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・ ・ ・ ・ ・ 隣 人 を 自 分 自 身 の よ う に 愛 そ う ・ ・ ・ ・ ・ ・
《200７年度活動方針》

10 月：ロザリオの月 

10 月の主日のミサの前、ロザリオの一連を唱えます。主イエスの生涯を黙想しながらマリ

ア様への祈りを繰り返します。

時々、「ロザリオ」とはどういう意味ですかと聞かれます。「ロザリオ」はラテン語の

「rosarium」から出て、「バラの庭」という意味です。「rosarium」は 14 世紀に「あらゆる

信心的な祈りの集団」として使われたそうです。修道院で修道者たちは一週間で詩篇 150 編

を全部「教会の祈り」として唱えました。いつの間にか「ロザリオ」は、一般の信徒が修道

者たちと心を合わせて一緒に祈ることができるようになりました。つまり、修道者がラテン

語で 150 の詩篇を一週間で唱えたように、信徒は詩篇の代わりにマリア様への祈りをささげ

ました。さらに、その 150 回の「マリア様への祈り」が 15 集団の段階にまとめられ、15 連

になりました。1965 年に閉会された「バチカン公会議」の間、教会の典礼が刷新され、「教

会の祈り」が簡単にされて、現在の唱えやすい形になりました。

16 世紀に「ロザリオ」は 15 連の 10 回のマリア様の祈りで、主イエスの生涯の黙想が決め

られました。「喜びの奥義」「悲しみの奥義」と「栄えの奥義」に区別され、主イエスの生涯

を黙想するようになりました。しかし、「喜びの奥義」は主にマリア様を中心とします。「悲

しみの奥義」はイエスのご受難、つまり最後の 24 時間のことしか取り上げません。そして、

「栄えの奥義」はイエスがご死去された後のことです。イエスの 3 年間の教えや行いのこと

が無視されています。長年にわたってそのままでしたが、実際にイエスの 3 年間の生活はほ

とんど黙想に入っていませんでした。数年前に、教皇ヨハネ・パウロⅡ世は「光の奥義」を

木曜日に唱えるように勧めました。「イエスの洗礼」、「カナの婚礼」、「神の国の到来」、「タボ

ル山で栄光」と「最後の晩餐」の奥義を祈るとき、イエスの 3 年間の人生を黙想します。ロ

ザリオの祈りが大分豊かになりました。

最近、忙しい信者のために「ミニ・ロザリオ」ができています。「ミニ・ロザリオ」の場合、

伝統的なロザリオの黙想と変わっていませんが、各連でマリア様の祈りを 10 回唱える代わり

に、3 回だけになっています。修道者でない人が長く黙想をすることはとても難しいです。「主

の祈り」と「マリア様の祈り、3 回」と「栄唱」ですと、唱えるためにあまり時間がかから

なくて、短く集中することができます。

10 月はロザリオの月です。毎日少なくても一連を唱えましょう。電車に乗っているときで

も、道を歩いているときでも唱えることができます。主とともに生きようとする人は幸せ！

主任司祭 アルフレッド・バーク
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＊＊＊信徒の声＊＊＊

この指 とまれ

T.T.

