
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「どうぞお話しください。僕
しもべ

は聞いております。」 

（サムエル記上 3 章 10 節） 

2016 年 8 月 25 日

 



 



 

 

 

巻頭言 
 

「神のいつくしみの特別聖年」に思う 

 

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 

 

 2016 年 6 月 3 日はイエスの聖心
みこころ

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「イエスのみ心」の祭日

です。み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、痛みがみ心を通して表現されています。  

 

 ところで今、わたしたちは「いつくしみの特別聖年』を祝って

います。ここに掲げるイエス像は、1931 年 2 月 22 日、ポーラ

ンドのいつくしみの聖母修道女会のシスターファウスティナ・

コヴァルスカに現れた主イエスのヴィジョンを描いたもので

す。 

 

 同日の日記でファウスティナは次のように述べています。 

 

「夕方、修室にいた時、白い衣服を着ていらっしゃる主イエスを

見ました。片方の手は祝福を与えるしぐさで上げられ、もう片方

の手は胸のあたりの衣に触れていました。胸のあたりでわずか

に開いている衣服の下から、ふたつの大きな光が出ていました

が、一つは赤く、もう一つは青白い光でした。波黙のうちに主を見つめていました。しばらく

して、イエスはわたしに言われました。「あなたが今見ている通りに絵を描きなさい。その下

に『イエス、わたしはあなたに信頼します』という言葉を書きなさい。わたしのこの絵が、ま

ずあなたたちの聖堂で、そして世界の至る所で崇められることを望む。」 

 

 なお、シスターファウスティナは 2000 年 4 月 30 日復活節第二主日に教皇聖パウロ二世に

よって列聖されました。その際、教皇は、以後、復活節第二主日を「神のいつくしみの主日」

と呼ばれるようにする、と宣言しました。 

 



 

 

 

 

 

助祭叙階のお恵みを受けて 

 

神学科 4 年 助祭 ペトロ 高瀬 典之 

 

 「一粒の麦」の会員の皆様、私は今年の 4 月 2 日、出身教会である茨城県の古河教会におき

まして、岡田武夫大司教様の司式により助祭叙階のお恵みを頂くことができました。これもひ

とえに、皆様方のお祈りや励まし、ご支援のお陰と深く感謝しております。本当にありがとう

ございました。 

 さて、助祭叙階のお恵みを受けて、その使命を一番重く感じるのは、「福音を理解し、伝え、

実行する」という叙階式の時に司教様からいただいた使命です。ミサの中で「○○による福音」

といった時に「主に栄光」と言いながら、頭と口と胸の前で三回十字架のしるしをしますが、

それぞれ次のような意味があるそうです。頭、口、胸のそれぞれの十字架のしるしは、「イエス

様のみことばをよく理解できますように。」、「理解したことを述べ伝えることができますよう

に。」、「述べ伝えたことを実行することができますように。」という意味です。 

 ミサの中で初めて福音を朗読したとき、私は福音を伝える役目が自分にできるのだろうか不

安と緊張で押しつぶされそうになっていました。そんなとき、ふと会衆席に目をやると、一斉

に「主に栄光」と力強く切られた十字架のしるしが広がっていました。十字架のしるしが教会

全体に広がり、溢れ出ていくようでした。私は共同体がイエス様を中心に一つになっていくよ

うな一体感を感じ、皆さんが、そして、イエス様が「大丈夫、みんな一緒だよ」と背中を押し

てくれているように感じ、非常に勇気づけられました。 

 それから、私は、ミサで福音を朗読するたびに、そして、「主に栄光」と皆さんのたくさんの

十字架を見るたびに、勇気づけられ、力をいただきます。「十字架の言葉は私たち救われるもの

にとっては神の力です。」とパウロはいいますが、本当にそうなのだと強く実感しました。助祭

としての使命を果たしていくことができますように、福音を理解し、伝え、それを生きること

ができますように、これからもお祈りとご支援をよろしくお願いいたします。 

 

 

ガラパゴス？ 

 

神学科 2 年 ホルヘ・マヌエル・マシアス・ラミレス 

 

 みんなはガラパゴス諸島をご存知ですか。太平洋に浮かぶエクアドルの島で、そこでは、動

植物が独自の進化をしていることで有名な島です。全然知らない国で初めて生活する時、また

信者さんや主任司祭のことなど、全く知らない教会へ移るときにガラパゴス諸島にいるような

神学生より皆様へ感謝をこめて 



 

