 

司祭への召命の道のりを歩んだ神学生たちが一年ごとに成長し、変わっていくことに関わって

一人ひとりに働く神の偉大さにふれることは嬉しいことです。広い意味で養成担当者は一人ひとり

の「霊的な旅」に同伴していると言えるでしょう。 

第一段階は、結婚生活、独身生活、司祭・修道者の身分への「選び」を、次の段階で、教区

司祭なのか修道司祭なのかの「選び」があります。共同体の中から一人の青年が、教区司祭へ

の道の召命を選び、『主よ、お話ください。僕は聞いております』(Ⅰｻﾑｴﾙ 3:9)と応えたサムエル

のように、毎年一人ひとりが神からの質問を受け、自分の応えを確認します。(助祭･司祭候補者

認定、朗読奉仕者、祭壇奉仕者、助祭と神学生養成の段階は進んでいきます) 

選びは、一度選んだからそれで終わりなのではありません。出来事や祈りの中での「選び」と「選

び直し」の識別の道のりです。日常の小さな出来事から人生の身分を選択する大きな識別までさ

まざまあります。途中で別な道への選びをする人もいるでしょう。 

 神様からいただいたそれぞれの賜ものを活かしながら、責任ある自由な決断ができるように歩ん

でほしいと願っています。識別の結果は、神様がしるしを下さいます。いつしるしがいただけるので

しょうか? 

IT 世界に生きているわたしたちにとっては、神様とは時間軸が違うので大きなチャレンジですが、

パウロが言うように『霊の結ぶ実は愛であり、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制』

（ガラテア５：２２～２３）を、霊の実りとしていただくことでわかるのでしょう。 

これからも、教会共同体の皆様のお祈りと励ましをどうぞよろしくお願いたします。 

 

養成担当者より 
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事務局長事務局長事務局長事務局長    終身終身終身終身助祭助祭助祭助祭    矢吹貞人矢吹貞人矢吹貞人矢吹貞人    

    

 さいたま教区司祭を目指す神学生たちの養成のために、いつも祈りと献金による温かいご支援

をいただき感謝いたします。お陰さまで、この春もまた、１名の神学生（坂上 彰）が浦和教会にお

いて司祭叙階の恵みを（３月 20 日）、また、２名（高橋史人、山口一彦）が所沢教会において助

祭叙階の恵みを受けました（3 月９日）。坂上彰新司祭は、早速、群馬西ブロックへ派遣され、司

牧者の群れに加わって、皆様と一緒によき知らせを述べ伝える日々を始められています。 

さいたま教区神学生は現在 4 名、そのうち 1 名（神学 1 年）は福岡キャンパスで、3 名が東京

キャンパス（助祭コース 2 名と哲学 2 年生 1 名）で学びの日々を送っています。順調に行きます

と来春には２名の神学生（助祭）が司祭叙階の恵みを受けることでしょう。 

2012 年度の「一粒の麦」の会計報告は次の通りです。 

会員数：322 名（34 名の増） 

献金総額：7,270,265 円（1,266,821 円の増）  

喜ばしいことに、久しぶりに、会員数、献金額ともに増となり、心からの感謝です。本当にありが

とうございました。これまで通り、神学生養成費、神学校分担金などに使わせていただきました。 

このように、この数年、召し出しが続いていることを皆様と共に心から神に感謝したいと思います。

したがって、教区としては、当然に生じる養成のための費用の増加にも引き続き努力を続けなけ

ればなりません。信徒の高齢化が進む中ですが、どうかこれからもお力をお貸しください。所属教

会の親しい信徒の方などでまだ入会されていない方がありましたら、ぜひお勧めください。 

なお、ニュースレターなどが確実に届きますよう、転居・電話番号の変更等がありましたら、ご面

倒でも、さいたま教区事務所まで必ずお知らせください。 

まだまだ暑い日々が続いております。皆様のご健勝を心からお祈りいたします。 

皆様の上に神様の豊かな祝福がありますように。 

 

感謝感謝感謝感謝とととと報告報告報告報告    
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一粒一粒一粒一粒のののの麦感麦感麦感麦感謝謝謝謝ミサミサミサミサ    
                    日時日時日時日時            2013201320132013 年年年年 9999 月月月月 7777 日日日日((((土土土土)13)13)13)13：：：：00000000～～～～    
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