一
、

、

無

鎌贈

チカン駐日大使

ャ大司教が哉ーゴ通スラビ

は、前大使マリオゼカーニ
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く明るい将来への始まりで

したいと思います。,
ローマ教皇パ,ウロ六世の

特使として、,高貴な日本国

トリック関係者だけでな

民に、教皇の尊敬と愛をお
伝えしたいと思います。カ

親書発,表

・聖パウ・千九百年祭に

パ.ウロ 教皇
聖ペト・

一年間を記念の年とし貞こ

その親書の中で、この記

もってたたえ、とくにクレ

徒使徒職.の先覚者であり、

一合で、定められた日に、乙

礼拝堂、その他の場所、会

家庭、団体、学校、病院、

なるであろうこの祭典が、

の年はこうして信仰の年と

聖ペト・、聖パゥ・記念

信仰の声が共通のキリスト

べ

つたが、司祭を出すという も生き甲斐も壼[びも知らぬ.

きに出て、頑張ってみる乙

灼ぎつけられていた。
周囲の反対を乗り越えて
彼は、一九二一年彼が助任

喜びの牝めに、もう一度働 人間である労働者の悲惨が

した。

とにしよう」といって賛成

、ヨゼフが神学校に入った 司祭を勤めていた小教区で
二十才の年に父親が亡くな 労働者の生活の改善を話し
った。臨終にかけつけたヨ 合う青年たちの二つのグル

じまり、ズルシエ枢、機卿の,

・九一五年組織的な成長がは,■

の経験・研究をまとめて一

てかる問に、彼はそれまで■

第一次大戦中、レジスタ
ン■ス運動のために投獄され

る。

われる運動』といわれるJ
OC運動に発展するのであ

回し日まで特別な記念祭典 だらけの父の手から最後の 年労働者による、労働者の
をもつ.て、ζの年を実り豊 祝衙を受けた。そ、の時、労 ための、労働者の間で行な

日にきめた。そして翌年の ゼフは、労働者だったしわ ープ葱始めた。これが『青

木月二十九日、両使徒の祝

はこの祭典のはじめを来る

のよう、な信仰宣言が行なわ 一定の期間に同時に行なわ
‑れるように勧める。それは、, れる・ことができるように私

…………一一…一=……一…………=一【= …………一…………一=………=一=

司教や新司祭の家族、コン

行なった。

ひとつ出,来ない‑無学な人だ

た。

あるにはあったが、親睦や

」OCと名のうた。一九二一

大衆につ瀞て語る■者がやっ

娯楽のためのものに過ぎな 五年、町の教皇ピ身十一世、
に謁見した時「つ,いに労働

くて、・・せいぜいクリスマス

σ山であった。労働者の生 てきた。教・会は.労働者を必

に劇を上演するぐらいが関

神父であったヨゼフ・カ
ルデンの目には、労働者が

いた。

第二次世界大戦に略めけ

らず、彼の精神と方法は、、

労働者の中にだけ葬とどま

つた。戦後、彼の運動は、

ず運動は各国へひろ・がり、
・一週間滞在して日本各地で
ト教家庭の中で、育てちれ 罫然のこ乏のように労働者 国際的組織へと発展してい.
は教会から離れてし.まPて

カルデン枢機卿は本年八十

講演をおこなう。

労働者にとりかこ還れた
四才。その半生を労働者の
環境の中に育ち、経済的に

中断おける使徒職の研究と

直面している数々の問題の 学生にも社会人にも、経営

ンを量、前記の灘票

うらにひそむ信仰生活と実 者にも、インスピレーシ噌

生活の分離からく.る悲惨、

.一九六五年二見に、教皇

た。

神によつで創られながら神、 全世界に組織されていっ■

いう場も、一祈る心のゆとり

Eを崇め神に感謝す為教会と

パウロ末世によって、司祭
最初は反対したが、ヨゼラ も、また時間も与えられ融

ペンツアル会の全司祭、各
教区のよ. ろ一㌧び
は苦しかったので、ヨゼフ
、実践に尽し、公会議でも信
は当然工場で働くごとにな
修道女、信者があつまって
徒使徒職教令あ.作るうえに .つた。労働しているうちに
三司祭 の叙階■式
新司祭の祝宴をひらいた。
貢献している。、
新司祭は翌二十二日聖心愛 卿は、今日行われているJ 司祭■になりたいという望み
三月中に教区の二司祭の・ 内は勿論、出身教会の加世
が強くなり、両親に相談し
叙階粛、四月犀ドイツで本 田教会はじ■め、川内、出 子会の聖堂、二十六日出身 OCをはじめ、JEC(学 た。子供が多くて貧しい苦
水、,大口、鹿屋、垂水など 教会の瀬留教会で初ミサを 生運動)、JAC(農村青 労だらけの年老い.た両親は
年運動)、ACO(勤労者、

一から司祭・修道者、信者約

富良野教会、帯広教会、

司教)では、カトリック

が取り上げられた、が、こ,
れは一般の転入・転出信
者,とは尉に、とくに国内
のある地方.(主として大

都市地域)に転住又は出

ぬて一月二十三日に次阪.

区の担当司祭の参加を求. ■稼ぎに出る人々の問題で

移住問題全般について研
究、協議するため、各教

、完成し、いずれも富沢司

ある、。、

教の手によって盛大な献

田教会の五教会で聖■堂が

月寒教会、土別教会、新

・いた。今回の重要協議事
項として国内移住の問題

運動)、その他のカトリッ
七百名が式に与かり.大野
新司祭の任地は
の強い望みを知ると、、『私 人簡、労働の真の意義も知 でない功ルデン神父は、す
クアクションに、その原理
ぐに枢機卿に任命された。̀
神父み説教につづいて、、荘 成相神父は川杓純心会付、
たちは年をとり過ぎてしま らず、したがって働き甲斐
を精神とをうえつけた人で
厳な叙階式に感激をもって
美島神父は徳之島母問教会
もある。
司教・余で初の会合を■ひら■

の叙階式

ヨゼフ・カルデンは一八■

卿の生■いたち

シ、ヨン会本部で・行われる■。

、十四日、北九州市パリミッ

三月十三目、福.岡双葉学院

・なお卿の講演は九州では、

教会で同二十一目、美島 与かり、布には涙する者も 付、タンス神父は今年の秋 卿の来日は、こんゼで二回
堂式が挙行きれた。
国内短信
○大阪では「国内移住」
・春雄新司祭が名瀬市の聖心 あった。新司祭は翌日出身 から本教区に帰って聖務に 目。日本に対する関心は非
を協議
常に高く、再び日本の信者 O札幌教区で五教会の
・教会で、いずれも里脇司教 校の谷山、ラサール学園の つく予定である。、
昨年。の十」月の司教会議
の手によって司祭の聖位に 聖堂で初ミサを行なった‑
(上、ザビエル教会で に・会う機会をえたことを大
献堂式
で再編成された司教移住
変よろこんでい惹。
.札幌では、過去半年閥に
委員会(委員長田口大陳
あげられ、四月九日、ガル