 

気持ちになるのではないでしょうか。なぜなら、何が起こるか、不思議な事を見るか、どんな

ものがいるか分からないからです。 

 日本語を勉強した時に所沢教会の信者さんのマンションで丸一年ホームステイをしました。

毎日 7 時 45 分ごろマンションを出て西武池袋線の入間市駅まで歩きました。最初は道で会っ

た人々に「おはようございます」と挨拶をしましたが、なかなか返事がありませんでした。一

か月経っても同じ建物に住んでいた中学生しか挨拶に答えてくれませんでした。  

 入間市駅から所沢駅で西武新宿線に乗り換えました。だいたいこの駅から乗る電車はぎゅう

ぎゅうで混んでいました。一か月後、私は不思議な事に気が付きました、毎週何回も同じ人が

車両に乗っているけれど挨拶さえしないから、私はこの車両に乗っても、乗らなくても誰も気

がつきません。ぎゅうぎゅうに混んでいる車両の中で、初めて孤独を感じました。その経験か

ら日本人は挨拶をしない文化だと思いました。 

 ある日神学院の福岡キャンパスで朝 10 時半頃、食堂でココアとドーナツを食べていた時、

食べ終わった後、食堂を出て一階の廊下を歩きました。ちょうど日本語教室の前で東京教区の

日本人の神学生に「お疲れさまです。」と言われました。私は「ハイ。」としか答えませんでし

たが、頭の中で「何もしていないのに、なぜ『お疲れさまです。』と言われているのだろうか。」

と考えました。「ああ、ココアとドーナツを食べていましたので、顎の骨が疲れました」それで

「お疲れさまです。」と言ったんだと思いました。 

 不思議な事に前に何回もこの言葉を聞きましたが挨拶と思いませんでした。 

 やっぱり知らない国はガラパゴス群島のようなものです。 

 日本のガラパゴスカトリック教会と日本ガラパゴスカトリック神学院の不思議な出会いを楽

しみに待っています。 

 

 

感 謝 

 

 インマヌエル 永島 真実 

 

一粒の麦の会員の皆様、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、

大変感謝しております。今年度は神学院を休学させていただき、教区の中で研修させていただ

いています。休学中の私のテーマの一つは自分の弱さを見つめること、その弱い部分を与えて

くださったことに感謝することです。このように弱さを抱えた私でも、神様は召し出してくだ

さったこと、そしてまた、そんな私を祈り支えてくださる皆様がいること、何度、「ありがとう

ございます」と言っても表しきれないくらい感謝の気持ちでいっぱいです。まだ休学期間は半

年も過ぎてはいませんが本当に私の宝物となる一年になることでしょう。 

今年は、いつくしみの特別聖年ということで教皇様がこの特別聖年のための祈りを出されま

した。その中に「あなたは、ご自分に仕える者が弱さを身にまとい、無知と過ちの闇の中を歩

む人々を、心から思いやることができるようお望みになりました。」という一節があります。私

自身、自分の弱い部分を見つめ直すことをテーマにしていたこともあり、とても心惹かれる一

節でした。現代社会においては、とかく自分の弱さを克服すること、乗り越えるといった考え

方になりがちだと思います。そして、弱さを克服できなければゆるされないと考え、多くの人



 

 

が苦しんでいます。しかし、神様の基準はそうではないのだと思います。弱さを抱えていよう

が、何度神様から離れようとも、忍耐強く、憐れみに満ちた目で私たちを見てくださっていま

す。そして、神様のところへ私たちが立ち戻れば、祝宴を開いてご自分のところに帰ってきて

くれたことを祝う神様です。このことはとても励みになりますし、私たちにとって救い、希望

となることです。そして、この弱い私だからこそ、心から思いやることができるのだと、そし

て、そのように神様がお望みになってくださったのだということ、この大切なことに改めて意

識を向けることができました。 

弱い私を祈り支えてくださる皆様と共に、そして、皆様の中で、私も一緒に祈ってまいりた

いと思います。 

 

 

自由の心 

 

ロニー・ロボカ 

 

