マ

「

■、

・共同教書発表

パウロ ■教皇 トルコ 訪問

によって、、信仰の一致、信

あるところでも、愛の助け

言語の相異や習慣の相異が

れるべきではありません。

スト教徒の義務であると強

ために働くことは、全キリ

たいま凸両教会の再合同の

い間分裂の悲し・みを味わっ

較しているように、当時の

議を、四つの聖福音書と比

りわかります。愛は信仰の,

の義務であることがはっき

のかしらだち、聖職者たち

会一致に導くことは、教会

こうしてみると、再び教

完全な交わりをお望みです

望まれ、すべての人の統一

すべでが一つであることを

みになっています。主こそ

主こそ、この一致をお望

た。

〃きょうキリストとその教

全キリスト教世界から教父

いまこそ私たちは教会が一

調し、次のように述べられ

パウ.ロ六世教皇は、七月
会に対する愛が、私をこの

たちがはじめて集まり出会

花を咲かせるために必要な

です。

,モソやインスタンブルの古 気高い国トルコに巡礼者と

二五宿トルコを訪問、出フ

し■て導いてくれました。そ

った歴史的な地です6

仰の唯一性をみとめるべき

代の教会を巡礼し、アテナ
してここに使徒たちの後継

感動的な、ア総主教との再会

ゴラス総主教と歴史的会見

祝うのである。→年間、わ

ける教会の誕生を想い出し

ックの信仰をいっそう高め

記念の年にあたり、カトリ

聖パウロの殉教一九〇〇年

希望と喜びにさきえられて

にあかしする信徒の苦労は

の生活に生かし、人々の前

うよう呼びかけられました

のべ、心構えを説き、併せ

教会は現代の世界のために

ギーを再発見している。

び考え、その本来のエネル

の麦としてとどまっている

は、心を一つにして、みな

のかげに隠れがちであった

送ります。福音がまだ一粒 来ともすれば、司教や司祭

きんにあいきっと祝福とを

信徒のみなきんは、公会議

ではないかと思います。従

い時代に生を受けて・いるの

するために、すべての相異

みたこと、聞いたことのないお方を、死に至る

てである。.■ージュリアン・グリーン上

まで愛することt,これこ.そ、キリスト教抄すべ

東京と福 岡で

聖ペトロ、・聖パウロ

千九百年・記念式典

・そこで、心か■らお願いし

、としなければならない、.