かつての戸塚教会は、その船に乗っている全ての信者がそれぞれ、与えられた能力に応じ

て、ある人はエンジンを回し、またある人は舵を取り,神のご意向に沿い司祭の導きによって

航海を続けて参りました。時には船頭が多すぎるのではないかと思われるようなこともあり

ましたが、いつも家族のような結び付きで互いに補い合い、助け合って航海して参りました。

戸塚教会は素晴らしい共同体であると自他共に認められています。乗客である信者の多くは、

船長やクルーである役員会の方々にすべてを任せて、のんびりと船旅をしているのではない

でしょうか。しかし、この船はエンジンの一部が不具合で、関係者が応急処置に心身を擦り

減らしていることは、あまり知られていないようです。

ここで貴方の出番です。

人生の終末即ち天国への旅立ちである葬儀について目を向けて下さい。

「死は盗人のようにくる」「常に用意していなさい」･･･幾度、聖書の言葉を聞いたことで

しょう。死者の典礼に携わっている人達は、この主の警告をいつも身近に感じています。

訃報は突然届きます。すぐに遺族への弔問、葬儀についての打合せ、侍者、先唱者、オル

ガニスト、聖歌隊への連絡等々･･･。しかし、いつもこれらがスムーズにゆくとは限りません。

仕事や家庭の都合で、または健康上の理由でメンバーが揃わないことが多いのです。今、こ

の窮状を打開するためには、一人でも多くの方の参加が必要なのです。「そんな難しいこと

は私には到底出来そうにない」等と言わずに、是非一度説明を聞いて下さい。出来るか、出

来ないかはそれから決めることです。

あなたもいつかはお世話にならなければ、ならないことです。

典礼関係の皆さんの叫びを聞いて下さい。

「私たちはいつも“お手伝いして下さる方、この指 とまれ”と指をたてて待っています」

今こそ貴方の出番です。

葬儀のためにお手伝い頂ける方はお申し出下さい。

特に、中年以上の男性の先唱者と侍者が必要です。是非、名乗り出て下さい！
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ガリラヤ湖は青かった
（イスラエル巡礼の旅より）

U.K. 
 
ナツメヤシとレバノン杉の葉陰をとおして、山上の垂訓教会の庭から見下ろすガリラヤ湖は

水を満々とたたえ、春の空の色を写してコバルトブルーに輝いていました。ここが長年心に

思い描いてきた「ガリラヤの風かおる丘」、二千年前にイエズスが弟子たちに、また多くの人々

に、みことばを話された丘なのだと思うと、なんとも言えない感動を覚えました。この丘は

湖の北岸に位置し、西岸に緑豊かなゲネサレ平野、東岸には殆ど木の生えていない山脈が連

なるゴラン高原を望み、すばらしい景観にかこまれています。

イスラエルは建国以来続いてきた戦乱のため、国中に戦禍の跡が残っているのではないかと

いう私の予想は外れ、ガリラヤ湖周辺の聖地は緑に包まれ、随所に色々な草木の花が咲き乱

れていました。イエズスがナザレからガリラヤに来られた時に住まわれたカぺナウム（カフ

ァルナウム）がすぐ近くにあり、そう遠くない所にパンの奇跡の教会（パンと魚の教会）や

ペテロ首位権の教会（ペテロの召命教会）がありました。

至福の丘の上に建つこの山上の垂訓教会は、1936～38年にフランシスコ修道会によって建て
られました。その八角形の建物は八福を、ドームはイエズスのために迫害される人々のため

の九番目の至福を象徴しているのだと言われています。お聖堂の内部も八角形をしていて、

中央に設置された大理石の祭壇の両側を円く取り囲むように、おおよそ四、五十人位の人が

座れそうな、頑丈な木の腰掛が二列に置かれています。その外側をぐるりと廊下が取り巻き、

その窓側にも同じような木の腰掛が並べられています。廊下と内部とは腰掛以外に仕切りは

なく、ごミサに与ってもよし、見学のみで済ませてもよしといった造りです。ヨーロッパの

古い教会に比べ、こぢんまりとしていて、とても明るく、心地よい雰囲気のお聖堂です。

2007年 4月 14日土曜日午後この由緒ある教会で、私たちはバーク神父様の金祝記念のごミ
サに与りました。この日のバーク神父様は、参加者全員が一針一針刺繍をした祭服を纏われ、

いつもよりこころもち緊張した面持ちで、ごミサを捧げられました。ごミサの後、全員から

祝福を受けられ、ひとりひとりとかたい握手を交わされました。神父様をはじめ、皆それぞ

れにいろいろな思いに満たされ、感無量の様子でした。私も、これほど感動的なごミサは初

めてでした。

後で知ったことですが、イスラエル巡礼の旅は、もともとバーク神父様が 9 年間主任司祭を
務められた、二俣川教会の有志の方たちが何年も前から計画されていたのだそうです。それ