右、成相神父

名瀬では、昨年落成した聖
心教ム五の聖堂に、大島・全農・

ス新司祭(東京レデンプト

◇、

左、美島神父

中、ランス神父

之島からレデツプトール会

ール会の神学校で勉強)が から約一千名の聖職者、徳
ドイツ・ガルスの同.会修道

・のハンマ.神父も列席し、盛
ザビエル教会では、成相 大な叙階式が行なわれた。
新司祭の家族をはじめ、市 式後、信愛.幼稚園で、里脇

院で司祭に叙階きれた。

た。

従事する労働者の貧しい家
活など真剣にかえり.みる者 要とし、労働者は教会を必
庭だった。父親は読み書き
もなく、.労勘考の問題を話 要としている』と激励され

た。父親が石炭商の仕事に

ギーのブラッセルで生まれ

,八二年十一月十三日にベル

ことである。同じようなこ べき救い、に達することを、希 も働けども貧しくて悲惨な 支持のもとに発展していっ、
望する。
状態であった。教・会の中に た。.
一九二四年にこの運動は
・勤労青年のクラブや・集会が

OC・め創‑立者

労働者の父としてあおがれ

力ルデン枢機卿来目
香港のJOC(カトリッ

」

ての修道院で行なってほし, とを、説教者、宗教教師、
いポあらゆ■るカトリックの 教理指導者に勧める。

一の小教区においてま聴すべ

一神学生、修道士、修道女、
たちに私がとくに勧めたい かにするよろ配慮しよヶ。 働者の家庭出の彼は、自分
【できるだけ多くの信徒の出、
の使命が、労働者にキリス
このような記念祭典は、
ことがある。それは、この
席のもとに、あらゆる司教
人4が、教会の教職権とと すべて内的完成、深い研究、 トを伝えることだというこ
座聖堂においてはつぎり
とを悟り、すべてを尽して
もに「あ‑らゆ惹誤,謬に対し 信仰宣言、聖なろ信仰の活
と、聖ペトロと聖パウロの
労働者のために働く決心を
て真理を主張し、その尽き 発な証言にと[うて大切なも
たてた。
栄誉のために諦えられるこ
のである。信仰なくしては
ることのない深きを究め、
とを知るのは、私にとって
一九〇六年に.ヨゼフは司
神の気に召すことはできな
祭に叙階された。
いかにも喜ばしいことであ その健全な研究と普及の規
い。これを通して、来たる
当時の労働者は、働けど
ろう。同様な乙とをすべて 準を説明する.ようにという

教皇パウロ六世は二月二 ド(信仰宣言)を、皆さん
く、日本発展に誠実なよき
教的召命への、真心からの
市民とルて貢献している国 十二巳、全世界の司教に向 の司祭や信徒と荘厳に、く 一致を.表明し、新鮮にする
民のみなきま方にも、教皇 けて、使徒聖ペトロ、聖パ りかえし調えるように勧め
ことができるためである。
の文化に対する思慮とその ヴロの殉教千九百年祭を荘 る。クレドが、司教、司祭、
聖書研究家、神学研究者
社会的必要性を.もお伝えし 厳に祝うようすすめる親書
ます。また私個人とレて
を発表きれ、今年の六月二
も、世界の人びとがひとし
十九日から来年の同日まで

く願っている平和に、偉大
なる日本国民が尽くすにあ

,たってギまた尊敬と賞讃と ■分年が信仰の純粋で真心か

していきたいと思います。

いままで私は、小ろいろ
念の年の祝い方について、
ドイツのケルン生まれの
な意味で東洋を代表する日
次のようにのべろれてい
私は、それだけでも日本と
本について学びました。、そ
特別な縁があります。すで る。
して多くの賞讃に値いする
にみなきまがご存じのよう
「公会議の閉会にあたっ

ります。私は、日本のこの

騒

灘

教区で働‑くレデンプトトル
・会の一司祭の叙階式が次々
に行なわれた。
三月十九日A成相明人新
司祭が鹿児島市・のザビエル■
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あると信じます。極東を訪 偉大な宝を、一できるだけ深
うに心からお祈りします。
ずれたのは私にとり今度が く認識するよう最善を尽く

に平和と繁栄、きらに幸福
ク青年労働者連盟)創立十 尊敬きれでいるか城デン枢 ったが、,高潔で信仰深い人 題にすることすら、教会の
と豊かなめぐみが、・慈しみ これをこ■とば遊もって説明
機卿は、三月十日来日、約
中では危険視■されていて、
だったので模範的なキリス
深き神から与えられますよ一 し、特別な、荘厳な儀式を 周年記念式典の機会に、信

に・ケルン大司教区は東京 てきめた特別聖年が祝われ
たが今後も日本についてま
この度来日の機会を、得、
大司教区ど特別な友愛関係
たばかりである・から、私は
しかも本日多数のお出迎え すます,多くの知識布.積んで を結んでおりますが、私は
この目的のたぬに特別聖年.
を受けましたことを光栄に いきたい乏.思います。日本
これを非常に誇りに思って
を公けにしようとは思わな
思い、心からみなきまに感 には永年牝わたる古い文化
おります。
い.。しかし、司教職におけ
謝いたします。こうして得 の伝統があり、地方近代的
このすばらしい国、日本
る尊敬する兄弟■の皆さんが

新大使のメッ噌,ージ ものがあること施・知りまし

べられた。

新大使は到着するとすぐ、
次のようなメッセージをの

れていたρ

ツのケル.ンの生れ・で、三八 始めてではありますが、ゆ 愛による人びとの間の相互 ぢの宣言へのしげきになる
年三月司祭になり、四二年h く手に希望の満ちたものを 琿.解を増、すように一層協力 ようすすめられた。、

カトリック鹿児島司教館
教区報社
鹿児島市田上町唐湊1685
(電話④一1670)

きれた後任として、,昨年十 ましたみなきまとの貴重な 発展には驚くべきものがあ
月二十五目、パウロ六世教 結びつきは、いうまでもな .り、まことに優れた国であ

ア駐在教皇使節として蔵出

発行所

から教皇庁国務省に勤務さ 確信しています。

■ヴステン ベルグ大司教着任

ノ、

バチカン駐日大使、ブル
ノ●ヴステンベルグ大司教

6'ノ

懸
灘

皇により任命きれ、きる二
月二十八目来目された。
新大使は一九一二年、ドイ

、

◇

新
任

雛
譲

(日曜旨)
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カト.ウッ』グ鹿児.島教区報
(月・刊)

