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高豚逢壬浬の︿呂旧に行って

ました︒

たつ﹈・ということでした︒他人の立場にたつと
は︑どういうことか︑パンフレットをもらったと
きにいろいろ考えてみましたが︑李際に自分が︑
他の人の立場に立って考えるということは︑とて
も大切なことだと思いました︒士公幸中︑このテー
マについて︑セミナーなどが行われましたが︑少
しわかったような気がします︒他人の立場に立っ
てものごとを考えると︑その人に対して︑自分が
行っていたことを見ると︑あまりにも自分がその
人に対して︑冷たい思いしか持っていなかったん
だということがわかって︑もっと人のことを理解
しなくてはいけないんだなあという気拷ちになり

今回の蚕蓉通してのテーマは﹇他人の立場に

ぼくは︑４日間にわたって︑卜天間カトリック
センターで行われた高筏学連野の春の鋤湾壁公云に
鋤詮云の仲間と行ってきました︒そのことについて
少し感想を書いて見たいと思います︒
僕は今日の士公云でもう︑３回目になったわけで
すが︑３回ともなると︑センターに着けば︑顔み
しりが何人かいる︑というようになりました︒１
年生の時は回りが先輩ばかりで︑知らない人ばか
りだったので︑その時のことを思うと︑もう１年
もたったのだなあと思いました︒

⁝

﹁上田敏﹂は︑﹁海翻竪昌という訳詩集で知っ
ていました︒﹁厨川日村﹂は︑﹁小泉八雲︵ラフ
カジォ・ハーン︶について﹂の秀れた小諸で憶え
ていました︒いずれも︑中学の国語の教科書にあ
ったものです︒もうひとりの﹁阿部渉玲聖だけは
︑はじめての名でした︒その三太郎日記﹂が︑
西田幾太郎博士の﹁善の研究﹂︑頁冒脳向のいく
つかのものなどと共に︑当時の高恢生の間で︑必
読の書にされていることを後で知るのですが︑ど

てありました︒

そうです︒あれは︑病をえて中国の戦線から帰
されて︑島根県浜田市にあった陸軍病院にいると
きでした︒たいくつさをまぎらすために︑図書だ
なにある本を借りて読みはじめました︒一度に一
冊だけ貸してくれるので︑はじめは二百頁ぐらい
のものを︑毎日一冊ずつ借りることにしました︒
たいていは︑仏教の教えをわかりやすく説いてい
る︑一般向けの五十冊ほどのシリーズものです︒
そんなものしか眼につかなかったのです︒そのう
ちに一週に一度しか貸し出しをしないということ
にされたので︑しかたなく︑それではと︑大冊の
ものを選ぶことにして︑﹁現匹凰本又学全集﹂︵
改造社版﹀の一冊を手にすることになったのです
︒それは菊判で約五旦貝︑三人の作家の名が並べ

いってもよいことでした︒

実は︑ニイチエについては︑そのそばを通った
ほどの閻係なのです︒それは︑まったくの偶然と

蕊︲崎Ⅸゞ

さまざまな山出云い
ニイチエなど①

‐

ふえました︒

また︑この４日間を通して感じたことは︑ごく
あたりさえのことですが︑やはりみんなキリスト
信者なんだなあと思いました︒一部では︑それに
ふさわしくないところもありましたがでも︑いっ
てよかったと思います︒参加した皆は︑それぞれ
いろいろなものを得たと思います︒また︑友達も

