
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一粒の麦は、地に落ちて死ななければ、一粒のままである。 

だが、死ねば、多くの実を結ぶ。 

（ヨハネによる福音書 12 章 24 節） 
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巻頭言 
 

 

「イエスの聖心」の祭日に思うこと 

 

カトリックさいたま教区 教区管理者 

東京大司教区大司教 

ペトロ 岡田 武夫 

2015年6月12日は、イエスの聖心の祭日でした。 

紫陽花の美しい6月は、教会では聖心の月とも言われます。聖体の祭日の週の金曜日（聖霊

降臨後19日目）が「イエスの聖心」の祭日です。聖心は槍で貫かれたイエスの心臓を指してい

ます。人間としてのイエスの愛と苦しみ、歎き、痛みが聖心を通して表現されています。 

フランス17世紀の聖女、マルガリタ・マリア・アラコクに出現したイエスは、人々の忘恩を

嘆き、その罪の償いを命じた、と言われています。イエスがまことの神からのまことの神であ

るなら、人類の無情な仕打ちを嘆き訴えるというのはおかしな話と言えないこともありません

が、人間としてのイエスは本当に人間の心で人々を愛したのでした。当時のフランスではヤン

セニズム、厳格な神学思想が蔓延、神は人類の罪に激しく怒り罰を与えると考えられていまし

た。それは怒りと処罰の神でした。それに対して、罪を嘆き、赦し、救おうとする神を伝える

のが「聖心の神学」であるといえましょう。 

さて、わたしたちはそのような神の愛をどのように知り、悟っているでしょうか。キリスト

の愛の広さ、長さ、深さ、大きさは計り知れません。日々祈り、黙想しながら愛を追い求めま

しょう。 

ところで、わたしたちは自分の兄弟姉妹の心をどのくらい理解しているでしょうか。同じ神

学生同士、どう理解し合っているでしょうか。養成担当者は神学生の心をどのくらい理解して

いるでしょうか。神学生は養成担当者のことをどのくらい理解していますか。誤解、勘違いは

ありませんか。神学生は自分の司教の意向をどのくらい理解していますか。教区の現状、歴史

を知っていますか。 

communicationということが極めて大切です。多くの問題はcommunicationの問題です。

神と人とのcommunication が信仰であり、信仰理解の言語が神学であると言えないでしょう

か。よく祈り、よく考え、内省し、希望を新たに、毎日新たに生まれて歩んでください。 
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一粒の麦 20 周年によせて 

 

カトリックさいたま教区 名誉司教 

マルセリーノ 谷 大二 

皆様、お元気でしょうか？ 

これまで私が皆様に賜ったお祈り、ご支援に心から感謝いたします。私はいま、神の呼びか

けに応えて沖縄で一司祭として元気に働いています。暑い沖縄の夏、おじい、おばぁたちは辺

野古や高江で座り込みをしています。そんな姿にも励まされています。 

私はさいたま教区で多くの司祭、助祭の叙階式を行う恵みに満たされました。叙階式では司

祭、助祭、修道者、信徒の皆様が心からその喜びを分かち合ってくださったことを思い出しま

す。司祭助祭は一人ひとり、個性豊かで、様々な歴史を持つ仲間たちです。それぞれ、神から

の呼びかけに応えて叙階を受けました。司牧にあたっては、シスター、助祭、司祭が兄弟姉妹

として互いに尊敬し、ともに喜び、ともに涙を流し、話し合い、協力して働いておられます。

神の民の中から誕生し、神の民とともに主を賛美し、神の民によって支えられている司祭助祭

たちの生きる姿を見て、私は誇りに思います。 

それも、信徒の皆様の「一粒の麦」を通しての支援、祈りが大きな支えでした。心から感謝

します。沖縄では邦人司祭が少ないのが悩みの種です。皆様の祈りに一つお願いがあるとすれ

ば、那覇教区、高松教区にも召命が生まれるように祈りの追加をお願いいたします。 
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「主がおとずれる人の顔はかがやく」 

神学科 3 年 ペトロ 高瀬 典之 

 

一粒の麦の会員の皆様、いつもお祈りとご支援をありがとうございます。おかげさまで神学

校での生活も5年目を迎え、主の食卓を整え、奉仕する祭壇奉仕者に選任していただきました。

現在、土・日の宣教司牧実習では、実習先のカトリック西新教会で、教会学校では堅信クラス

のカテキスタとして、御ミサでは聖体奉仕者としてお手伝いをしています。 

先日、教会で聖体奉仕をしていたときのことです。御聖体を渡すために、御聖体をいただき

に来る人々の列の前に並んで聖体奉仕を始めたとき、ふと手を合わせて祈る信者さんの姿が目

に入ってきました。「キリストの御からだ」と言って、御聖体を渡そうとその人の顔を見ると、

うっすらと涙を浮かべて顔がくしゃくしゃになりながらも、真剣に前を見つめようとしていま

した。その人はか細いけれどしっかりした声で「アーメン」と言って、大切そうに御聖体をい

ただいていました。 

そのときの真っ直ぐな瞳を見て、私は、ただただ息をつくくらいに「美しい」と思いました。

「きっとこの人はイエス様を見ていて、イエス様の光を受けて輝いているのかもしれない。」と

答唱詩編128の『主を仰ぎ見て光をうけよう。主が訪れる人の顔はかがやく』というみことば

が思い浮かびました。そして、そういう思いで次の人を見ると、次に並んでいる人も、その次

に並んでいる人もみんな美しいのです。それぞれの顔の輝きを通して、瞳の輝きを通して、た

くさんのイエス様に出会えた気がしてうれしくなりました。 

神学校生活の中で多くの困難や悩み、悲しみや自分の弱さにぶつかることがあります。そし

て、これからはこれまで以上に大きな困難や苦しみ、悲しみにぶつかることでしょう。しかし、

それらとは、比較にならないくらい大きな恵みが、喜びがあります。祈ってくださる多くの方々

を通して、イエス様との出会いがあります。どうか神様が始めてくださったこの道を喜びのう

ちに歩み続けることができるように、変わらぬご支援とお祈りをよろしくお願いいたします。 

 