第4〜4号

ω

一『

=

麟

障轡: 鷺絶q

1魎.襲1粧皇

教会一致,のための

、合‑同祈と .,つ会

メ

者の一致こそ、、必要で、よ、

いに愛しあえ、わたしがあ

う。「あなたがたは、たが

なお、一参加者ば次のよう り力強いものとなるで・あろ
な感想をもらしているα
「祈祷会につでいて行わ

致祈薦週・間に際し、ザビエ

去る一月二二,日、教会一

フエゾ入への書簡一の一五

を替、美する、聖パウロのエ

祈り、そして、神キリスト

れた愛に感謝し、お互いに

ュースをもち寄って隣布教

知り合うことができた。、ニ

きれたりして、互いによく

なが自己紹介したり、紹介

だっだと思う。そこでみ.ん

だろう」。(ヨハネ二二の

の弟子であることを認める

みな、あなたがたがわたし

なら、それによって、人は

しあえ、だがいに愛し合う

あなたがたも、たがいに愛

れた茶話会はたいへん有益 なたがたを愛したように、

ル教会で、教会一致のため

〜二一。弟子らの一致を.祈 事情のいくらかでも知るこ

ル.教■会で

.の合同祈蒔会が行われた。

ザビエ

新教側昂,代表すろ数名の牧

司祭消息

本年はじめの

大会

三つのグループにわかれ

高校生

きる一月四日i六日、

ミタマや神父

て、愛の本質、愛の活動に

カドリック高校生大会が、

レデンプトール修道会 昨年につづいて年の初めの
管区長

ついての研究討議。

田校長、丹羽神父の講演も

プログラムには、自由時間

行われた。

北九州、長崎、大島からも

や、自由討論の時間が設け

われた。

参加した。

参加者は約九十名。どおく

三月十土日ドイツから 谷山のテ・サール学園で行 里脇司教、鹿児島純心の八
休暇を終えて谷山修道
院に帰院。

メニヒ神父

の感銘を与えた。

・今年の小神学校

,入学一名

今年の教区小神学生の新ち竹山大神学生は六月叙階

入学者は、例年より少く、の予定。

る。小神学校から福岡サン.学、高校の過程を各三年、

ザビエル教会から一名であなお、小神学校では、中

スルピス大神学校に進学二大神学校で、ラテン、哲学

校主・改築

鹿児島純心の

八名、大神学,生は六名、うだのち司祭になる。

名。これで現在小神学生はを二年、神学を四年間学ん

ブラジルの

られ、学生の自覚、自由的・

とができた。和気あいあい

レデンプトールA誤、亀

る、イエズスの切々たるみ

スきまの.みこ乏ばが、よ・り

三四〜三五)との、イエズ

ことばを記すヨハネ一七の

のその雰囲気の中で、お互

の司祭、修道者、信者ポお

.二修女名古屋ヘ

師と信者、カトリック教会

ブラジルのフランシスコ

・==〜:二一:〜==ず・ご』二=〜:・=:・2:・

(大会の一コマ)

者はいっている。

ースを提供する好例だと関係

日、かれらに一つのオアシ

霊的生活が問題化ざれ惹今

成功裡に終■つたが、学生の

協力があって、この会合は

里脇司教はじめ、聖職者の

レデンプトTル会。岡

ハイシク神父

岡前教会へ転任。

月十六目樹氷教会から

レデンプトール会、三

フリチェル神父・

イツに帰国。

活動のよい訓練になった。

県文化センターで行なわ

午後二時と夜六時半から

サイタルが五月二十八日

辻久子のバイオ・リン・リ

ともしび運動本部協賛で

本教区主催、京都心の

リサイタル

辻久子の

三月九日休暇のためド

者の不一致が、どれほど未

会機構が世界的になり、そ

れる(四面参照)

イエル 神父の講演

きいた。この種の話は征来

純心で会葬、ひらき、福岡サ

因みに同師の話は、

→、聖堂、目の意義について

ンスルピス大神の聖書教授

なった。

なお、司教館では同修女

のあとを、カリータス会.の修

女がうけつぐ。

聖書は生溝るためのみ言

問の時代に、どのようにし

葉である。現代の科学、学

て二千年前の古代の言葉で.

原

新校舎は鉄筋四階、約六

値することになった。

百坪の広さである。着工は

躍

昭和四十一年五月十九日、

竣工は昭和四十一年十二月

工事設計管理は、有限会社

末。工費は五千九十七万円

衛藤建築設計事務所、工事

施行は松尾建設株式会社が

担当した。

(写真は新校舎)

○ヴァランチヌス童貞

になる。

谷山の善き牧者修道院で

カナダへ帰国

養護施設で献身した同修院

長きにわたって、わが国・の

一九三七年以来三十‑年の

してい旋セシリア童貞は、

病気のためきる一月カナダ

任した。在日すでに三十年 に帰国した。.

上旬谷山をきって豊中に転

こきれる事業のため、四月 めヴァランチヌス童貞は、

大阪教区豊中に新らたにお

愛の聖母園の園児の係りを

は、谷山に修院を開設以来

Oセリシア童貞大阪へ

善き牧者修,道院 消自轡

,疑応答が行われた。

などについてで、午後は質

五、書かれた年代と写本

その書き方のちがいなど。

同じこどを書くにしても

福立日の特徴

四、福音史家の特徴と、

旧約の終りと.終末論■

三、旧約から新約へ

・二、福音の定義とその起

て行くか。■

「会では二月十六日、鹿児島 少かった■ため、聴衆に多大 書かれていることを生かし

鹿児島カトリック教師の

伝道女会の相川、米山二修 『鹿児島純心では、二月十
女は、前に大島、最近司教 一日、校舎の改築が成って
館で手伝っていたが、四月
眼下に広がる町の人々に偉
のはじめ名古屋にうつり、
同地で布教を手伝うことに 容ととのった美しい眺めを

津(徳之島)教会

師の,A本

よぐ実現きれよう。

二〜二六など最適のもの・ いがよく理解し、一致する
ために、知ることがいかに

■よそ一五〇名が一堂に会し

祈薦も行われた。担当者は

信者のつまずきとなり、■布
教の妨げになっていること

こそ、イエズスのおのぞみ

.だろう。わたしたちの一致

の団結の広きと力とを増大

である。一またいろいろの社

すすめハヌス神父

きせているとき、キリスト

田原章神父

、聖書朗読大野和夫神父

次神父

聖歌詩篇交唱七田善

プログラム順に次の通り。

ック信者の注意をひく自由 大切かを感じた。キリスト

て、一致のための祈うを.棒■ が選ばれた。また、カトリ

げ惚.
午後三時から四時まで約
一時間にわたって、聖歌、

詩篇交唱、聖一書朗読、すす

一めのことば、信仰告白、祈
祷など、プログラムに沿っ
て会はすすめられたゆ

司会,小平卓保神父

自由祈薩小林文夫牧師

前教会から亀津教会へ
転任。.