が政情不安で何回か流れ、今回やっと実現の運びとなり、山手教会と戸塚教会の希望者がそ

の計画に参加したというものでした。

相談もなく、いきなり主人からイスラエル巡礼の旅に申し込みをしたと云われた時は、本当

に驚きました。丁度、1 年位前のことです。今、何故イスラエルなの、というのが私の最初
の疑問でした。当時のイスラエルは数年前からパレスチナとの関係が泥沼状態で、全く改善

の兆しが見られず、自爆テロが頻々として起こっていました。それゆえ、旅行先としてはき

わめて危険であるという思いが私にはありました。すったもんだの挙句、結局主人に押し切

られ、とうとうついて行くことになりました。

無事に帰ってきて思うことですが、退職するまで、忙しさにかまけて不勉強であった私にと

って、「百聞は一見に如かず」、本当に聖書が身近に感じられるようになりました。また、巡

礼という言葉に対して抱いていた、私の先入観が間違っていたことが分かりました。一般の

観光旅行とは違った感動に満ち、すべてが印象的でした。色々な意味で、今回の旅行から、

本当に多くのことを学ぶことが出来ました。
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ミサでの出会い
T.H.

洗礼を受けたとき、私は高校生でしたが、家族で信者は私１人でしたので、日曜日に寝坊

ができずに、朝食もそこそこに、ミサに行かなければならないことが億劫で、日曜日ごとに

義務感で教会に行っていたように思います。高校を卒業したころからは、そのころは夕方の

ミサがあったので、そちらに行くことも多かったです。行くまでは大変でしたが、それでも、

ミサに出れば、やはり何とはなしに気持ちが軽くなったり、また1週間頑張ろうという気持ち

になれたりしました。たまに用事があって、ミサに行けなかったりすると、何かその一週間

物足りない気持ちになったりしていました。

少しずつミサが楽しみになってきたのは、信者生活も長くなり、家庭を持って、家族でミ

サに行くようになってからです。子どもが小さい頃は、何かと落ち着かないミサでしたが、

家族でミサに行けることが嬉しかったように思います。聖堂は、日常の喧噪から一時的に離

れて、自分が自分でいられる場所と言ったらいいのでしょうか。いつも仕事や生活の雑事に

追われ、何かと心配事を抱えては、何もできずに立ち往生ばかりしている自分から、束の間

解放されて、自分が神様から祝福されたものであることを思い出させてくれるところでもあ

ります。だから、日曜の主日にミサを捧げることが、信者の守るべき行いになっているのだ

と、そのころになって分かりました。

何年か前に、上高地に旅行したことがあります。自然を保護するためなのでしょう、自動

車を降りて、バスで行かなければなりませんでした。しかし、そこで出会った自然はすばら

しいものでした。中心になっている河童橋から1時間ほど歩いていったところに、明神池があ

ります。そこには、神社があり、太古の自然がそのまま残っていました。神降地という表記

も見られ、まさに先人たちがこの地を神聖なところとして守ってきたことが分かります。自

然の大きさを感じるとともに、超自然の力を強く感じざるを得ませんでした。信仰の対象だ

ったから、開発の手を逃れて今まで残されてきたのだと思いました。

上高地で手つかずの自然に出会ったときの驚きと喜びは、人間を超自然の力に誘い、日常

から解放してくれます。心が元気になり、ほっと緊張感を解いて、生きていく力をもらうこ

とができます。それと同じように、ミサの中では、イエス様が私たちのところに降りてきて、

そっと一人ひとりを励まし、ご聖体になってご自身を与えてくださるのだと思います。



5

＊＊＊原宿だより＊＊＊

F.H.