 私たちが良き弟子として主に仕えようとするとき,私たちの自由は,人々をいかに愛し、仕え

ることができるか、その大きさで決められる。まことに自由である人はどういう人か？かれ

は、何者にも左右されず、何ごとにも支配されない人である。完全な愛と奉仕は自由の中にお

いてのみ成就される。人は、完全な自由の中でなければ人々を愛しつくし、人々に仕えつくす

ことはできない。 

 福音書の中でイエスは自由の模範であり、主は、主と同じような自由の中で主に従おうとす

る者を弟子に迎える。「イエスは狐には巣穴があり。空を飛ぶ鳥には巣があるが、人の子には

住む場所はない」という例えで弟子であることの厳しさを教えておられる。 

 主に従っても、生活とくに居場所の保証が何もないといわれる。主の家は常にあちこち移動

している。それこそが主の自由であるといわれるのです。主には、しばりつけられる場所はど

こにもない。父なる神が命じられる所には、どこにでも行かれる。御父の示される場所だけが

主の居場所なのです。イエスは神の国の使命のみを住まいとしているといわれるのです。 

 一つのことを選ぶということは、一つのことを諦めるというとこを意味します。主の道を選

ぶということは、欲望の道を離れることを意味します。個人的な欲望を捨てて主が望まれる道

をつき進むということです。 

 私の霊的指導者が私にいわれたことを思い出します。「イエスの真の弟子になりたいなら、

これまでの暮らし方を完全に捨てることを覚悟しなさい」ということです。毎日一分一秒、神

学生としての私は何事が起きようと自由でなくてはならない。 

 私自身の経験では、これまでいろいろな地域や集団に移動して来ました。これこそ私が自由

であったからこそ出来たことです。自由であることは神の賜物であります。神のすばらしい贈

り物です。しかしこの賜物は、私のまわりの人たちへの賜り物でもあるはずです。他の人々に

仕える自由からのものです。 

 私は、この人生を私自身のためだけに与えられたものではなく、人々を愛するために仕える

ことができるようにいただいたものと考えます。 



 

 

 

 

信徒の方からの声 

 

最後の言葉 

                          所沢教会  宮井 恵次 

 

 時々お見かけしますね、教会や聖書についての雑学的な知識や理屈を滔々
と う と う

と披露してくださ

る方。そういう話は得てしてとても面白い。面白いだけに、隠蔽力も非常に強いように思いま

す。私たちは一歩間違えると何やら訳の分からぬ秘密結社に属し、隠語で話し、その奇妙な連

帯感や帰属意識にアイデンティティを見いだしてしまいたくなる弱い存在です。しかし、こと

信仰に関するかぎり、どんな知識も、どんな言葉も、それによって私たちがイエスに従って一

歩を歩み出し、イエスのように愛する者となることを、助け、促し、励まし、導いてくれるの

でなければ空しいのではないでしょうか。 

 

 毎日曜日のミサで、私たち信徒は司祭の話にいつも期待して耳を傾けています。残念なこと

に、司祭の心ない言葉に傷つけられ、教会から離れていってしまう人がいることも事実です。

一方、福音に生きる喜びにあふれた力強い説教に励まされ心が熱く燃え上がることもあれば、

深い信仰から絞り出された言葉に生涯の道行きを支える大切な指針を見いだすこともありま

す。 

 

 神学生の皆さんは教義、聖書、典礼、司牧など、司祭になるために学ぶべきことが沢山あ

り、どれ一つとして疎かにしていいものなどあるはずもないでしょう。であればその全てを総

動員して、ということになりましょうが、神についての語り（テオ=ロギア）はいつも、語り

うる神についての最後の言葉を語るようであってほしいものです。時間的な意味での最後とい

うよりは、その先にはもう言葉ではなく、「行って、あなたも同じようにしなさい」という命

令に従って臨む愛の実践の世界が広がっており、その広大な世界を指し示すことをもって遂に

使命を終えるがごとき最後の言葉を――。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

助祭叙階式 古河教会 

4 月 2 日(土)13 時 助祭叙階式 古河教会  

  

カトリック古河教会 司式は、岡田武夫大司教 

 