ザンパーロ神父
ザベリオ会。鹿屋教会
主任。静養のためきる

柔エル神父の聖書の話しを

ま る

の会

鹿屋教会で受洗した。

‑同教会では英会話などを通

れている。

㎜

補一

一致のための祈疇会とい
う、鹿児島でも、今までに

川内教会(主任ヴィデル

聖母幼稚園落成

宮之城

余りなかった会なので、そ

の計画にはかなりの注意が
はらわれた。例えば、歌わ

れた聖歌四つの中、三つは
,新聖歌集により、キリスト

を選ん・だ。聖書の朗読ケ所

一月、イ汐リヤヘ■帰周

うち十一名が過去一年間に

などの高校の生徒で、■この

た。夫々、鹿屋市内大根占

生送別をかねておこなわれ・ 信者学生の使徒職が期待き

校生の集りが、三月の卒業 じて学生の求道熱が高く、

で、信者求道者からなる高

二月二十六目、鹿屋教会

・高、校生

鹿屋教会で

中には完成する見込み。

司祭館もついでいる。九,月

四百名の信者席がある。

園の教室、二階が聖堂で、

くりで、上階。一階・は幼稚

は会

教会団「きんぴか」の聖歌

マン師)では、薩摩郡宮之
城町当局の要望により、同
町にカトリック幼稚園舎を

教会にたいへん好意的であ

で

じ・

も、神の王位をともどもに
賛美する詩篇九八。各々の

.マルチネリ神父
ザベリオ会。大分教区
宮崎県小林教会から鹿

病院では、病棟の新築が進

る。

百坪、鉄筋コンクリートづ

.はじまった。設計は管氏、

主任。休暇のため四月

ザベリオ会、垂水教会

フオルナバイ.ヨ

新築工事は、.きる三月から

鹿児島市内、鴨池教会の

事

施工は高山組で、総坪数三

屋教会に転任。

工教

、

信者にたいして、あらわき

建築中であったが、きる一

月二一日落成式を行っ・た。

場所は旧宮之城高校あと、「
ひろい校庭内に約二百坪の

築一池
神父
ある。

下旬イタリヤへ帰国の

稚園といい、教会の経営で

を募集す蕎。名称は聖母幼

の四月から約八十名の園児

園舎(旧校舎)を改築、こ

教

鴨
新.コ

8

・o,.・,9.

一・"・rソ

鹿屋教ム冨で

1孕2・2臓2喜

三十名の受 洗者
鹿屋教会では、
昨年、王たるキリ
ストの大祝日とク
リスマスの大祝日
の両祝日に、約三
十名の受洗者があ

の全景)

(宮之城聖母幼稚園

オ会員の親切も、病人たち

予定。留守中はバルビ.

おり、福山病院を訪問し、

家族二、高校生九・

った。この中に、

オム本

の心に大きく滲透し、院長

西走の大活躍をしている。

んで、威風堂々の観を呈し

をはじめ、多くの方々が、

今年になって、きっそく、

つつあるが、ヴィンセンシ

寿衣☆

一月十五日には、例年のと

て、患者に喜ばれた。福山

約五千円分のお菓子を贈っ

一二神父がつとめる。

ヴインセン

福山病
ンシオ会は、「機動力」に

ザビエル教会のヴィンセ

シ

富む頼もしい会員で、東奔

訪問

青年四名が含まれ
る。地区別では、

七、串良六、高山

鹿屋十五、大根占

一、内之浦一名で
.鹿屋市周辺のあら
ゆる町々に及んで
いる。中にも内之
浦町は鹿圏市から
もうとも遠く受洗
(鹿屋教会の受洗)

はじめてである。

院

、灘罐灘購
購髄
凝塾

(2)
(日曜'日)

昭和42年4月9日

カトリッ.ク鹿児島教区報
(月一刊)
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(日曜日)

をお一よきあ原しりき実ま教ご昔るは会ド不'免、りうて教り動い'きこす会復にこなのの滅救

なぜ布教するか

いが、神の恩恵に支えられ

て正しい生活を身につけよ

うと努力し■ている人々にも

神はその摂理に基づき、救

いに必要な助けを拒まれる

ことはないのである。」⑱こ

れを読んだ。プロテスタント

れまにお会ま力糧そえそ。は活きとん永神性い

なす'いをす'でのて'そ力ど.かでと続秘を主

財難豊。間土もなき愛性ズまるれのスたのたのり仰るりてく'を堅スこ確歴るうとのそ養固トの信史オ'源のな 教歴し的工二証のなるずそあ信いキし強一いの一しみ性体受かうほfよごを&こけら'ほて絶。にこかいえメヨ復意活
捉が生と神な希う柱社史て事ズ千'し復らキ生ッハ
に'き同がの望頼で会席お実ス年て活隔リ命ネ叙
従死てじ生、でのもあを事りをののい祭教スと、セーホ

舗父罫翌翻難ま篠撒を礫親魂1ヰ一の

齢塚鑓雛健ぢ騰凝購彗.驚ジ笹り,と'遜てとをに。.死と墓ちあ、'すのた越押ち教義
ま'に悩なのも・持'しをめの'い教。力よ一えし'か皇緩突齢猶齢騒齢ア蓄鰭夢辛茜・らの
をびとゆみそ創教びは閉らきまズっ'勝た分
保と'るがの「立会と教じはまたスて教利石の

㈲

証)貧しえ都者はし会込教ぎ'と前会をの墓・一
し善しをつ度の自てのめ会ま幾同進も獲障の・'

支那の三大宗教(道教、仏

きれているにちがいない。

は神の恵みをうけて、義化

いるというのである。彼ら

はキリスト信者である人が

なければ、救いがどんなに

.は、公会議の教父達の考え と共に人類全体を墜の愛教会全体が宣教師る。それは三位一体の中に
の中にあがない集めて三位・教会は神の民であり、司その起源を持つ。御父はそ

ではないか。しかし、これ

のために働く必要はないの

ものである。教会が世界に的.任務をもつ。従来キリス人類を創造し、神の生命と

人類に啓示きれ、キリストである。の問、本質的に宣教的であ

れはまずキリストにおいてヌトの名恵みでみたすこと教会は地上における巡礼

十七世紀初め中国に来た

』旦教師マテオ・リ)チは、・

教、儒教)を、人類を地獄

更に、「教会の外に救い

向って働きかけ、霊的に広ト救国とみなきれていた西光栄にあずかるように召き

な祭な目い死ななほ情活3なも死いうの栄、でエにいと、てれおば

ではなか・つた。真の信仰が

一体のふところに帰らせる・祭も信徒も区別なく、,予言の愛とあわれみによって、

にひきおとす七頭蛇の三つ

の必要を.強調している。⑯

むずかしいかを.説き、宣教

れ悉教会外にとどまってい

い間議論きれて来たが、こ

軍団だというのである始聖

る人は救われないというこ

の頭と考えた。イエズス会 なし。」という命題は、なが

フテンシスコ・ザビ■エルも

と弘・意味しない。望みにお

演説は示唆にとんだもので

説ら義ととせそスみで自まし生よ7り悪し強とザに人ののも奥できなにもいんれトをす分でままう)除とて調望やしにた復で死議す

とは、これに戦いをいどむ

キリスト教を全く知らない

いて教会にはいり、救われ

説いたのであり、キリストこれらのことは、「布教」た事業は、地の果まで実現

がるよう常に努力するのも洋諸国にお■いても、まんえれた。神のこの普遍的計画
宣教のモ・チーフ
教会の宣教の動機を考え そのためである。従って聖んする異教主義のために、は、御子をつかわすことに
るのに、パウロ六世の次の パウロは「時なるも時なら「キリスト教的」と簡単によってより具体的になる。
ぎ胤も」と絶えぎる努力をいえなくなっていること、キリストによって始められ