TEL◎鴫‑"3‑614I

巳
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六月の行事
6日初金ミサ州10:00

8日：委員会'ミサ后
15日婦人会
〃
1日クリア集会
山手教会

ｰ

ﾄｿジ繍
13日
20日
27日

一言皇室だより

◇一

・五月十三日の遠疋の報告
好天に恵まれ︑一眉蕊詮奉からの参加者四名を含
む三十一名で大磁のエリザベス・サンダースホー
ムの史料餌を中心に貝筆しました︒

一︑︿云匿壺華醸祁生ロ

ました︒

五月の例套は十八日二十溺塞毛の出席者で行われ

婦人会だより

更になりました︒

四︑山崎神父様のご出張のスケジュール
六月二十五日︵木︶より︑七月五日︵土﹀と変

・信百の出入りに関する︑睦閾噸蓮坊腫寺を相当す
重力︑又客曇員の栂割を記述して会報に載せる︒

巾巡心に一口っこと︒

息乎公面筌の案件から冠踵謹奈のマニアル︵し
おり︶作成の要望か有り︑この塗幽笈器仙奮員を

壹一︑一︽登昌昼琶や一↑辱い副︺︑

二︑淳騒隆葺印に関して︑運用資金の健全な活用に
ついて︑小公創萎員長に検討︵ケーススタディ︶
をお願いしました︒

四月次決算︑橋委員より︽藪鼬挫口が有りまし
た︒詳細は︿蕊飢又は広報委員のところにあります

一︑今証貼鯉口

タンカ坐菅璽のペン﹀

の切抜きから︑二︑三ひろってみますと︑︵共栄

知ることを教えてくれます︒私の手帳に愛読紙

広報の日﹂があります︒私は︑中和田教会で︑
扉場謂酪型を設けられてはと︑提案したいと思
います︒人間です好ききらいも︑ありますが︑
ペンは誰にでも︑無限の語らいをしてくれます

す
勇署歴﹁読書﹂﹁新厘など︑カトリックも﹁

﹁凋函型というと︑何か洋自したくなるもので

﹁ペンは誰にでも﹂

︲Ｌ︺●↑に︒

それから︑牛活派と言われる﹁啄木﹂の詩歌に
劃込まれたり︑﹁白秋﹂の語感やリズムにとらわ
れたりしたのですが︑私にとっては︑俳句は硬直
していて狭苦しく︑和歌はとりつきにくく︑詩は
思い入れが多くて︑値打ちがわからないもので︑
けつきよく︑自由な散哀嗣のものに心引かれ︑﹁
自然現象は内外の表れである﹂などと言っていま

おぼえた名です︒

れも︑それまでの私と胤綴憶いもので︑みんを始
めての御対面だったわけです︒
ついでに言えば︑あの緑色表紙の全厚い国語の
教科書は︑私の文学への入門書にもなっていたの
です︒島崎藤村︑士丼晩翠︑正岡子規︑国木田独
歩︑有島武郎︑二葉亭四迷︑芥川龍之介︑山本有
造︑武者野小路実罵︑徳冨蘆花などは︑その頃に

鐸中冒釘ェ7．1I
下さい︒

・山陶神笈様は六月二士ハ日から七月五日まで教
会をお留守にされます︒その間の午前十時から午
後五時まで︑婦人会の方達で︑お留守番をする事
になりました︒お留守番の当番表を握亦しますの
で︑御都合をつけられる日に︑お名前を記入して

一九報奨本併ハ年︶︑旦坐熱函豆Ｉヨー之又

いている中︑教︽謬生座り平和の到来を神に感剛︑

店に入社︑五十五年間︑自らの今嘩涯を︑日本郵
船と共に歩んでくれた米闘ｒ合︑ス︒アルマ︒アボ
ット︵愛称アボちゃん︶九十二才でニューヨーク
老人ホームでひっそり亡くなられたが︑彼女のみ
じかに︑郵船外でも︑親切を受けた今の日永企棄
トップがたくさん︑感剛と追憶一杯で祈ったと︑
それは︑彼女は︑善意と賊意と信念をもって信仰
に生きた敬けんな︑カトリック信従であった︑戦
争が終わって︑平和の鐘が街の隅々まで鳴りひび

懐されています︒

日米両国民のため︑日本の天皇のため祈ったと述
除璽亟舎予ヘドナルド・マッカネル陸雷西幽魂後
︑テキサスフォート砲兵挙称塵塚太佐︑それはそれ
はこわい人だったそうです︒縣落担当︑今狽酒后
は︑釣套の執事として︑大の日本びいき︑彼は若
い時のある日︑﹁日本人に心を開こう﹂それが今
の仕事にと︑︵岩吊閏簑曹痙のペン﹀封局中でも
︑いつも聖書を離さない熱心な︑カトリック信者
︑加藤二言有酔段︵四土ハ才﹀︑京丞鯖代︑他の
老同士と友情は生れなかったが︑カトリック研究
会を作った︑太嶌罵碕宙長︑樋口朝貝蓉個社長の