 

感 謝 

神学科 2 年 インマヌエル 永島 真実 

 

一粒の麦会員の皆様、いつも私たち神学生のために多くのお祈りやご支援をくださっている

こと、とても感謝しています。また、今年はこのニュースレターが始まって 20 年を迎えるこ

と、そして、20 年もの間、神学生を支えてくださっていることにも感謝の気持ちでいっぱいで

す。 

今回、この 20 号を記念するニュースレターを発行するにあたり、神学生皆で話し合い、ど

んな紙面構成にするか話し合いました。そのため、例年よりも多くの方々に原稿を依頼し、執

筆していただきました。この編集作業をすることで、先輩の神父様方と改めて交流を持つこと

神学生より皆様へ感謝をこめて 



- 4 - 

 

もできましたし、たくさんの方とつながりを持つことができました。これも神様からの恵みだ

なと感じています。 

さて、私も早いもので、神学校に入って 4 年目となる神学科 2 年になりました。昨年に比べ

講義数も増え、四苦八苦しながら勉学に励んでいます。また、宣教司牧実習では、北九州の行

橋市にあるカトリック新田原教会にお世話になっています。毎週土・日に 3 時間近くかけて通

いますが、車窓から見える九州ののどかな景色に癒されて、よい気分転換になっています。新

田原教会は長崎の五島から移住してこられた方が多い教会で、日曜日には 400 人ぐらいの方が

ミサにこられています。また、たいへん召命について祈る教会で、ミサの拝領祈願のあと、召

命のための祈りを唱えています。大人だけでなく、一緒に侍者をしている子供たちもこの祈り

を暗唱しているのを見て、驚いたのと同時に感動しました。また、人数はまだ少ないですが、

フィリピンから嫁いでこられたお母さんとその子供たちが教会に来始めました。まだ日本人の

方たちは戸惑いもあるようですが、教会に新しい風が吹くような感じがして、神父様やシスタ

ー方と一緒に喜びと希望を感じつつ、司牧実習をさせていただいています。 

これからもさいたま教区に共同体の中から司祭や修道者の召命が続くように私もみなさんと

共に祈ってまいりたいと思います。 

 

 

宣教師の第一印象は正しい！！！ 

神学科１年 ホルヘ・マヌエル・マシアス・ラミレス 

 

皆様は宣教師と関わったことがあると思いますが、宣教師の気持ちについて考えたことがあ

りますか。宣教師に対してどうしてこの人々は遠いところから来るのか、宣教師の生活は楽し

いか、つまらないか、面白いか、辛いか、宣教師が日本人について何を思っているか、宣教を

するためはどんな壁があるのか。宣教師一人ひとりによってその経験は違います、また、皆そ

れぞれ気持ちや考え方にも違いがあると思います。 

皆は外国語の勉強を始めた時に、わかる単語が少ないので聞いていることの意味をよく間違

います。私もこのような経験があります。私は 2009 年 12 月 22 日から川手さんのところに丁

度丸一年ホームステイをしました。クリスマスの季節だからお母さんと一緒に 24 日の夜に所

沢教会のクリスマスのミサに与かりました。その時 Silent night というクリスマス・キャロル

を日本語で初めて聞きました。もちろん、私は日本語は分かりませんでしたが、メロディーで

分かりました。 

また、25 日のミサに与かって、フィリピン人のクリスマス・パーティーの時に同じクリスマ

ス・キャロルを聞いて子供の歌を思い出したので、お母さんに歌のタイトルを聞いたら「しず

けき」という答えがあったので、やっぱり間違いがありません、子供が歌った歌だと思いまし

た。 

日本人は変なタイトルを付けるのだなぁということを考えました。クリスマス・キャロルは

12 月しか歌いませんので 2010 年の 12 月に日本語学校でクリスマス・キャロルを歌いましよ

う、シスターたちが言われたので、チーズケーキというキャロルを歌いたいと私が言うと、皆

に笑われました。私がチーズケーキは美味しいから日本語学校ですぐに覚えた単語でした。ク

リスマス・キャロルの「しずけき」のタイトルを一年間ずっとチーズケーキだと思っていまし
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た。自分の無知のせいで一年間違っていました。 

このような経験こそ宣教師の人生は楽しみだと思います。分からなかったこと、勘違いして

いたことを正しく理解する時はとても楽しくうれしいです。まだ意味を分からない単語がたく

さんあります。しかし、言葉は福音を知らせるために壁ではありません。なぜなら一つのアク

ションは千ワード以上の価値があるからです。「人々が、あなた方の立派な行いを見て、あなた

方の天の父をあがめるようになるためである」（マタイ 5:16）。大切なのは、私たちの生き方は

模範にならなければならないということです。 

 

 

 

謙遜の心 

ロニー・ロボカ 

 

私にとって弱さをみとめることが、心から落着ける強さになるのです。わたしの弱さは２つ

の大きな点で私を祝福します。 

1、私の弱さが、私を謙遜にします。それが私をさらに神様に、より頼む心を起こさせるか

らです。そして神様は弱いありのままの私をおつかいになるのです。これが聖書の示すところ

(Ⅰコリント 1:27)、すなわち、神様は、力ある者に恥をかかせるために無力な者をお選びにな

る理由です。 

宣教師としての私は謙遜であるべきです。日本に来る前、私はすぐにも役目につけると思っ

ていました。自分は先生であると思っていました。人に教えられるだけの知識を持っていると

思ったのです。しかし、現実は残念なことに、私の知識は不十分で、もっと勉強する必要があ

ることに気づいたのです。自分はまだ先生ではなく、生徒なのだとわかったのです。謙遜であ

ることが私をよい生徒にするのだと信じます。異なる文化や異なる言語の中で暮すことは楽な

ことではありません。だからこそ謙遜であろうとする気持が、私の武器になって、私を強め、

自由にしてくれるのです。 

2、私の弱さが、私を他の人々にもっとやさしく接するようにします。私は、他人を簡単に

裁く人は、自分自身の弱さにまだ気づいていない人だと思います。弱さに気づいているなら人

を裁きたがる人にはならないでしよう。しかし彼は気づいていないので、個人的怒りを他の人

たちにぶつけてしまうのです。私は、自分自身の弱さに打ち克つことができず簡単に人を裁く

ことがあります。私は正しい立場にある、と正当化し、善良なフリをする弱さです。自分の弱

さに気づくことが、一人の人をもっと深く理解するのに役立ちました。このことで、どんなに

小さな人々でさえ、私には裁く権利がないと信じるようになったのです。 

悩み苦しむ時、自分の限界に気づく時、私は神様に感謝します。そのとき私はより純粋にな

り、謙遜になれるからです。 
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信徒の方からの声 
 

 