で死んだ、日本人の祖先の

日、信仰弘布会の指導者に

ある。一九六五年五月十四

まねく人に示し、・無限なるよう促している。布教とは業のより完全な実現のため

によっても得られると考え

大要次のように述べでおら

ところが、最近一部の神

れ・にはと精まパまめ一こたうるのまよなのとがりな会にをほ迫
たよ一め神rしウせ.にっとめにた勝すうい生づ愛まいによあかっこ
のつつよの平よロん証にがに'め利。に心命きにすもたりななてれ
とて'。一和うの。言結出いまにをそしをにな深。のいもたりいこ

同山あか致の。ここでび来ったい確のたも'がくまにす'がまるそ様つならをむとのきつるで'つ信たいづ喜ら根たしるあたせ復'にのただ守すば点ないよも教で1しめかてこ'ぎ'た忠なにん活今
'希が'はるび'ににけてう力会も'にら参び母しあい敵た示。祭、

主望た一よに耳つれ教にをの戦教はで与とな、なかをがすこの目

はにがつうよ一召召'につつき出霊ってをいば会備尽発え会'もで借る愛たらゆた・のの意の傾てなのえく展るを教あきし教にがでるのは意義前け'りた'すのよ守会りるみ会もたあぎ敏な義・に・に
すときも・に掟い教のら生'祭そたみくスそだがばがエのののの神信るす小信信に起会あこのはなどが浸トれけ簡して目ソう上上父は仰
よる羊仰者よこのなそ奥'えらえ透教はに単いま覚4ちににで一はろたのをはれきはた私義全てせらし徒まはに復ため・に働ああっ一

求め生深いばせつがはでのいるれてのたと述清めて3おきりりでつめにきめ,ず復るき元'あ人るとた'霊一ど一べ祭ぐ祈〜ら''"ギら'たなれ活のりに父りに、のいキそ的入またのりる6れすすすす洗
れ聖かがも祭でし次とまとでうりの生一り意臭く』う)るべべべべ礼
て・体らら'のすたのしすつす意ス人活人ま義義るち。一てててては
い勘だ'そあ.。掟よて。て。味トをののせをはこに(のののの一

る拝有罪のいぞをう教だ死復をに'奥キん持'の'エももももつ'

の領糧な心だの思な会かと活もかよ深リ。つ私喜やフのののの'、

すい与にら。の受かを'すれにきよ死しま一53てすめ活あとは。すのら'事キ倣ごけら卑十キ'な促新一こに'れ・なてに祭りよ'そめでせこ実りわ事た'し字りがすし('私た3やら'の.まみ悟れたするのはスな蹟私神く1架スらもい一まr'た主)みれr儀すが者ゆパ。こ霊'トけをたの従上トにの被コ古ちのも'をあ式。え各ウそ'と的キ信れ手ち子わにが神で造りーパいが御の知悲なはり人'ロのになリ者ば本はとれ死'のあ物ンパ罪苦,にるしど'のに復こほ死スでなと'た譲r子りとト・種ンにしな一みら私奥と活こかのトありしキる一ま死にな5を種た.みろ(のれた義つ祭
とをな奥とるま'リ恵のでぬまする・取一iいをうイ人てちなての

のはり漂えぬも不か'祭し1〜いはす生に中に,あ1ズおのを洗がいrlにで'まにばこと均も憎.はた4よやべ'命'かよるスけか'礼みてイ耳
す一せ向'とと衡ろ悪私が・う罪きにわら'つ。とる。あをな・洗Hをか方んかこでな'も'たつ12にがあ歩れよてそと洗わな受'礼ズ傾

らで。うのある苦一ろ激ちて)一支なむわみキれも礼れ'たけかをスけ。はな第死りも悩の意み'。(配た.たれがりはににわたたれ受・ま生ぜ一はまの'霊なな私冒すためもえス'葬よれちののけキし
命・な歩よすに苦的どがた1るちでまらト御らっ一ははで死た・リよ.
のらにり。お痛'肉'罪ちマこのあたれが父れてそ知あにわスう
奥復ほ高実いの体そ、の6と体る新た死のた'のらるおれトo

義活かいをてみ的の激復・・のをiしょ,r者光のイ死なこいわ一14

こいまと福リ罪らきがのたなあでもスはのい底そり信と平生にとるもすなをスのれ出えでに息旧りあのトずか人いれまをを和活よこ

ばよう。る待ト束,たてらすき吹'りで教みたはのをせこ私にはづの.
がうまよちと縛キおれ。れの早巴'ははにま'で確んめは満億ては

'にも私'なたミくちサ'う望とかりり・たこる、よ春喜な決申りキす信して使ち義'かにむもらスまヰの生うのびくししでリ。し'認徒たあはり.促新に解トすり喜命に自で'てまあス信なあめたもるじ知しし'きは。スびな'然あむそするト仰け・ななちのもめれ
のの心一てい永放'よトはのいのりしのがな教をれたけとと・のてな

耳書にお被遠ち入みか'でつひ'ろよ'どがもばがれ同.なと円い

も簡しら造の'間がらよあもそ愛平うキと束たなたばじるな々生
・とのみれ物至キをえ湧みる新かで和なり軽縛ならもな確こりの命
恐ら、はりえじのまばよと復イわうとるあの命んと上おト上トうに
れれ'まつよ一すしみ'活3れちきキるうはだをのらはのとr。ひ

'るませたう人。いが教祭・るに'リ'ち'も慕これそことあなのこん一に一キ知え会の1でキあスあにキ,のえとること・もな,びい
までと。とr人リららは季〜ありなトな隠りで。で。でをにたて
ぬすに罪いまにスせれr節,4ろスたが牝きスああはあ神求復がく
る。よ・のわこつトをた主の)うトが現がれト,つなななのめ活たる

い疑み中なといのう一はあ信,いがにけにて兄たとまい仰'えいれよも弟いいこだ。一とたわ・たてとてたくた右よしが(ともれのいと'が'がにコも栄た生るもそた上た坐キのキ。た'ことで一
な不らたばみ'た続うとずロに光も命のにのはのはしりなりし
ど信せ人なが同ちけ喜'につサ現のうな、で神生死こ地てスらスよ

一南教る者あえ教会こにるら会え過り愛みしす私のひ圧るまにと越もまをなみべの神でとにのこ悩
日力はとも。れのししろすこきをて'世がすは苦でとま

本̲'を'洗,る本てのも。めま分の話あ。よしす、にき

放フト'か明救一礼よ質'けろてがか人に・わみむ。よれ

誉ごジリ通薯存オツ・ク空知番のつ言いをう的ですのうに構なる可けな成い・と能なう要程同性いた素宣時の'未 と教にあ信で考罪がの'たちびゆれ人 民次の持とだ重みたなの・ 父ちのねをちき救よとな喜たもをい うしがびもつ御け主にて,らとうて父によ祈の'苦たが人銀みて一えび難がいらと'えたせ'苦ら人 不悩せびれ幸'らとるな抑れは
基で組誓すを方るてのフ的,法態'生はなか度優命'のらは者のあで・程'が発くあ生愛べの闇びるやの一のまの(みとき底をとお・が成つ願いみ地沢だ正道を追の,んて員をいしも上田1き義をきい精みまの'望イに・れと照よ払神のた上人むエにと
。か遠キ弱露まる平ネま平.らめいよ光'に類たズ立