花冷えの日、桜や菜の花の咲き乱れた渡良瀬川を渡った地、茨城県古河市。寛永年間、古河城下

において磔刑に処せられた 95名のキリシタンの殉教を生んだ地でもある。 

高瀬神学生の出身古河教会は、信徒数 40 名ほどの小さな教会。この 10 年は、フィリピン人の

方々も増えタガログ語ミサには、100 名くらいの信徒が集う、多国籍の共同体作りを模索している

家庭的な教会である。 

この日のために、古河教会の信徒を中心に高瀬神学生の助祭叙階式の準備。テントはつくば教会

から、椅子は加須教会から・・など等、心と力を合わせた手作りの叙階式が行われた。参列した司

祭・助祭団、そして高瀬神学生が司牧実習の教会でお世話になった信徒の方々が集まり、喜びのう

ちに共に主に賛美と感謝を捧げた。 

 

  

叙階の儀 連 願 

  

助祭のストラは、楠木神父さんから 新助祭として、祭壇奉仕 



 

 

 

  

岡田大司教の言葉 高瀬助祭の同期生も一緒に喜びを共に。 

  

助祭団挨拶(斉藤優助祭) 高瀬典之新助祭挨拶 

 
 

さいたま教区司祭・助祭団 神学院同級生の助祭と共に 

  

♪高瀬新助祭のご親戚、喜びの一日♪ ★古河教会フィリピンの方々の準備してくださ

ったお祝いのケーキにナイフを★ 



 

 

 

 

 

 

陶工の手中にある粘土のように(エレミヤ書 18 章) 

養成担当者 援助修道会 Sr.尾碕 一美 

 

 いつも神学生たちのために祈りと献金によるご支援を、感謝申し上げます。 

 

 『他の人々の生を私たちは私たち自身が磨いたレンズで見るし、彼らは私たちの生を彼らの

レンズで見る』クリストフォード・ギアツ(朝日新聞・折々のことば 2016.8.19) という文化

人類学者の言葉を、哲学者の鷲田清一さんが「異なる文化にふれても、人はついに自分の眼鏡

を外せない。・・・視線がぐらつき、別なものへと変容するところまで自身を隔てることだ」と

思索を巡らせた言葉を書いているのを読みました。 

 

 神学生たちも多国籍多文化の教区が取り組んでいる協働宣教司牧の中で、関わる人々の出会

いと出来事の中で受けるチャレンジでしょう。文化の違いを超える見方だけでなく、そこに自

分の身を置いて自分を変えていくこと、壊していくこと。変わっていくこと、壊されていくこ

とは苦しい体験です。このチャレンジから逃げるのではなく、若いエネルギーで体当たりして

いってほしいと願っています。 

 

 預言者エレミヤに臨んだ神の言葉が思い浮かびました。陶工の手中にある粘土のたとえで語

っている部分です。「陶工は粘土で一つの器を作っても、気に入らなければ自分の手で壊し、そ

れを作りなおすのであった。・・・見よ、粘土が陶工の手の中にあるように、イスラエルの家よ、

お前たちは私の手の中にある。」(エレミヤ書 18:4～6)  

 

 日常の出来事の中で、神との誓いを堅固なものとして神が視
み

せてくださる現実に、いつも心

を開いて祈る司祭を目指してほしいと願っています。 

 

 

 

 

 

 

養成担当者より 

 

 



 

 

 

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、心から感謝いたします。お陰さまで、この春もまた、1 名、高瀬典之神学生が

出身である古河教会において助祭叙階の恵みをいただきました（4 月 2 日）。助祭叙階後は日本

カトリック神学院の東京キャンパスに戻り、助祭コースにおいて、司祭職への最後の学びの日々

を送るとともに、週末や長期休暇の際には、所沢教会や埼玉西ブロックの教会において助祭と

しての奉仕に専心しています。どうか、高瀬助祭のため、その司祭叙階の日まで引き続きお祈

りをお願いいたします。また、高瀬助祭に続き、司祭を目指して勉学に励んでいる他のさいた

ま教区神学生のためにもお祈りよろしくお願いいたします。 

 

2015 年度の「一粒の麦」の会計報告は次の通りです。 

会員数：262 名（22 名の減） 

献金総額：5,315,623 円（216,682 円の減）  

 

昨年度も、会員数、献金額ともに漸減の傾向に変化はありませんでしたが、信徒の高齢化が

進む中にあっても、皆様が引き続きお力を貸してくださっていることに改めて感謝申し上げま

す。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。 

 

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。 

 

感謝と報告 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一粒の麦感謝ミサ 
  

    日時   2016 年 10 月 15 日(土)13：00～  
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