ブラジルに派遣され 24年間宣教活動に従事し、うち数年の間、＜幼なきイエズスの子供の

家＞で共に暮らしました。ブラジルは“若者の国”と言われる程、つまり全人口の 70％が若

者であり、実に未来のある国です。寄稿の機会を与えられて、今回はブラジルのストリート

チルドレンのことをお話したいと思います。

＜ブラジルってどんな国？＞

サッカー、リオのカーニバルといった熱い血の流れる陽気な国とか、アマゾン、パンタナ

ルといった多種多様の生き物の住む壮大な自然を思い浮かべられるでしょうか？ 音楽好き

な人はサンバとかボッサノバって言われるでしょう。それとも日本人との関連から、今や 120

万人にもなった世界最大の日系人社会のある国とか、インディオ、黒人、白人など世界のあ

らゆる人々が混ざり合って住む国とか、こうしたテレビなどメディアを通じて垣間見る事の

できるブラジルの文化、社会的側面は、きっと私たちを魅了してやまないでしょう。

しかし同時にこの国には悲しい苛酷な現実も混在しています。それは一つの国でありなが

ら、国内にはまるで二つの国が存在するような貧富の格差です。ブラジル総人口 1 億 6 千万

人のうち 10％以下の富裕層が、国民総所得の半分以上（53.2％）を握り、10％の最貧困層の

所得は 1％に満たないのです。こういった社会の中で非常に貧しい状態の 18 歳未満の子ども

たちが、全国で 2500 万人いて、農村や鉱山で大人と同じ位の労働をしたり、そのうちの 700

万人～800 万人が路上で生活していて、暴力、売春などの性的抑圧に苦しんでいると言われ

ています。

＜ブラジルのストリートチルドレン＞

“ストリートチルドレン”と言えば家もなく身寄りのいない孤児と想像されるかもしれま

せんが、ブラジルのストリートチルドレンの場合、ほんとうの孤児の割合はそんなに高くあ

りません。

一般的にストリートチルドレンとは？

一日の殆どを路上で過ごし、家には夜、もしくは週末にのみ帰る子供たち、つまり children

on the street―路上で働く子供―と、路上以外に生活の場所のない、いわゆる孤児 children

of the street―路上で暮らす子供―。ブラジルでは前者、つまりファベーラ（スラム地区

の意）から道に出て来て働く子供たちが、ストリートチルドレンの90％以上を占めています。

なぜ彼らはストリートに出ていくのでしょうか？

スラムにある家は狭い上に子沢山の大家族であるため、その状態が嫌になって出て来る、

家庭内暴力に耐えきれず出て来る、又家族の重要な稼ぎ手として道に出るなど理由は種々考

えられます。そして自分が生きていくため、家計を支えるため、町でキャンディ売りや、駐

車場の見張りといった仕事をして小銭稼ぎをしたり、お金を人々にねだったりしています。

中には麻薬組織と手を結び、その売買をしてしまう子供も大勢います。

ある通信社の記事によると、サンパウロのストリートチルドレン約 4,500 人のうち 85%が

麻薬に関与しているということです。彼らは一般的に、社会から必要な保護や愛情を受取る

どころか邪魔者、犯罪者とみなされてしまうのです。サンパウロの他の有力紙によると、過

去 4 年間サンパウロ市内だけで 1,053 人の未成年者が殺されているという事です。そして子

供たち自身“町にいる子どもがいつ消えても、自分がいつそうなってもおかしくない”と言

っています。つまり彼らの道での生活は常に空腹と同時に、生命の危険とも隣り合わせなの
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です。この状況をどう考えたらよいのでしょう。人の命って、こんなに軽くていいのでしょ