 

 

 

召命の祈り、お恵み そして感謝 

                           古河教会  勝間田 修 

 

 連日の猛暑が一息ついた8月13日、心待ちにしていた便りが届きました。東京カルメル会修

道院に入っておられる古河出身の方（所属は八王子教会）が10月15日に初誓願をいただけると

いうものでした。 昨年3月の高橋史人神父の叙階、今年の高瀬典之神学生の祭壇奉仕者選任

につぐお恵みです。古河のように小さな、歴史も浅い教会に大きなお恵みで心より感謝です。 

 このようなお恵みをいただける種(要因）はなんでしょう。何か古河に特別なことがあるので

しょうか？何も思い当たりません。では偶然でしょうか？あえて私見をのべさせていただけれ

ば、それは殉教者による呼びかけと後押しではないでしょうか。 

 約10年前、高橋神父がはじめて教会に来られた頃は北関東キリシタン殉教者顕彰祭を始めて

から17～18年を経て軌道に乗ったものの、ややマンネリ化して方向性が不透明になっていまし

た。そのような折、ペトロ岐部と187名の日本殉教者の列福準備のニュースが寄せられ、北関

東キリシタン殉教者の個人特定の大切さが再認識され、気持ちを新たに顕彰に取り組みました。

高橋神父は殉教者に身近に触れ、召し出しの呼びかけと後押しを得たと想像されます。 

 高瀬神学生は、殉教者および隠れキリシタンゆかりの北川辺町柳生で育ち、日々これらの迫

害されたキリシタンの方々と直に触れられ、召命の呼びかけ、後押しを頂いたのでしょう。そ

して、今年、神学生は神学院の卒論テーマに北関東キリシタン殉教者を選ばれたと伺いました。 

 

 これからも引き続き、召命の祈り、殉教者顕彰、および多国籍教会への取り組みの三つの柱

を大切にしてまいります。 
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「人間だから司祭になるんだよ。」 

川越教会  末村久美子 

 

「人間だから司祭になるんだよ。」 

ある、養成担当者の言葉です。 

当たり前のようですが、忘れられがちなことのように思います。神学生になったとたんに、

教会の中で違う世界の人のような気分になって、信徒と距離が離れてしまっていること、あり

ませんか？まずは、人間として、楽しいこと、苦しいこと、うれしいこと、悲しいことを、教

会の皆さんと分かち合いながら司祭になっていくのが理想かなと思います。普通の人が社会に

出ていく年齢になって、6 年間もの勉学の機会を与えられることって、なかなか貴重なことで

すよ。 

話は変わります。 

ある看護大学では、学生時代、寮生活をしながら自炊だそうです。将来、働きながらちゃん

とした食生活を送れるようにするために、敢えて賄いはないということです。神学生の皆さん、

自炊とまでは言いません。たとえ外食でも、たとえコンビニ弁当でも、健康維持のバランスを

保てる選択ができる程度の食事の知識を持ってください。生命を支える食事をないがしろにし

ないでくださいね。 

 

叙階式の日、新司祭も信徒も、心から嬉しそうです。そんな日を何回も経験できたことに感

謝します。 

 

 

２０号に寄せて 

前橋教会  坂詰 未来 

 

２０号を迎えるにあたり、信徒の方からのメッセージを…。 

このような連絡を頂いたものの、「一粒の麦」の存在は知っている、神学生とも交流がないわ

けではないが、はてさて何を書いたものかと悩みました。言葉が見当たらないので、今でも心

に残る話を書きます。 

「召命」≠「司祭・修道者になる」 

召命とは神様がその人にふさわしく備えてくれた道を歩むこと（選ぶこと）であり、司祭、

修道者を目指すことだけが召命ではない。教会で事あるごとに「いつ神学校に入るの？」と問

われ、召命という単語にさえ拒絶を示していた時、幼い頃から僕を知るシスターが話してくれ

たことです。 

「わたしたちは、祈りと愛で、あなたを支えます。」 

先日参列した終生誓願式で派遣先の発表の際、管区長・立宣者による応答の後に一同で唱え

た言葉です。参列者がただお祝いのために参列しているのではなく、祈りと愛であなたを支え

ます、と唱える。叙階式にはない（？）新鮮で素敵な言葉で、とても心に響くものでした。 

私たち一人ひとりが、神様の備えてくれた道を歩むことができるよう、祈りと愛で誰かを支

えることができますように。 
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あかつきの村にきた神学生たちへ 

あかつきの村  佐藤 明子 

 

一粒の麦 20 周年と伺い、その短さに少し驚きを感じました。今まで何度も教区司祭の誕生

が待たれているのを耳にしていました。 

かつて、石川神父様がお元気だった頃には、あかつきの村にもよく神学生の方々が泊りがけ

で来て下さっていました。皆様も今は司祭となり、ご活躍のことと存じます。あかつきの村に

滞在した折には様々な人々に出会い、色々な体験をなさったことと思います。あかつきの村の

開墾、エマウス運動、ベトナム難民受け入れの各時代は活気に満ちあふれているのを目になさ

ったのではないでしょうか。出会う人の言葉にならない切なさ、悲しみにも触れたのではない

でしょうか。 

石川神父様がご病気になられてからも、幾人かの神学生は長い休みの期間に、また、候補生

は神学校に入学するまでの期間に、ここで共同生活をして下さいました。石川神父様の病気で

ベトナム難民の病を抱えたメンバーが不安のうちに過ごしていた時代も共有して頂きました。 

月日が流れても、あかつきの村の仲間を心にかけて頂いていることを有難く思っております。

石川神父様と、ここに繋がる様々な人との関わりから醸し出されたあかつきの村の空気感。石

川神父様が天に召されるまでの道のり。ここで療養しておられる塩田神父様が神学生を愛おし

む姿。ありのままのあかつきの村で、何を思い、何を見たのか。いつか皆さんにお聞きしたい

と思っております。 

多くの人の祈りと奉仕によって、司祭誕生が待たれています。お互い、神様の御心にそうも

のであるよう切に願っております。 
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はなむけ 

事務局長 

終身助祭 矢吹 貞人  

 