そいりいでで。'和メす和し"りにと注家まスち

?もス者あもそをシよへ'各人あよもぎ族もよも
こに且のトをる三の'エうの全人びやつろたのの'ど
はでの説。位モよギに熱世'のとまて.うますのわら・
、、あ布得従一チり訳。意界歩のち'とえべ一れせ
いる教すっ体1〉編をにむ心の人す。てつらた

し

みをおしつけることなく、

たずらに宣伝や宗教のくき

大衆にとけこむ。いわば神

トリックのラジオ番組の放

は次のとおり。

きまのみ手になる「自然の

美しきが感ぜられる。これ

送が再開きれた。題と時間

「心のともしび」.

月曜■から土曜まで、午前 が、一日約六百万以上と推

この番組がこのように迅

組が歓迎きれるわけでみる

十時五十五分一十[時 定きれる人丸から、この番

ごの番組はわが国の,すべ

ての教区で放送きれ、京都、

とえに次の方々の大きな犠

牲とご後援のおかげによる

の善き牧者運動本部により 速に再放送きれたのは、た

ものだった。

推進きれている。ハヤット

クの有名作家、有名人ゲス

神父様をはじめ、カトリッ

う・サール会

、レデムプトール会

ザベリオ会

トやその他→般から応募き

品が、河内桃子きんの流麗

川内純心学園

鹿児島純心学園

大口明光学園

もう一つのカトリック番

、鹿児島教区

組は■次のとおり。,

(四面へつづく)

、「太陽のほほえみ」

れた。良心的なすぐれた作

ものにうえている人々の心遠い国に行って異教徒に教に聖霊がつかわき.れる。教

スズきまに倣って、印象的

な朗読で放送きれる。イエ

る最少限の信仰は、他宗教

られる。それは直接に神信

れる。

的態度を示した。

仰でなくてもなくても、正

つけねばならない。そのたある。を継続発展きせるために、

に、救霊への探求心をうええを説くこどではないので会は、この三位一体の事業

一救いについて、極めて悲観

義とか、・兄弟愛、平和など

の一牧師は、ショッ■クだっ

リスト者」という言葉が使

を重ずる彼らの立場として・ 学者によって、.「匿名のキ

の絶対的価値に献身す胤こ が御子を永遠に生み給うこ

め教会が、まず第一に考え布教についての、教父達救い,の秘跡として創立きれ
でひきんな、周常生活の具

との中に、類比的なイメー

のはかり知れない富を、あについて根本的に考え直すきれねばならない。この事

われるようになった。キリ

たといった。自然的理性か

は、当然のことであろう。

とでもよいという説もある

らの推理■を拒み、聖書だけ

カトリック教会においても

ストの救世の御業は、実際

ていることは、すべての人のもっとはっきりした考えた。教会は、キリストと同 体例から、すぐれて高尚な

轍会の布.教活動は、御父

考え方の変化を認めないわ

が、キリストは唯一の主、は、「教会の布教活動に関じく、清負・従順、奉仕・
教えを導き出すことが多い

「父が私をつかわきれた如

ジを見出すことができる。

のは、それならば、布教の

ここで問題になってくる

■ころにも、あ.る意味ではゆ

イ・エズスきまを、現代の社

会にご案内しようとする。

すべての人の救い主であ蕎する教会」の中に、うかが、ぎせいの道を歩まねばなら

なみなみならの努力がよく

必要はないのではないかと <、私もあなたたち葱つか■

ことを宣言するように、‑でわれる。次にそのいくつかぬ。

きわたっている。そこに.は

きをだけ早く、世■界をキリの点を指摘しよう。乙のように、「宣教」は

わす。」(ヨハネ20・21)布

していなくでぎ、集質的に 音程熱心に、未信者の救霊 教は神の生命の流れで、そ

自分をキ.リスト教徒と自覚 いうことであξ。少くとも

に宣教が行われ、ていないと

けにはいかない。

非キリスト教徒の

救いにづいての考

え方、の変遷,

教会憲章理解のために

「教会憲章」では、■今日

かった未信者の救いについ

まで余り明確にされていな

て、次のように述べられて

いる。「救い主はすべでの

人が救われるのを望みたも

うのであるから、影と像の

うちに知られぎる神を捜し

は決して遠くはないのであ

求めている人々からも、神

る。事実、本人の側に落度

がないままに、キリストの

福音ならびにその教会を知

らずにいて、誠実な心をも

って神を捜し求める人も凸

永遠の救いに達することが

できる。また本人の側に落

度がないままに、まだ神を

・はっきりと認めるに至らな

昌い

カト'すック鹿児島教区報

(月・刊)

り

ト

カ、

イエズス様の道徳観

て
ノ

られた
「牡牛と牡山羊との血は
罪をとりのぞけない。…し

かもキリストは、罪の㊧め

に一つのいけにえをざきげ
て、永遠に神の右に坐り、

呼ぶために来た」(マ、9

すがら、「わたしは罪人を
の罪はあがなえなかったρ

人間となられなければ、そ

ての失望.へとざそ・発どこ

神からひきはなし、破滅に

しい愛を具体化きれた。

聖書の中で、心をうつ、
、50)

例である。λル、7の36〜

いうではないか。わたした

い。「同病相あわれむ」と

人に親切でなくてはならな

しを得させるた珍に流され

あり、多くの人に罪のゆる

である。ご復活後の四十日

はかり知れぬ神きまの恵み

きい。これはわたしの血で一 すだけに、罪のゆるしは、

ちの仲間に、誰が早く石を

のいしずえとなるような大・

間、イエズスきまは、教会

とくにサマリアの女(ヨ

マ、26の28」r最後の晩さ

る、契約の血である。」(

ただ罪だけが、被造物を 冒漬もゆるきれるが、‑しか、 もっとも美しいたとえ話は
し霊にたいする冒漬はゆる 神ぎまの罪人にたいする愛

ろが、「人間のどんな罪も

のB)とのみことばのよう
に、,罪人の友としてつくき

4の4〜20)の場合はそう

の中で、大きな比重を占め

切な仕事となきれたが、■そ

きれない。」.(マ、12の

み心に相かっ乞うする二つ

んのとき、イエズスきまの

おとルいれた。光り輝く天

を物語るものである。放蕩 だった」キリストきまに罪 なげうつことできよう。聖
を指適されたこの女は、じ 書は罪の女に、誰も石をな
げうたず「一人一人去って

るのは、罪の赦しの権を与.