神の福音を述べ伝え番年

.本教区では今秋ひらかれる予定

東京大司教区では、七月

皇が書簡をもって本年六月

にならって使徒職を希望

、たいことは、二人の使徒

し、一人の信者がそれぞ

唱えられ、第二節で共同祈

二十九日より一カ年間をv

主教はまず教皇の遠路の訪 点とすべての摩擦をのりこ

つづいてアテナゴラス総

きです。私たちは異にして

え努力しましょう。〃

たてとに応えて記念式典を

れ一人を教会にみちびく

フェヅ、カルケドンの四つ
の公会議を思い起します。

周を感謝され、あまりに長

のは、まきにての愛、この 仰再確認の年〃と定められ と述べ「次いで信仰宣言が

信仰であります。

よう努めてほしい。

いるお互いの意見に妨げら

ちの心を固めなさい」(ル

使徒聖ペトロ・聖パウロ殉

教父たちはこの四つの公会

一体となって、バチカン公

教千九百年を記念する〃信

「大類の救いの秘跡」であ

る教会鳳、きらに全人類の 会議の精神とその教えを正 カニ十二章三十二節)ど聖

みなきん、以上のことを

■福岡では、硬徒の祝日の

協力の精神をもかて、そ紅

佐司教は、

園で二千名の信者が集まっ

てなきれた。

ペトロを励まされましたが

真剣に考え、愛と信仰をき

前、六月十一日福岡箋葉学

願と決意宣言が信者によっ

しくつかみ、これを■実践に

これ.は司教たちを励ますこ

共同ミサ。ミサ中、■白柳補

らに深め、広い視野にたち 卿と共に、四十名の司祭の

従来日本の教.会にも、生 司祭、■修道者、信徒のみな

ぞれの場で、前にもまして

よう、せつにお願いいたし

て、この一年間、.私たち

・本教区では、.今秋、記念

が行われた。

聖パウロの大祝日

日本カトリック全司教

ペト・土井辰雄

パウロ山口愛次郎

パウロ.田口芳五郎

ドミニコ深堀仙右衛門

第二回鹿児島教区

力.トリック教師の会

昨年八月に発足した鹿児 柳瀬睦男師,の科学技術、科

島教区カトリック教師の会・ 学哲学の問題についての講

があゆ、三日間は修道者、

座と、同師をかこむ座談会

川内市、鹿児島市三会員に

の第二回総会と研修会が、

児島純心短大四階の教室で

の強ちに会を終えたコ

よる研究報告があり、盛況

きる八月十日から三日間鹿

行われた出席者は修道者を

今回は宿泊を原則として

チ氏病のため八月十八日午

糸永ミサ修女(47),はパン

川内純心高校の前、校長

校長帰天

糸永前川内純心

ふくめて約六〇名、

ルカ』荒井勝三郎 計画きれ、朝の黙想、ミサ

パウロ古屋義之

第一日目は、七田和三郎

ぺ、トロ小林有方 もかねている。

ベネディクト■富沢孝彦 拝聴などおりこまれ黙想会

ヨゼフ里脇浅次郎

里脇司教の人間の起源につ

ラウレンシオ長江恵 師の開会の話につづいで、

〜●ザベリオ田中英吉

フランシスコ

ペ.トロ■白柳,誠一

二日間は上智大学副学長

応答が行われた。'

話があり、,.各々あ■とで質疑

(葬儀・のもよケは次号)

ペトロ平田三郎
いての講演、七田善次師の 前一時帰天、十九日九時か
ペトロ松岡孫四郎
現代世界憲章につ.いての講 ら学校葬が行われた。
使徒ゴハネ伊藤庄治郎

ドミニコ野口由松

式典が行われる予定である

真の精神に目ざめ、現代社

ことができるでしょう。神

さらに全力を尽くして進む

はこのような信仰にもとづ

おられます。この「信仰の

共に、互いに協力して、

は神の賜物を感謝すると

この共同

重大な使命のために祈るこ

る教皇様のため、特にその

終りにあたって、尊敬す

ます。

なぎっているならば、わた

々がいます。真の信仰がみ

層深く求めている多くの人

源である信仰や、心の慰め

した真理を渇望し、恵みの

・たちの近くには、愛に根ぎ

をきしています。わたくし

献身するよう駆り立てる力

望を生み、神と人のために

けたものではなく、愛と希/
聖ペトロ

すあ信仰と笙蓬欠.昭和四+二年六星+九目

に箪つく確固たる信仰で舞鞭熟

るも.のは、キリストの福音

この際、その原動力とな

すんでください迫

会の中で前向.きの姿勢です

て行われ、午後は信徒大会

使徒職の働き■を示されます

ネニ十三世および■現教皇パ

理解を深め、実践において

教皇様のご要請にこたえ

を一つにして、キリストの

した精神があったことは否

命のいぶきの欠けた、固定 きんも、わたくしたちと心
めません。しかし今や教会

使徒職世界大会が開催きれ

ウロ六世は、広く全世界の

いて、層.中心的な役割を演ず 本力ら大会を見守ることに

式典の第一部は土井枢機
移すように今から心がけて

とばでもあります。全国の

挙行した。

の平和と開発のためあらゆ

永遠の救いをめぎし、地上

いただきたいと思います。

っていることをも自覚しま

胤分野で貢献する使命を持
した。ノ

なお、本年十月にはロー
ーマにおいて、全世界から信

ます。この大会では信徒が

くしたちもこれにならって

世界平和の基礎である、正・
愛によって、広く世の人々

と交わり、特に恵まれない

るよう努力しなければなり

の生活、活動に大きな助け ません。(「諸民族の進歩
となるよう願っております 推進について」回章参照)

し、それがみなきんの今後

ちは等しくその成果を期待 人々との話し合いをすすめ

参加しますが、わたくした

本からも代表がこの大会に

ることになっています。日 義と自由と真理にもとづく

しかし長い教会の歴史を顧 践することができるかにつ
いて、研究討議が行なわれ

て信徒使徒職をすすめる共

も惜しみなくつくす。現代

(ヨハネ十二章二十四節)

この日、六月二十九日、い

わたくしは、わたくしたち

わたくしたちは日ごろから

努力してお謬れ渇ことに、

この大会κ参加する代表■ ・司祭がたは、信徒の霊的
くしたちは神と教会、隣人
トロ大聖堂前広場で、この を切実に求め、.且つ必要と カトリックの信仰に生ぎて 積極的に参加し、伺時に現
め数は限ぢ・れており、代表
指導にいっそう心をくばる
と社会への奉仕に向かって
世の光、・地の塩となるよう 代世界と教会との対話に、お
目かち発効きれた典礼憲章 しているのであるコ
以外のかたがたは、遠く日 とともに、公会議に関する
の信仰が、全世界の繁栄、

実施の新し㎞指針に略とづ
一いて、、.ーウロ教皇■は二十四

ことを確信している。

兄弟愛、平和のためになる

生活は昔と比べてきわめて

人の殺欝丘荷嵩の

現在存在す.る戦,争の正当な

いた愛の奉仕を、わたくし

克服と・いうことが、わたK

たちひとりひとりに求めて

言が有お敬信傷毬開

「複雑になりず宗教に対する 果たしうる任務であります 関心■を持ぢ.代表の人々と す汐主キリストは「兄弟た 年」に際し、最も必要なも.