うか！？

わたしたちは何のために生まれ、何のために生きているのでしょうか！ 自分だけではな

く他者のために役立つことができるよう、両手を差しのべ、心を分かち合うためではないで

しょうか？ それは大きな深い喜びとなります。わたしたちはキリストをもっているのです

から！

報 告 第 40 回横浜教区一粒会大会

命のための祈りを目的として活動しており、毎年活動に対する感謝と意識高揚のために大

会を開催しています。今年の大会は、戸塚・原宿教会が属する第 5 地区の持ち回り当番で、

市川原宿委員長、教会学校（２人）、地区委員（４人）が毎月１回の大会準備会に参加し、教

会委員会の支援を受けながら 1 年前から準備を進めてきました。プログラムは、今年のテー

マである「あなたがたがわたしを選んだのではない、わたしがあなたがたを選んだ」（ヨハネ

15 章 16）に沿って召出し、祈り、日本の象徴である殉教者の列福で組み立てられました。

10 月 8 日の大会当日は、子どものためのプログラムと講演を中心とした一般のプログラム

が並行し、司教様司式による感謝のミサで締めくくられました。大会全般を通じて聖園女学

院の大きな援助を頂き、講堂・体育館をお借りできたので山梨地区や県内からバスで来られ

た小教区もあり、参加申込みは総勢 820 人（小学生約 130 人と中学生以上引率者 80人、司祭

35 人、一般 580 人）を数えました。戸塚・原宿教会からは小学生 16 人を含む約 50 人の参加

を頂き、一粒会への関心の高さに喜びと感謝の気持ちで一杯です。

大勢の参加者が一つのテーマで集えたこと、準備を通して地区の小教区同士の結びつきが

深まったこと、そして何より召出しの種がたくさん蒔かれその成長に関与する多くの信徒が

気持ちを新たにできたことに感謝いたします。そしてもっと多くの信徒に一粒会の活動に賛

同していただきたいと願います。（当日の内容は録画ビデオや報告書でご覧いただけます）

＜一粒会地区本部委員＞

子供プログラムは近隣教会から多くの小学生が集まり、にぎやかに盛大に行われ、原宿・

戸塚教会の教会学校からも合わせて１６名の子供達が参加しました。初めて出会った友達と

一緒にペトロ岐部神父の軌跡をたどったオリエンテーリングをし、司教様や神父様方とふれ

あい、ともに祈り、大きなミサに与る実りある一日を過ごしました。特に、「祈りの木」の製

作をするにあたって、浜田神父様は子供達に、祈りの大切さをしっかりとお話くださいまし

た。葉っぱにかかれた小さな祈りは「戦争がない世界になりますように・・・イジメがなく

なりますように・・・僕が苦しいとき助けてください・・・」と真剣な心からの祈りでいっ

ぱいでした。そして、ひらがなで書かれた「しんぷさまになりたい。」の葉っぱもありました。

子供達からは「楽しかった！」の声が聞けてとても嬉しかったです。

＜戸塚教会子供プログラムスタッフ＞
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フリーマーケット

10/28 のフリーマーケットに出店して

くださる方を募集中です。家で眠って

いるお宝？や、使わなくなった物、着

なくなった洋服など、何でも OK です

（但し、売れ残り品はご自分の責任で

持ち帰ってください）。個人出店でも友

人と一緒にでも構いません。回収した

売上げはチャリティーとして施設等へ

寄付致しますので、各店舗とも収益の

50%以上を納めてください。100%はもち

ろん大歓迎。もし、出店したいけれど

運搬に悩んでいる方がいらっしゃいま

したら、行事親睦部までご相談くださ

い。

11 月は死者の月

① クリプタ合同慰霊追悼ミサ

11/3(土) 10：30

② 戸塚教会に関係する死者のミサ

11/4(日) 9：30

お祈りをご希望の方は聖堂内にある用

紙に記入の上、用意してあります箱へ

入れてください｡また、個別にミサを依

頼したい方は、所定の表にお名前をお

書きの上、バーク神父とご相談くださ

い。

チャリティーコンサート

11/10(土)のチャリティーコンサート

では、会場設営の他に受付や会場案内

などのお手伝い、また福祉施設や障が

い者の方も多数招待していますので、

駐車場の誘導や車の移動などのお手伝

いも必要です。教会行事として信徒ひ

とりひとりの力をあわせ、教会を挙げ

てお客様をお迎えしたいと思いますの

で、ご協力をお願いいたします。尚、

一人でも多くの障がいを持った方々に

生の臨場感を体感していただく、招待

状を用意してあります。お知り合いや

施設をご存知の方は遠慮なく親睦部ま

でお申しつけください。（郵送もいたし

ます）

七五三のお祝い

11/11(日)9:30 のミサで七五三の祝福

を致します。祝福を希望される方は、

申込用紙に必要事項をご記入の上

11/4(日)までにバーク神父、または典