れた。ご受難のきなか、キ

る。

エズスさま

罪人の友であるイ

の危険におとしこむのであ

どは、どれだけの罪人を改

えたということである。ご

息子のたとえ(ル、15)な

の渕があった。一・つばみ心

31)のであるカf罪こそ

事をくりかえしてきた。今

・ような聖書の言々句々は、

に、真の礼拝の教えを以て

てたずねた。これに応ずる

らして、礼拝の場所につい

ようとするのか、話題をそ

びて、罪人の心を動かした

するイエズスきまのお姿を一

人聞の力を絶す胤威力をお

心きせたことだろうqこの

人間を恐るべき永遠の亡び

いった」λヨ、8の一〜

をおしつぶすような罪の重

とばも「全世界の人々に罪

昇天に際しての最後のみこ

まの恩寵で、身も心も美し

n)と記す。これこそわた

き、他はこれを征服しょう

使は暗黒の王となり、神き

かれらはなにをしているか

ぶんの心のいたみをのがれ

したちがとるはずの態度で

とする神の無限の愛である,

リストきまは、神さまの罪

かった人和はみじめな姿と

を知らないからです。」(

罪はいとうべきだが、罪

いうている時できえ、その

うわべは明らかに罪におち

じめきが際限なく大きいだ

「渕は渕を呼ぶ」r罪のみ

まの愛が勝利をはくした。

いいけにえにおいて、神き

の渕に対して適応し、喜ば

祭は、神の慈悲の渕を、罪

聖霊のみ力で、罪を赦す司

〜20)ということだらたコ

けるように」(マ、28の19

しい勝利の恵みを人々に与

ある。

弱きから来る罪もあるので

だ早い。判断のあやまちや

人を罪人と断定するのは未

けに、そのためにあらわき

人を是非してはいけない ・ついに十字架のむごたらし ‑のゆるしのための洗礼を受

はなかろうか。

人にたいする底知れぬご慈
悲をあらわす、次のことば

なりはてた。以後人類の歴

ことを教える。まず、その

史は、罪のために幾多の惨

ご託身は、一神きまのみ旨で
しかし、神きまはそのみ

姿に似せてつくられた人間

見よう。よけいないやしめ

りnその魂の美しきを失い

人との接触はいとうべきで

ル、23の34)と。恒

をきけるデリケートな配慮

の始まりである。マリアと

ない。「罪人の仲間」と呼

相手の心情に順応するその

準備きれ、謙遜のいけにえ

ばれたイエズスきまは、こ

ご態度が目に浮ぶ。罪人の

の奴隷である。」(ヨ、8

みじめなものと化してゆ をこよなく愛され、神の子
く。「罪を犯す人はみな罪 となる資格までお与えにな

のことをよく教えられた。

改心の主な動機は親切であ

える。

をつぐのう従順の犠牲だっ

れた神きまの慈悲も無限で

それだけでなく、罪は、・

あった。罪が、わたしたち

っておられた。罪は無限の

神と人とに反する最大の

った。そのためにこそ、キ

罪人に接するにあたって、

る。罪とは無闇係の神きま

罪の悪さ,

ヨゼフに従ってなきれた私
悪として、イエズスきまは

リストきまはエンマヌエル

手心を加えられるイエズス

た。公生活の始め、キリス

生活は、人和の不従順の罪
罪の悪きを誰よりもよく知、 の32)

(わたしたちのうちにおい

て足の下におかれるのを待

しび」の一目の聴取者は十

を永遠の死を以ておびやか

二万人である。「心のとも

、「淵は淵を呼ぶ」

(三面よりつづく)

しび」の聴取率は、全国平

(詩、姐の8)

月曜から土曜まで、午前

均よりもよぐ、一週間平均

のなら、ましてじぶんも罪

でになる神)となられたの 一きまのご態度は、絶妙であ

よシな穴があってはならず

八時二十五分から八時三

のラジオ番組が開けすこと

ポケットやハンドバックの

寝室、仕事場」自動車の中

った反プ興ラジオは、台所

々に附随するものとなった

日常生活により密着したも

中というふうに、身近に人

れス、。もっと行動的で、大

の聴取量も、昭和三十八年

のとなったわけであろ。.そ・

ハヤット神父さまの話が、

衆に訴えるところが、その

って、放送に力を注いでい

敷約九つの宗教団体が競

現在、南日本放送だけで

しているコ

を最低として、次第に増木

特徴である。一

河内桃子きんにより則誘き

である。これも純粋にカト

テレビが茶の間の友とな

十分まで、南日本放送で

が、罪人に慈悲を示された

である9キリストざまは、

「みなこの杯から飲みな
○○年頃のもの)には、な

ぐ、,o

放送局側は、「みんなの

で放送きせてもらってい胤

便宜のために、じぶんたち

」といっておられるが、「

に常にわき立たせて下さる

る。ラジオによる布教の効

部をのこし、助祭または新

ごのような番組が聞けるの

をもって、むくいてよかろ

であったバイ旦ンの聖パス

訂教が拝領します。

教皇ミサでは銀製の管で

この放送に、祈りと犠牲

果が大きいからである。・

うか」(詩篇一一五の3),
という感謝の祈をとなえま

す。

御血を拝領する。ドミニコ, カル、聖ピエLル・ジュリ

を以て協力し、わたしたち,

アン.エイマールのお取次 .日を除き、毎日十分の放送

■の布教の足りない点を補う

会の司祭は左手でオスチア

エリア内の聴取者は、一

時間をもつことになる。.

ようにしよう。

ぎを願いしましよう。

目約十二万人。

約八十万世帯、三百万人が

よると、このエリア内には

及んでいる。最近の調査に

の一部を含む、広い地域に.

始め、宮崎、熊本、長崎県

ことになっている。・

母ン・リサイタルをひらく

でも近く、辻久子のバイオ

金集めをしており「本教区

ので、同本部は各教区で資

るのに、・多額の費用がいる

なお、この番組を提供す

一X・××、

・住んでいるが、「心のとも

ビスエ刀スは、鹿児島県を

南日本放送のラジオサー

をとって拝領します。

は幸いだと思う。毎週巳曜

よう、聖体の秘跡の熱愛者 心のともしび」が機縁で、

・カ...