今も失せない芦農唄まだまだありますが︑私の

誰にでも︒

提案を一言で申しますと︑広報は︑もう一つのパ
イプ︑在日する︑一年に一度でも︑ハット気がつ
く週間を︑教会の歩みの気配りに︑そしてペンは

お知らせ
次の方々が洗礼を受けられました︒

顛稗能誹撮朏譲騨般劔輔Ｊ
〃ペトロ深井聡翌唇急ん︵小さ︶
〃マリア傘坐滕菊弄捻陣
〃マリアインマクラー人望河王み六筆律呼

琶
丙肩十日八乙嘉瑳妻凡浦和教会へ

二︑五月十八日は聖霊御降臨の祝日に当り︑洗礼
式があり受洗者四名のうち婦胤公雨函係の左記のお
↑二人の方が式後︑例会に出席され︑今習璽さんから
御紹介がありました︒

和泉町二九八五和星剛地ｎｊｎ二

マリア・来藤菊江様・中田町一六二九
ｓ８０１１０５７８
マリア・インマクラータ河上みち子様
ｓ８０４１２６１６
撞蕗網に︑光藤さんは河上さんの次に加えて下
さい︒

故ベルナデッタ星川恵赤様の御酒喜昇踵硯彊騒霊
園の葛晒に細胄されたそうです︒鎚避毒がありまし
たら︑是非お参り下さい︒

壮年会だより
五月十八日︑ミサのあと高棒座太云か昌一交田席し
てもらい開催しました︒
△苔零険鼎夛選云の＋年史の記臨誕雅成に関して高
昌冒塚より︑袖や︽糠のご塞塁哩奪入れ︑記録︵年史と

体崖本声陰塑型窪蝉韻しました︒これに関して︑委

トがありました︒

すると大げさになるので︶として︑娼那公云にも協
力して頂いて︑整理して発打したい︑とのコメン

神父様ご出張中の留守番の件
６月２６日午後から７月５日午授迄︑
この間進汰云︑婦公室で時間のつくかたはご協力
お願い致します︒全書昼云でスケジュール表を作
成しますのでそれにご配入願います︒︶

今目号の厘禍を小谷さん︑高赫座太云の伊藤署只

ゴメンナサイ！Ｍ・Ｉ

鈴丞宕にお願いしましたが︑スペースの都合で鈴
木君には︑迭岩に錫戦させて欺きます︒

一

一
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﹁雑記帳﹂抄 ②
ｌ聖なる格言集への門

山崎正俊

■

◎隣りの教芸の弦帥さんは言っ︒ｌいまの教

いでしょうか︒ほんとに︒

会一致運動には︑カトリック鋤遜云の槍樺閣な参加
がある冬つだが︑これは︑あま旦職心できない︒
それによると︑私の教芸の生師たちが︑血の涙の
労苦の末に︑やっと手にいれた﹁尊い雫溺﹂・良
心の自田を︑失わされることになるかもしれない
からだ︒あなたの親しみ易さにほだされて︑つい
その気にさせられそうで︑すこし小配になってき
た︒神はひとつ︒信仰はひとつ︒それはたしかに
そうだが︑押し付けがましい強迫まがいの︑あの
弱い者いじめのせつか再煙買は︑どうにかならな

◎運︑鼬れたので︑いまでは︑正月の賀状ぐら

五十周年記念期間とその準備
期間の確認
司教教書︵ＶＴＲ︶使用刷新
運動についてのメッセージ
教区の祈り作成

いのかかわりだが︑その頃は︑毎月の冬っに︑月
報券贈ってくださっていた︒その月報に載せられ
ているもので︑その教会に駈属している人たちの
文章は︑その多くが︑聖害の抜き書きか萱美歌を
そのままの書き写しだったので︑どうしたことだ
ろうと︑奇異な感じに打たれていた︒けれども︑
いまは淳っ︒ｌこの頃︑﹁砂漠の師父の言葉﹂
という五世紀の末頃に書きまとめられた文書が︑
訳出されたのを読むうちに︑あれはこのすばらし
い伝統に従っていたのかと︑思う冬っになった︒
白秀の考えをあれこれと書き残すことは︑それな
りの意味をもっているとしても︑その切っ掛けに

一九△全二月
一九△全三月

十一月

肋反塞歪呉音畳室について検討

呼びかけ１作成
呼びかけ１配布

仙反壺稗装冒畳至蚕雨囲涯に向
けて

丞鍬番農潅狩

14日黙想会

2旧}婦焦除ﾐｻ後

24日（木）クリスマス
PH8時〜

見なせないでし﹄告っ

︑胸を打ち︑告日して云った︒１１修室の私のむ
しろの上に女底か待っているのを見たら︑触れな
いようにと気をつかうでしよっが︑女性でないか
のようには振祷琴えないでしょう︒道に落ちている
い思いと閻っでしよ
鼠堀に安力つりたＰ一杉