礼部にお渡し下さい。用紙は聖堂の後

ろの棚の上に用意してあります。

（信者でない方でも受けられます）

ありがとうございました

9/9(日)、女性のギャンブル依存症の

リハビリセンター「ヌジュミ」に通う

人達のために行わせていただきました

募金は 57,785 円となりました。多くの

ご信徒様からの暖かいご支援をいただ

きありがとうございました。大切に使

わせていただきます。

「ヌジュミ」の仲間たち一同

お 知 ら せ
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☆ 指定献金 ☆

・ １２/２「宣教地司祭育成の日」

「宣教地司祭育成の日」は、日本だけ

でなく世界中の宣教地において司祭の

育成が大切なことに気づき、そのため

に祈り、献金をささげるよう呼びかけ

ます。この日の献金はローマ教皇庁に

集められ、全世界の宣教地の司祭育成

のために援助金として送られます。

共同回心式

12/2(日)に予定しております。クリス

マスを迎える良き準備としてお勧めし

ます。

黙想会

12/9(日) 11:00 より黙想会を行います。

指導は高野神父（山手教会）です。

多くの皆様の参加をお願いします。

English Mass（英語ミサについて）

Please note that the English Mass on 
28 October will be conducted after the 
flea market. It is expected to start from  
14:30. 
 

サンパウロ書店販売

11/18(日) 7:30,および 9:30 のミサ後

１階集会室にて、書籍・カレンダー・

信心用具・クリスマス用品などを販売

いたしますので、どうぞご利用下さい。

教会事務所受付募集

教会の事務所受付を募集いたします。

人数は１～２名（午前・午後交替可）

日曜日以外の日で 3～４時間、受付と

事務処理をお願いします。待遇その他

の詳細は総務まで。

《 編集後記 》

受堅者の皆様、おめでとうございます。堅

信を受けられての感想等を 11/4 迄にお寄

せ下さい。次号でご紹介させて頂きます。

教会だよりも 50 号になりました。皆さま

のご協力と聖霊のお導きに感謝！ 編集

担当して下さる方も“この指とまれ”（ち）

受 堅 おめでとうございます

10/7（日）梅村司教様司式による堅信

式ミサが行われ 48 名（戸塚教会 31 名

原宿教会 9名、聖母の園 8名）の方が

受堅されました。
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掃除なし

-

吉田
/汲沢

掃除なし

-

掃除なし

名瀬
/舞岡

×

◎

◎

◎

◎

16 日 待降節第3主日

日

11 日

18 日

◎

◎

◎

◎

30 日
聖家族(ミサ7:30と9:30)
English Mass (14:00～)

23 日

25 火

24 月

日

日

3 土

4

10 土

25 日

9 日

2 日

1
1
月

教会暦

年間第33主日

年間第34主日
English Mass (14:00～)

戸塚
/上矢部

掃除なし

月

1
0
月

日

21

28

曜日 掃除当番日立駐車場

チャペルコンサート
(14:00～)

クリプタ合同慰霊追悼ミサ
（10：30～）

年間第31主日
戸塚教会に関係する死者の為のミサ

1
2
月

掃除なし

掃除なし

待降節第1主日

×

◎

全員で

年間第30主日
English Mass (14:30～)

年間第29主日

主の降誕夜半ミサ(20:00)

主の降誕ミサ( 9:30)

待降節第4主日

指定献金
「世界宣教の日」

フリーマーケット

土曜学校クリスマス会
(9:30のミサの後）

待降節第2主日

年間第32主日

黙想会

大掃除
クリスマス飾り付け

七五三
役員会

サンパウロ出店
親睦の日

共同回心式
指定献金
「宣教地司祭育成の日」

吉田
/汲沢

-

-

-

×

ミサの時間 [通常の日曜日]
戸塚教会 07:30と09:30
原宿教会 09:00
老人ホーム 16:00

[土曜日・祝日]
戸塚教会 09:30

[平日：月曜～金曜]
戸塚教会 07:00

[戸塚教会]

244-0002 横浜市戸塚区矢部町 641
045-881-8882(電話) 045-865-2026(ﾌｧｯｸｽ)

http://www.interq.or.jp/earth/totsuka/

[原宿教会]

245-0063 横浜市戸塚区原宿 4-35-1
呼 045-851-7880

土曜日・祝日・平日のミサは行事や司祭の都合などで変更になる場合があります。