四%であろ。

人であるわたしたちは、罪

っています。イギリスでは4ランス勿論ちこちで「聖父

い刺繍の飾りがあってはな

細片がひっかかるような厚 とが新しい感謝と賛美の動 片に対する尊敬は冠実在し

けたあとの沈思と聖なる細

ンと救いの血の杯の宴に自

にを黙想するかその内容と

の心のしるしです。

給うイエズスの信仰と礼拝

して御託身、愛徳、御受難

＼

聖体の細片はごく小さな

そっくり含むものですから

ものでもイエズスご自身を

リックの番組で♪普通には

「われらの主イエズ.ス・, 一の方々のご厚意によ軌こ

第二二世紀から一五世紀 ■キリストの御体(御血)が

種々の習慣

機であります。

「いと聖なろキリストのおと聖子と聖霊との御名によ

りません。また糊のききす

体は、永遠に祝せられよ、りて」とだけとなえていま

イエズスの残酷なる御死去

て、神にききげる感謝の祈

おんみは私にとり何物にもした。

分を招き給うたことについ

りです。

ありません。なぜならパテ,

を挙げています。

もちみんいつまでも長々

ぎた聖体布の使用も面白く

て在す、わが主イエズスのとくに病人に聖体を拝領き

ましていとやきレき御方に現在使用の祈は中世期に

す。御血を拝領する直前の

成就することを願っていま

お体が罪人な冬私の道となせるときの、ある種の祈の と黙想してはなりません。 ナで細片を集めるとき昏司 にかけてイタリアでは荘厳 私の霊魂…」の祈と詩篇一
り生命とならんことを」と文句から作り変えられたも 記サは行為であり聖な蕎食 祭は知らずに白い糊の粉ま ミサのあいだ司祭は、アー 七の4の祈は、神の御保護
いう風に全く別の祈をとなのです。そのだめ「・;私の 事ですから、ぐずぐずして ですくい上げて御血のなか ニュス・,ディの前にカリス と永遠の生命に対する懇願
えます。東方典礼では百夫霊魂を永遠の生命のために はならないのです。イスラ に混ぜてしまろことが、度 に入れたオスチアの小片を をあらわしています。あと
長の言葉通り存使っていま守り給わんことを」という エル人がエジプトから出る 々あるからです。もちろん 自分はうけず㍉助祭または の四つの祈は、神が私達の
すや句があるわけです〇一「 ときに過越の羊を食べると 'そうしてはならないのです 副助祭にカリスの清めの前 ・心に下って与え給う並々な
に拝領きせていました。
この祈をとなえるとき司司祭は「私の肉を食べ私 すぐ起ち上り杖を手にして
らぬお恵みに対する感謝の
細片を全部集めてしまつ・ 教皇ミサや司教祝聖のミ 祈です。
祭は、神殿に参詣した収税の血をのむ人は永遠の生命 出発の構えをしたようにて
史のように痛悔のしるしにを有す」(ヨハネ六の55) きぱきと行動すべきです。 てから司祭は「私に与え給 サで甘司式者はカリスを全, 聖体拝領に際しこれら四
胸を打ちます。(ルカ一八というイニズスのお約束が 司祭は細片を集める うたすべての善に、私は何 部のみほさないで御血の旨 つの聖なる感情存私達の心
の13)。しかし之サのこの

箇所で胸を打つ習慣は、第

これと同じですb

一五世紀からはじまったに祈も二つの語が出庫りだけで

それから右手でカリスを
オスチアをうけるとき、

どんな細片でも散らしたり

すぎません。

特記したいことは、以上

る。シモンの家で、罪の女
に示されるご態度はその帖

わたしたちの行いのいわば

罪人にたいする神のすばら

原動力となる魂を腐蝕して
その力をそぎ、救霊につい

みいつの神きまに背くので

神の小羊」(旦1の29)

永遠の神イエズスきまが、

通りなく悪いことである。

の4、12〜珍)、この聖パ
として示される。布教の道

パン」(ヨハネ六の32)が

ρ

ケ主よ、私は、いた
らぬ者:〃
オリゲネスも聖ヨハネ・

グリゾストモも、、聖体拝領
、のときに百夫長のこの言葉
(マテオ八の8)をとなえ

紀頃には種々のミサ典書に

ミ天のパンをうけ〃
つも二つの形色で聖体を拝

領しますや拝領前の祈をど、 取り入れられローマニくサ

自分の家に、まして自分の

のは一五七〇年です。神を

胸に、ふさわしく迎えるζ

典書に最終的に採用きれた

とり、親指と食指でつまみ

‑とのできろ者はいない』あ

なえたあとで脆礼をし、左

同時に「私は天のパンをう

手に二分きれたオスチアを

け、主の御名其こい願う」

の百夫長は異教徒でしたが

「救いのカリスをとり、主

とり、詩篇二五の別の節
会は固く注意しています。

オスチァの拝領司祭は二分きれた大きなオ 地に落したりすることを教

、祈と行為は、聖体の秘跡に,

オスチアを食する直前にスデアを重ね合せ、自分を

「主の賛美をうたいっっ、

え、更に詩篇一七の第四節

対する四つの感情をあらわ

(ルカ七の5)聖体拝領の

い細片のことを〃真珠〃と

こい願おう。そうすれば、

しています。

準備とレて、かれの言葉を

よんでいます。ですからオ

私は敵の手の中から救い出

この祈は聖書に準拠ルて

スチア拝領のあとで司祭は

されるであろう」とつけ加

作られたもので¥司祭がつ

心・構え

にとなえる「私は、救いの を教会はおそれてはいませ ス、キリストの御休が私のうとする聖寵を示すために
カリスをとり主の御名をて, ん。典礼のなかでは最後の 霊魂を、永遠の生命のため十字架のしるしをして、そ

聖体布の上にこぼれている

えます。私達は聖体の宴席 私はいたらぬ者:山の祈に

聖体拝領のどきの司祭の・

に守り給わんことを。アーれから食することになって

オスチアの細片を、全部パ

はけんそんな痛悔の情が示・

ギリシャ典礼はこれら貴 の御名をこい願う」ととな

メン」之となえますが、多います。ミサ典書のルブり

に招かれただけでなく、神

きれ、脆礼とオスチアをう

司祭は「われらの主イエズ祝福するため、またうけよ

くのミサ典書を見ますと、カによると、そのあと聖体

テナでていねいに集めてカ

はあらゆる敵から私達を守

司祭や信者がとなえること

願うことになっています。

部分が少し変hな百夫長の
い願う」(詩二五の3)
と対の祈として、ヴここに挿 しもべでなぐ霊魂の治療を

第一〇世紀以前にぽ司祭はについてしばらく深ぐ沈思

リスに入れますコ従って聖

まず三回となえる「主よ

ではこの祈の後半部全体が 何もとなえていません。第します。アイルランドのべ

体布には小片が抜けおちる

入きれたものです。「天の

一五世紀にはイギリスやフンゴールのミサ典書(一匹

中世紀の多くのミサ典書

変っているか略されてしま

ぎにカリスを飲みほすとき

ととなえます。

って下さるのです。このこ
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ウロのことばは、キリスト

っておられる。」(ヘブー0. トきまは、「世の罪を除く

敵が、ごじぶんの足台とし

も人は罪を犯すことによ

キリストきまは罪 きまが罪のためにいけにえ を発せられた。「父よ}か
のためにこの世に来 となられ酒罪を克服きれた. れらをおゆるしください。

罪につ

(3)

い
ていますや,これ意第一〇世

ラプラント
るように、信者たちに勧め

(36)

司祭は立ったままで、い

司祭の聖体拝領
一

「救いのカソス」に変った

一

⊥よ……1‑1』…一

▲▲

「岬

だけです。二つとも天のパ

」

UI

灘騰騰灘i

(4)
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