いありません︒

はできないでしょう︒そうです︒これまでの私が
︑どうにかまともに生きていたのは︑聖なる人た
ちの熱心な祈りによって守られていたからに︑違

ｈ
てきたら︑二人を同
じに待逼し︲さっとするでしょうが︑心おだやかに

っが︑石こ少のよっ
■︑Ⅵ

◎師父アプラァムの足許に︑長老は深く屈身し

なった尊い教え・先人の宣采を︑そのまま記して
読む人に露え︑その格盲集に折垂ｕ﹂つとする気を
起こさせることは︑もっとすぐれている︒
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■
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ミサ後
7日壮年会

が十一月︲エハ日︵日︶横浜隻葉学園購堂に於い
て実施され︑当教会より二名参加いたしました︒
其の概要を御知らせすると共に私の感想を述べさ
せて戴きます︒誤りがありましたら御許し下さい

の釣佼琵枩云

①五十嵐貞也

教灰崔枩云に念窪川

●0●

の出尭点であること︒

四︑また全ブロックが集まる最初の﹁大きな集い
﹂が十一月士ハ日に種届司教様卸出席のもと
に横浜竪葉で開催され︑この集いがこれから

巨畳云を中心として教隆全体で考諾めていくことと

目的︑即ち﹁より良い司牧の塞堤﹂にたいする
具体的な行動指針はまだこれからであり︑宝画妾
なります︒結集された大きな刀を生み出す為には
︑全信徒の理解及び協刃かなによりも必須です︒

︵小野皿婆屋

呰禄の御協力をお願い申上げます︒
尚︑第二回目の雲呉蒼畳云は︑一月十一日に藤
湘黙逃云で開催される予定です︒

御出席で留守の為︑︶七浦罰製菅璽の司会で︒

われました︒︵会長は﹁教区五十周年の集り﹂に

た﹂と﹁旅路の里﹂に送りました︒

．ま音云云報璽厘澪
・古着交換会で残った品物は福祉施設の﹁かに

︑教会の十庄誌編集に関して婦人会からは︑宮
崎幸子さん︑阿部寿簔思さん︑阿部映子さん︑
が参加して下さると︑御承諾下さいました︒

︑来年度のお掃除当番表を十二月になりました
ら貼り出しますので︑御都合のつく週にお書き
込み下さいますようお願い散します︒
︑大水さんが婦人会に貢公云されました︒
地区は下飯田・下和泉地区です︒

委一晏云だより

ました︒

十一時に開始のベルが鳴り︑五分間の祈侭欺憩の
間に聖書の朗醗がありまして︑本閂嗣遜隠湧﹂入り

教伎奎緯墨盲畳蘇時神笈様五名︑惚屡還雪二名︑信者

細旨の説明
北交飼垂構成にて云紗△狸乎工一月撞遜回数糠の
任命にて発疋いたしました︒
其の趣旨は﹁日本の教会の基本万針と偲辱蝋酔厘
に︑そって教佼覇笠豆酋卿体にするための刷蔚運則
を教隆レベルで推進する︒
行事として記急誌を作成し信者の方に約︾土型自問
○

程竺度にて賑窯劣睾言えて居

致佼髻套柴萱畳蓉鮭魁墜葬体にわたる︑琿翻杢奪鰹圏
ために釣蒔墜軍エハの仙反Ｆ海低盟型隆の共同砥器幽忌

し︑其の運副が各地で具砿的涯形で窪歴して行く
見を充分に取り入れるべく髄恢奎得柴寳真筆を設立
し︑その樗罰庇踊窟察歪柴畜異雰豚教恢而苔誘霧基同
体にするための刷新讃蹄型汚す舟型僅で亘穰雁蝿推
進させるため︑撞砥司教様の黍拝璽奮雰り菫回的に
責任をもって奉任する︒仙佼室得差首畳云の繕成は

各型嘩内の小釣区の信者︑司祭︑峰墜最再各々グ
ループからもれなく参加をする︒
鋤湾塁套巣冒畳云との関係は弛反室信雄首畳毛岸個旦
に蓮館歩厚攪釿蛮隆葬陣の運勤を詞エ由爆汰謝騨駆浬