神学生の皆さんがめでたく司祭叙階の日を迎えられたときにも思い出し、心に刻んでいただき

たい願いを「はなむけ」として記しておきたいと思います。司祭となられたその日から、司祭と

してのご自身の成長を願って、色んな努力を生涯続けられるに違いないと思いますが、それにも

う一つ、信徒との交わりをこよなく大切にすること、をつけ加えていただきたい、というシンプ

ルなお願いです。 

父なる神は、わたしたち一人ひとりをかけがえがないいのちとしてこの世に送ってくださり、

それぞれにこの世での使命を託してくださり、しかもそれが果たせるように、聖霊を送って励ま

し、助け、導いてくださっている、という神秘をわたしはこころから信じ、感謝しています。イ

エスは、この小さなわたしのためにも十字架上でその尊いいのちを捧げてくださったのだと気づ

かされた日のことを私は生涯忘れません。思い出すだけで、今も心が震えます。そう信じられる

ようになったのは、第一には、主が私にもイエスとの出会いの恵みをくださったからですが、第

二には、教会のたくさんの信徒の皆さんが、それぞれがいただかれた神様との出会いの体験を分

かち合ってくださったから、と考えています。司祭となられた後、司祭という衣を身にまとうと、

かえって難しいでしょうが、どうか、信徒とこころをこめて交るようになさってください。交わ

りが深まったある日、信徒の方々は、ふと、ご自分がこれまでの生涯の中で、どのようにして、

イエスに出会い、神の愛に触れたのか、今も神に触れられているかについて、司祭にも分かち合

ってくださるに違いありません。イエスが今もわたしたちのそばにいてくださり、父なる神が一

人ひとりをどんなに大切に慈しんでくださっているかを信徒によっても気づかされること、それ

は、司祭となられた後のあなたの成長にとって、かけがえのない、豊かな糧となるに違いないと

考えるからです。 

人生の岐路に立たされ、イエスが指し示される道へと進めないでいるとき、ふと気がつくと、

平然とその道を進んでいる人がいる。よく見ると、日ごろいい加減だなーと思っていたあの司祭

ではないか。そんな体験をしたいと願っています。 

では、司祭叙階の日まで、主との豊かな出会いの日々を過ごされますように。 

                                                       

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 10 - 

 

 

養成担当だった先輩司祭より 

 

感謝のことば 

              埼玉東ブロック 

大宮教会 担当司祭 

セウイホーム管理者 鈴木 三蛙 

 

山口明裕神父さん、山口一彦神父さん、吉川神父さん、國本神父さん、ホアン神父さん、高

橋神父さん、姜神父さん、ローマ在住の谷神父さん。 

小生にとっても、職員にとってもメンバーたちにとっても懐かしい名前です。皆さんは神学

生の時代に杉戸のセウイホームを訪問し、ある方は二年ある方は一年、ある方は冬休み春休み、

障害者とともに食事をともにしながら、セウイの作る復活のローソクづくりなどを手伝ってく

ださいました。セウイの旅行にも参加していただき、尾瀬などにも一緒に行きましたので、時々

メンバーたちの口から今どこの教会で働いてるの？元気にしてるの？・・・などと、懐かしが

る声が聞こえます。セウイのメンバーたちにとっては、神学生たちが、ただ泊まってメンバー

たちと食事をしながらおしゃべりをする・・・それも立派なボランティアです。２０年３０年

とここに生活をしている方々もいます。その方々は仕事以外には外に出ることはあまりなく、

いつもメンバーたち同士では話をしますが、世間との接触はとても僅かです。神学生の皆さん

の来訪は外部の方との貴重な接触の場、いつでも大歓迎です。 イエス様は、「私が施設にいた

ときに訪問してくれたね、嬉しかったよ、いつも心待ちにしていたんだ」・・・いつの日かそう

皆さんに語り掛けることでしょう。 

現在、神学生の高瀬さんや永島さんも、しばしばセウイを訪れてくださいました。感謝です。

小さなものに心を向けるのは最も大切な司祭の資質の一つですから。セウイのメンバーたちと

ともに、お二人が一日も早く司祭になられることを祈っています。       
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今年は、一粒の麦ニュースレター20 号を記念して、「一粒の麦」の実りである若手の神父様

方に特別に記事をお寄せいただきました。お忙しい中、記事をお寄せくださったことに感謝し

ます。 

 

 

「先輩司祭より」 

埼玉西ブロック 

所沢教会 担当司祭 

藤田 薫 

 

もう 20 周年になりますか。このニュースレターの創刊号に相当する第１号の編集に関わっ

ていたのは当時まだ神学生だった私でした。ついこの前のような気がしますが、時間の経つの

は早いものです（遠い目）。この「一粒の麦」の創刊は 10 年近く神学生不在が続いていた時期

がやっと終わり、神学生が増え始めた喜びの便りでもあったと思います。 

色々あって、私がさいたま教区（当時は浦和教区）の門を叩くきっかけになったのは、私を

この教区に紹介してくれた元同期の司祭から「あそこには未来がある」と私に語った時の、目

でした。その眼差しの先に希望が見えているように私は感じました。今日に至るまでその言葉

に偽りはなかったと実感しています。その司祭もまた、私が叙階後 5 年ほど過ぎた頃、「僕の

目に狂いはなかった。」みたいなことを言っていました。確かにその間、水を得た魚のごとく傍

から見えたのかもしれません。心強い先輩司祭がたにも恵まれていました。しかし、３年前の

突然の出来事に大きく揺らぎました。さいたま教区らしさのうちに働く聖霊の力強い助けを願

いましょう。 

 

 

 

感謝とお願い 

群馬東ブロック 

大間々・桐生教会 担当司祭 

土屋 和彦 

 

いつも神学生のためにお祈りくださり、また神学生養成のために尊い献金をお捧げ下さりあ

りがとうございます。私も皆さんの支えにより、２００３年に司祭叙階の恵みをいただきまし

た。心から感謝いたします。私も皆さんのためにお祈りいたします。 

昨年、高松教区から戻り、いま群馬県東ブロック、大間々・桐生教会で働いています。先日、

隣りの足利教会での主日のミサに与りました。ミサの祈りの中で、助祭、司教、司祭のための

「一粒の麦」で育てられた司祭より 
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特別な祈りがありました。特に、引退した司牧者、療養中の司祭や助祭のための祈りを皆で唱

えている姿に、深い尊敬の念を覚えました。教区・修道会・宣教会の司牧者を問わず、今祈り

を必要としている助祭・司教・司祭のために、皆さまにもお祈りいただけたら幸いです。どう

ぞお願いいたします。私のためにもお祈りください。 

学生時代にお世話になっていた新潟教区の寺尾教会では、次のような祈りが日曜日ごとに唱

えられていました。うろ覚えですが、ご紹介します。 

主はかつて仰せになりました。「収穫は多いが、働き手が少ない。だから、収穫のために働

き手を送ってくださるように、収穫の主に願いなさい（ルカ 10:2）」。私たちの中から司祭・

修道者として働く者をお与えください。主イエスの招きにこたえて召命の道を歩み通すこ

とができますように。アーメン。 

という祈りだったと記憶しています。これらの小教区の祈り、小さな群れの祈りは、その共同

体そのものを刷新し、群れの中の最も小さい者をも聖化する力があると思います。皆さんの教

会の主日のミサには、どんな祈りがあるでしょうか？ 

一粒の麦で特集記事を組めるほどの祈りがあるのではないかと思います。夏休みをはじめ、

神学院休暇中の神学生に出会ったときは、どうぞ温かい声を掛けてください。私自身もそうで

したが、皆さんが神学生の中に人間的な弱さを見出す時があると思います。私も皆さんの励ま

しとお叱り、真剣に心配してくださる忠告や冷えた缶ビールや糠漬けの差し入れに支えられ、

変えられ、養われてきたのだと思っています。助祭・司祭になってから変わるのは結構エネル

ギーが必要です。若々しく、より柔軟な魂の神学生のために、愛の一言をぜひください。 

私たちの群れの中から、主の収穫のために働く働き手をお召しくださるように祈りましょう。

祈りと感謝の内に。 

 

 

 

ご挨拶 

日本カトリック神学院 

養成担当者 

中嶋 義晃 

 

一粒の麦がさいたま教区で始まり 20 周年を迎えることができたことを心よりお喜び申し上

げます。この日を迎えられたのは、神学生のために祈り、支えて下さった皆様のおかげです。

この場を借りて感謝申し上げます。 

私は、皆さまに支えられ、司祭叙階の恵みを受けてから 12 年目を迎えています。また、2011

年 4 月 1 日付で，日本カトリック神学院に養成担当者として着任してから、早くも 5 年目に入

りました。 

日本カトリック神学院には、現在 38 名の在学生と 2 名の休学生がいます。神学生が神学院

生活や日々の生活の中で、神の恵みの中に生かされていることを感じとり、自分の召命を見つ

め、その召命を忠実に生きることができますように。そして、神の選びを受けたことに感謝を

しながら、神が自分に何を望まれているのかを探し求め、神の御旨に従って自分の生涯をささ

げることができますよう、皆さんのお祈りをお願いいたします。 
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また、すべての司祭は「キリストの福音の業をこの世の人々に証し、伝え、キリストが定め

られた秘跡を通して人々に光と力を与え、神に向かって旅する人々の中にあって、彼らと共に

歩み、彼らのために祈る」という使命があります。叙階した司祭のためにも、この使命を生き

る力が与えられますよう、お祈りをお願いいたします。 

 

 

 

感 謝 

在ローマ   

谷 国定 

 

「一粒の麦」20 周年記念、おめでとうございます。 

わたしが神学院に入ってから今年で 13 年が経ちました。この間、6 年間は神学院で学び、

５年間はさいたま教区の中で活動し、現在は約 2 年間、ローマに留学しています。 

日々の出来事や神学院における勉強、小教区の司牧や教区の活動、個人的な嬉しいことや寂

しいこと、わたしには、この年月はとても短いものに感じられましたが、神の愛と恵みが満た

された年月でした。イエス様に従って行く旅では、一人ぼっちで歩んで行くのではなく、イエ

ス様とさいたま教区の皆様と共に歩んで行くことを強く感じ、「一粒の麦」の皆様、前教区長・

谷司教様と教区の管理者としての岡田大司教様、先輩の神父様たちと教区の兄弟姉妹たちのご

援助とお祈りを通して、神の恵みをいただくことができました。心から感謝いたします。 

約 2 年前、わたしは前教区長・谷司教様によってローマに派遣され、現在も大学で学んでい

ます。ローマはカトリック教会の首都と見られています。そこには、ヴァチカンがあり、教皇

様がおられ、聖ペトロと聖パウロのお墓があります。ヴァチカンのペトロ広場には毎日たくさ

んの巡礼者たちが来ます。わたしの宿舎はペトロ広場から歩いて 15 分ぐらい離れたところで

す。 

ローマに留学しているわたしには、皆様のお祈りがとても必要です。皆様のお祈りのおかげ

で、神様はわたしを支え、祝福してくださっていると確信します。どうぞ、これからもよろし

くお願いいたします。 

 

 

 