る︒

前進宰踊朋間︑

︑

動の目的にそって発展させ︑仙反室︽口奮員会によ
る︑独自の運動の推進を助ける助反壷︽画奮貝会は
︑指巫鴬箕けて動くと一員も上卜の闇猟でなく各
地の刷新運動の羊葎と羊疫は仙反壷時雄首畳云にあ
釣佼壷緯基賃畳云の経渦測告
一九八五年十二月

ｉ︵﹀

云仲△公肇輿月十八日
一九八七窪二月八日
五十周兵配慕期間
一九八八茎璽旦一十二日
聖霊降臨の本碗日
一九△祠症十二月

埠叩●八容云圭凡一︑
別澪里
閨哩 今 云 鱈 ニ ニ ︑ 必 罰 ︾ 去 小 冬 ︵ 子 ︽ 岬 ︑
叫仏倖十△云圭４奉−
︲
加チ
ー︲一雨感今云匡毒︽︑小小︽啓封寺︹アヘ

会の目的︑鋤区

より良い司鞭箏空表現すること︒
詳細は小野雷記の麺笙ロを震照してください︒
二︑クリスマスの件︑

指導オガンドウ称父様

孟藷彊芙ゆるしの秘跡︶十四日︑ミサ後

︵ミサ後集︽雲エで茶菓子を用意します﹀

・クリスマスのミサ︑二十閲胃ｑ午後八時
・信徒総会上小Ｔ二年一月二十五日予定
三︑取震埋鞠一い丁二迂曲月五日︑
尚この準備の為︑来年早々から勉強を始めま

ます︒

す︒対象者は︑中学生以上︵来庄曲冒月で中牽生に
なる人達も含みます︒︶
四︑十日次決算橋委巨弔吠ｘ薩鮎鯉口が有りまし
た︒詳細時壁蘇剛又は広報奮員のところにあり
五︑案囚取の設置︵集︽雲エの入口の横に掛けまし
たので︑ご利用下さい﹀

お知らせ
十二日千四日︵水︶午後八時

庄十黍圧始のミサの時間について
二十五日︵木︶午前十時
一千七日︵土︶午後七時
二十八日︵日︶午前七時︑九時
一月一日︵木︶午前十時
・要浬字梗

い

・クリスマス会二十一日︵日︶言亙襲後
・プレゼント交換をしますので園屈してく

ださい︒舎舌何ぐらいの品迦．
マリオ・ジョゼッペ中島富雄

︒↑砿人

マリア・ペルナデッタ紀子

アントニオ惜岳
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12月の行事

十

猩祁公云だより
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TELoqS造"3‑614i

十一月の例会は︑︲エハ日︑出席者二十一名で行

●

鋤禅髻套呉音畳覇怒陰蚕云開催
呼びかけ︒

以下次台石へ

司鮒罰迦和の為の集りの一呑口善臭云
︵第一回︶

十一月一日に︑表題の襄画塞蒼畳云が︑肋区ブロ

ックを構成する泰鯉謬隆︵藤沢︑片瀬︑太船︑戸
塚︑中和田︑鍛冶谷の各教会︶の出席のもとに藤
沢薪丞云で函囲準されました︒

席上︑悩辱繭役である蒔彌蹄云云ガラハ袖抄へ様より

中知出罫選云からは︑秀エ閑弊除莚舂鍾︑丸繭園婦人
今畜渥はじめ︑夛伺勲嘩席しました︒

︑圭蒔基首云云の土盲︑丞Ｑ内容について次の謝萌
がありました︒

一︑五十周年を期して︑横浜司教区を士ハの地区
ブロックに分割してそれぞれに肋佼奎存委員
会を殻ける︒︵注︒神奈川は七ブロック︑山
梨は一︑静岡は四︑長野は四︶そして︑各小
教区より実行委員を選出してこの地反奎狩委
員会を構成する︒

二︑目的は︑抽区の中で協力をより密にしてより
良い司淫泌空表堤すること︒

●

童
泉区中田町一○三○上二中条荘一○二
雷諸八○一 五宇刀一
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皆様よろしくお願いします︒
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一︑藤沢籔芸に於いて︑司我刷新の為の集り
十一月一日事前会議の件︵五十崗壁舂長からの
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三︑この奉湾柴音云云は︑行事の為の組織ではなく
︑まず﹁絵﹂を作ることがポイントであり︑
司祭︑シスター︑信徒が一体となった組織で
あること︒
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