理想と現実（現場） 

               埼玉南ブロック 

 浦和教会・朝霞教会 担当司祭 

吉川 孝政 

 

「一粒の麦」の会員の皆様、お久しぶりです。20 年にも及ぶ、皆様の不断のお祈りとご支援

の一粒ひとつぶに心から感謝いたします。 

さて、思い起こせば私も神学生時代、文章を書くのが大の苦手で、いつも締切ギリギリ、時々

オーバーだったような・・。そして、神学生全員で印刷・発送作業。楽しい思い出です。 
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司祭に叙階されて、おかげさまで 7 年目になりましたが、自分の中にある司祭像と神学校で

学んだ司祭像（理想）は現実（現場）とはなかなか一致しません。現場というものは日々変化

するもので、その変化に翻弄されそうになることもしばしばです。 

ある先輩が、「理想は理想、現実は現実。」とよく言っていました。この言葉だけだと「理想

なんてどうでもいい」と受け取られかねませんが、そうではなく現実にぶつかり、向き合うと

きに理想（原点）に戻り、そこからまた始めればいい。 

ある歌舞伎役者の名言で、「型を修得してこそ『型破り』ができる、型を学ばないのは『型無

し』だ。」に通ずるものがあるように思います。 

これからも、まかれる一粒の麦の種が召命の実りへとつながるように祈り続けたいと思いま

す。 

 

 

 

『宣教師のセンスを！』 

栃木県北ブロック 

那須・大田原・烏山教会 担当司祭 

藤田 恵 

 

神学生の皆さん、日々の勉学お疲れ様です。わたしの拙い経験から皆さんに一言申し上げま

す。皆さんは是非、宣教師のセンスを身に着けてください。 

宣教師のセンスとは？それは、異文化の人々と交わる積極性、異文化を受け入れる度量の広

さ、異文化を学ぶ謙虚さです。 

ブラジルの沃野で一年数ヶ月間を過ごして得たのは、相手の価値観の中に飛び込む勇気でし

た。言葉ができないもどかしさを感じても、そうした感情から解き放たれ、相手によって活か

されている小さな自分を感じました。たとえ言葉が通じなくても、唯一の神を信じていること

で、通じ合えることを知ることでした。 

皆さんは、外国語のミサにもチャレンジしてください。さいたま教区の中には、外国人の小

さな共同体がたくさんあります。「すべての人に対してすべてのものになりました。………それ

はわたしが、福音に共にあずかる者となるためです」（Ⅰコリント 9:22-23）。「ごく小さなこ

とに忠実な者は、大きなことにも忠実である」（ルカ 16:10）。福音を生きるとは、日本で暮ら

す外国籍信徒のために、自分が変えられていくことを恐れないことでもあるのです。 
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神学生 

群馬中央・北ブロック 

 担当司祭 

姜 玟周 

 

一粒の麦の会員の皆様方、お久しぶりでございます。２０１２年叙階の恵みを受け、群馬中

央・北ブロックで働いています。現在は渋川教会に住んでいます。叙階されて右も左も分から

ない状態のまま、いつの間にか３年半以上経ちました。ここまで無事に来られたこと、神様と

皆様に感謝しています。 

神父になって、身体と共に態度もどんどん大きくなっていくある時、神学生たちを見てミサ

を行い始めたころのことを思い出しました。神学校で６年間ミサに与っていたので式文は覚え

ているはずだったのですが、いざと自分が式を進めようとしたら、何も思い出させなかったの

です。そして、聖変化の時、パンとぶどう酒(杯)を持ち上げながらも「これが本当に変わるん

だろうか」と思ったことも少なくありません。しかしある時、今まで自分の力で来られたわけ

ではなかったこと、神様と多くの方々の助けを思い出し、「これも自分の力ではない」ことを感

じました。頭では知っていたとしても心で分からなかったことでしょう。すべてが恵みである

ことを。 

神学生がいることだけで信徒の皆さんだけでなく、神父にも大きな助けになりますので、こ

れからも神学生たちのこと、よろしくお願いいたします。 

 

 

一粒の麦 

埼玉西ブロック          

上福岡教会・川越教会 担当司祭 

グエン・ゴン・ホアン 

 

「一粒の麦」は、 今年で 20 周年を迎えることができました。この 20 年の間、皆様の日頃

の汗と涙によって、神学生や私たち司祭のために祈り、支えて下さったことを心より感謝いた

します。これまでの皆様の祈りと支えによって、今の私があると実感しております。 

司祭の恵みを受けて３年目になります。まだまだ足りない私ですが、毎日必死にイエス様の

道を歩んでいます。時々、皆様とどこかの教会で出会えた時、声をかけて下さり、励ましの言

葉を頂き、勇気づけられます。 

また、司祭の恵みを受けてすぐに私は福島へ派遣され、自分に何ができるのかと考える日々

でした。でも、そんな私一人の力では何も出来ない中で、たくさんの信徒の皆様に助けられ、

励まされ、勇気づけられました。そういう意味で、これも皆様の祈りと支えによって神様が私

を導いて下さったと思います。 

そんな福島での経験・体験によって、今自分がいる上福岡教会で自分が少しずつ成長させら

れているような気がします。まだまだ未熟な私ですが、どうかこれからも「一粒の麦」の祈り

と支援によって継続的に支えて下さると幸いです。拙い私の感謝の気持ちですが、どうかこれ

からも神学生や司祭のために祈りと支えをよろしくお願いいたします。 
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多くの方々に支えられて 

埼玉南ブロック         

川口教会 担当司祭 

佐藤 智宏 

 

一粒の麦の会員の皆様、いつもさいたま教区の神学生のためにたくさんの祈りとご支援をし

ていただき、まことに感謝いたします。私は今、会員の皆様からのその祈りとご支援を糧に、

司祭に叙階されて 4 年目の年を迎えています。私自身、神学生時代の 6 年間の中で、夏休みな

どの長い休みの期間を利用して、この「一粒の麦」の会員を増やすように、当時の谷司教様か

ら指令があって、教区内４県の各教会を神学生同士でチームを組んで、主日のミサの時に自ら

各教会に訪問し、侍者やその他のミサ中の奉仕を担当して自分たちの存在をアピールして、お

知らせの時に「一粒の麦」の会員に１人でも多くの信徒の方が協力してくださるように宣伝し

ながら会員を増やす活動を行ったことが、今でも記憶の中に強く残っています。 

自分たち神学生は、多くの人の、教会全体の支えがなければ、途中で途絶えてしまう存在な

のだということを、その活動を通して深く理解しました。 

現在、私は埼玉県の浦和教会に住みながら、複数の先輩の司祭の方々とチームで埼玉県南ブ

ロック４つの教会、朝霞・浦和・川口・草加の各教会を、毎月のスケジュールに従って主日の

ミサを執り行いつつ、特に川口教会の責任者として、ベトナム人、フィリピン人、日本人を主

体とした教会の司牧をバランスよく行うように心がけて奮闘している最中です。「一粒の麦」会

員の皆様におかれましては、これからも変わらぬご支援、お祈りをお願いしつつ、父である神

がより多くの「働き手」を送ってくださるよう、私たち司祭もともに将来のさいたま教区の、

そしてカトリック教会のより一層の発展のために、自分の生涯をささげながら、尽力していく

所存です。どうぞこれからも「一粒の麦」を、よろしくお願いいたします。 
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感謝を込めて 

群馬西ブロック                                  

高崎・新町・藤岡・富岡教会 担当司祭 

坂上 彰 

 

「一粒の麦」の会員の皆さま、大変ご無沙汰をしております。皆さまからの温かな励ましや

多くのご支援、ご援助のお蔭をもちまして司祭叙階のお恵みをいただいたのが２０１３年、現

在叙階３年目を迎え、群馬県の西ブロック（高崎教会・新町教会・藤岡教会・富岡教会）で司

牧の任に当たっております。 

さいたま教区史上最高齢の神学生として数十年ぶりに机に向かい、錆びついた頭で親子ほど

も年の離れた若い同級生と一緒に学び、６年間の神学校生活を過ごすことが出来ました。これ

もひとえに、皆さま方の支えがあったからこそと、ここに改めて感謝申し上げます。 

司祭として日々過ごす毎日の中で、皆さまからいただいたご恩を胸に、今はひとりの「一粒

の麦」会員として、微力ながら神学生たちを祈りをもって支えることが、皆さまへの私に出来

る恩返しと思っております。 

 

 

 

一粒の麦の皆様への感謝 

栃木県央ブロック 

日光・今市教会 担当司祭 

高橋 史人 

 

一粒の麦ニュースレター２０周年を迎え、一粒の麦会員の皆様、そして、さいたま教区の皆

様にあらためて心より感謝いたします。私は昨年４月に司祭に叙階され、日光教会と今市教会

の２つの教会を担当しています。 

私たち司祭は、皆様のご支援と祈りによってこれまで支えられて来ています。また、皆様に

よる神学生の方々ためのご支援と祈りは、司祭誕生と今後の教会の未来を拓くものにつながっ

ていることは言うまでもありません。今後ともあらたな神学生の方々ために、どうぞよろしく

お願いいたします。 

さて私はいま日光教会と今市教会の２つの教会を担当していますが、司牧をする上で神学生

時代の小教区での司牧実習が非常に役に立っています。とくにさいたま教区内での司牧実習は

教区の小教区に滞在し、小教区の雰囲気や活動や様々な課題を学ぶことができ、何より信徒の

皆様と出会える恵みがそこにあります。これは本当に大きな恵みであり、主に感謝しています。 

神学生の方々は将来の司祭ですので、どうか今後も継続的なご支援とお祈りをよろしくお願

いします。皆様と神学生とのつながりが、より多くの霊魂の救済のために実りをもたらすよう、

主に願っております。 
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神様のご計画 

栃木県南ブロック 

小山・上三川教会 担当司祭 

山口 一彦 

一粒の麦ニュースレター20 号、おめでとうございます。そして、これまで神学生たちを支え

てきて下さった皆様、本当にありがとうございます。 

私、司祭生活２年目に入りました。まだまだ試行錯誤の毎日ですが、そんな中で、神様の計

らいを感じることがあります。主日にオルガン担当の方がお休みの時、あるいは勉強会で最初

にお祈りの歌をみんなで歌う時、子どもの頃に独学で遊んだギターが役立ったり、塾で鍛えら

れた話術が、いくらかなりとも説教に反映していると、時々感じたりします。まったく関係の

ない昔のことが、実は今に繋がっているんだと思う時、改めてイエス様の召命を感じます。  

高崎教会に滞在していた神学科１年の頃、猪俣神父様とこんな会話をしたことがあります。 

「今、さいたま教区の神学生は、何人いるんだ？」 

「９名です。長崎教区の６名を抑えて、ダントツの１位です。」 

「そんなにいるのか。それがみんな神父になったら、どうしよう。担当する小教区が足りな

いぞ。」 

それから４年。長年さいたま教区の屋台骨を支えてきたベテランの神父様方が、次々に司牧

の現場から退かれました。世代交代と言ってしまえばそれまでですが、神様の計らいを強く感

じます。今もきっと、私たちの見えないところで、将来の教区のために多くの種が蒔かれ、芽

吹きの準備が進んでいることでしょう。皆様の変わらぬご支援を、よろしくお願いいたします。 
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「わたしが世に属していないように、・・・」 (ヨハネ 17:16) 

 

養成担当者 援助修道会 Sr.尾碕 一美 

 

さいたま教区の養成担当者の責任をいただいて 9 年目を迎えました。 

今年「一粒の麦ニュースレター」が 20 周年を迎えましたので、約半分の年月を神学生たちと

共に歩ませていただきました。この 10 年間の神学生たちの特徴は、多国籍の神学生たちが増

えたということでしょう。「一粒の麦」を支えてくださっている皆様に心から感謝申し上げます。 

さいたま教区の信徒の 80％は多国籍といわれているように、宣教会・修道会の司祭たちも多

国籍で豊かです。多国籍の豊かさとは何でしょうか? 海外で生活した経験を持っていらっしゃ

る方は少し解ると思いますが、異国の中での言語の習得、文化、習慣を自分の中で理解し受容

することはたくさんのエネルギーがいる体験です。何回も、謙遜に神様の前で「やり直し」を

求められます。その姿勢に私たち日本人は、本当に頭が下がります。でも、反対にその中でい

ただく恵みも大きいのです。若いからこそ、そこにチャレンジできる力も神様からいただいて

いるのだと思います。 

同伴の役割をいただいている養成担当者も、神学生たちからたくさんのチャレンジをいただ

いています。 

 

タイトルにヨハネ福音の遺言の箇所をあげました。 

『わたしが世に属していないように、彼らも世に属していないからです。真理によって彼らを

聖なる者としてください。あなたのみ言葉は真理です。・・彼らも、真理によってささげられた

者となるためです。』 

この「みことば」からの問いかけ『この世に属していないとは? 』どのようなことでしょう。

この問いかけを心に持ちながら「ささげられたもの」「聖別されたもの」「Something Divine」

を出会いの中で醸し出すことのできる司祭にと願っています。 

 

 

 

司祭召命を願って 

養成担当者 御前 ザビエル 

 

昨年、5 月 11 日に祝った復活節第 4 主日は、世界召命祈願の日になっていました。ちょう

ど、その前の水曜日と木曜日に、毎月一回行われている静修会の講話をするために、神学院東

京キャンパスに出かけました。当時、哲学科 1 年：10 名、哲学科 2 年：5 名、助祭：10 名の

養成担当者より 
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計 25 名の学生とさいたま教区司祭の中嶋義晃神父さまをはじめ 4 名の養成者がいました。 

しばらく、神学生と生活をともにし、何人かの話を聞いて感動しました。長崎教区出身で、

中学 1 年からの小神学校を経て、今、大神学校に入っている神学生がいれば、東京教区出身で

4 年前に受洗して去年の 4 月から入学した神学生もいます。さまざまな歩みをされた神学生た

ちは、神の呼びかけに答えて、一生懸命に司祭になる準備をしています。一人ひとりの召命を

培ったのは、よく祈る、よくキリストの愛に生きる家族であり、また、燃える心でキリストを

中心に生きる教会共同体です。 

わたし自身も、この間帰天した母のことを思いめぐらして、一人の息子が司祭になったこと

を誇りに思っていた両親に感謝しています。母の帰天の際、ある司祭からいただいたメールを

紹介いたします。 

「お母様のこと、伺いました。102 才。りっぱな人生だったことと拝察いたします。ザビエ

ル神父様を生んで育てて、日本に来ることを認めてくださらなかったなら、わたしがザビエル

神父様に出会うこともなかったでしょうし、司祭としての今のわたしも、たぶん、いなかった

でしょう。感謝しております。ミサの中でお祈りさせていただきました。」 

司祭召命を願って祈り励む家庭と小教区から新しい司祭が生まれることを切に願っています。 

 

 

 

キリストの平和を伝えるように 

養成担当者 マルコ・ヴィッラ 

 

本年の 6 月 6 日、ボスニア・ヘルツェゴビナを司牧訪問中の教皇フランシスコは、サラエボ

大聖堂で行われた司祭・男女修道者及び神学生との集いの中であいさつを述べました。3 人の

代表者から戦争中の信仰体験を聞いた後、教皇は用意してあった原稿を用いずに、その体験に

対する自らの思いを伝えました。「平和を築くために、戦争の体験を忘れないでください」と

いうパパさまの言葉が強い印象を与えます。 

ミサ聖祭のあいさつの時「平和が皆さんとともに」と言えるように、さいたま教区の神学生

が心の準備をしています。戦争の苦しみを知らない人は体験者の証言を深く考えないで、イエ

スの平和を伝えるでしょうか。戦争の傷は私の傷だと思い、平和の社会を作ろうとしている人々

の夢を一緒にかなえる司祭になれますように、わたしは願っています。２２年前、サラエボ包

囲の時、わたしも叙階の恵みを受けて、隣国の人々の苦しみから遠ざかる司祭にならないよう

に強く当時の司教が呼びかけていたからです。 

２０年間、このニュースレターを読み、さいたま教区神学生を支えて下さっている「一粒の

麦の会」の会員の皆様、終戦７０年にあたる今年こそ、神学生がまねごとではなく強く平和を

求め平和のために働く司祭になれますように、これからもお祈りと献金をしていただけますよ

うに、よろしくお願いします。 
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事務局長 終身助祭 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。おかげさまで、今年で 20 周年を迎え、14 名もの司祭が誕生す

るという祝福と恵みをいただきました。さらに、現在、3 名の神学生（高瀬典之、永島真実、

ホルヘ・マヌエル・マシアス・ラミレス）がいずれも福岡キャンパスで勉学に勤しみ、1 名の

神学生（ロニー・ロボカ）は、助祭コースに入学するための準備としての南山大学での日本語

の学習を終了したところです。 

2014 年度の「一粒の麦」の会計報告は次の通りです。 

会員数：284 名（13 名の減） 

献金総額：5,532,305 円（1,195,742 円の減）  

残念ながら、昨年度（2013 年度）はまた会員数は漸減に留まりましたが、献金総額は大き

く落ち込んでしまいました。信徒の高齢化が一層進む中ですが、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。お寄せいただきました献金は、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。 

さいたま教区としては、神学生のさらなる召命はもちろんですが、1 日も早い新司教の任命

の恵みを皆様と共に祈りたいと思います。 

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。 

最後に、特別のご報告です。「一粒の麦」の実りとして司祭となられた神父様方に、後に続く

神学生のために、「一粒の麦」の会員になっていただくようお願いすることをうっかりして忘れ

ておりました。もちろん、叙階後すぐに会員になってくださっている神父様もありますが、で

きれば「一粒の麦」の実である神父様全員に会員になっていただけますよう、機会を見つけて、

お願いしようと考えております。皆様もぜひお誘いなさってください。 

感謝と報告 
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