るようになりました。この
なるわ,け.ですが、実際にこ もすぐれた模範となるよう
敬意を だいでおゆます。 使命を現代世界のまっただ の大会に出席しなくとも、 お願い,します。わたくした
現代の社会はめまぐるし なかで全うする《とは、神 受身の形でこれを傍観する ち司教も責任の重きを自覚
く変動しVわたくしたちの より信徒に直接あたえられ のでぽ■なぐ、みなきんひと ・し、→致.してきらに前進す
た天職であり、信徒のみが むひとりがこの大会に深い る.決意を新たにしておりま

幕がつげ毒.れ澄四

しの、また全教会の切実な

盛儀、蒸薫塘さざび、信仰宣

ハ

ゴ

信仰の年開幕
・司教団

話された。

司教共.同教書
第三回信徒使徒職世界大会を間
近に控え、聖ペトロ、聖パウロ
殉教一九〇〇年記念に際して

中で、.人生の真の目標が見

親愛なる全国.の司祭、修 関心は薄れ、種々の混乱の
道者ならびに信徒のみなき

対する深い一致を発見すべ

をきれた。 加工マの教皇の 者たちは教会の信仰を証明
このようにキリストに対 場所です。そして信仰の交 つになるよう働かねばなり
二日午後六時より、同教区
トルコ.■訪周は千二百年ぶり し証言するために出合いま する愛と兄弟的な愛の光を わりは、共同ミサにおいて ません。私たちはできる限
で、カトリッnク教会から正・ し牝.私臆をでニケア、 一回顧するとき、私たちはも 示される愛を完全にするた りの犠牲を払っても、.キリ カテドラル聖マリア大聖堂
において、ききにパウ旦教
教会がはなれてから九百年 コンスタンチノープル、エ っともっと私たちの信仰に めの条件です。
ストが望まれた一致に到達

派遣きれた正教会の代表団 じい………。」

タンチノープル総主教より 問題であることを知ってほ

なお、日本司教団の共同教 会見後、教皇は次のように

ことしは、初代カトリッ

ク教会における二本の偉大
その他、十万人の参列者が
書は次のようである。

「ペトロとパウロは、信仰

になる。

な柱、使徒聖ぺ半ワ、聖パ
あったα
××

ウロがロ■ーマで殉教して千

九百年にあた.るd.聖ペトロ
ミサ中、教皇は次のよう

の意味)である。われこの

の最初の教師であ啓。■かれ

ストから「汝はペトロ(岩 に述べられた。

は、いうまでもな■く主キリ

岩の上にわが教会を建てよ

た苦しみによって、わたく

したちにその最初の拡張と

らの使徒職の労苦と、耐え

パウロは、はじめ初代教会

最初の方式と最初の真正き

皇となった使徒である。■聖
の迫害者であったが、のち
とを与えた。……

う」といわれ、第一代の教

回心して主の御名を当時の

れわれは、この想い、この

徒の代表者が集まり、「人 は、このような状態から脱
世界の果てまでもたらした
それ故に、わたくしたちは
ん、初代使徒団のかしら、
失われがちです。その中に
類の旅路における神の民」
して新しい躍進の一歩を踏
異邦人の教師といわる偉大 両使徒の言葉と血の中にお■ 聖ペトロと、宣教の大使徒
あって、福音の精神を各自
な使徒である。使徒.ペトロ
を主題として、第三回信徒 み出しました。前教皇ヨハ
の後継者であるパウロ六世
教皇は、公会議後二年目に

の一年間を信仰の年と決定
され、日本司教団は、信徒

みますと、わたくしたちは

.同教書を発表した。

世界は偉大な豊かにみちて

を機として、教会の宣教に

××

いるが、なお信仰の知らせ

.日本において、みなさんが

に対し、信仰の年の意義を は自己の存在する理由を再 わたくしたち日本の全司教 むしろ)あわせな、意義深

公会議後の、■この年、教会 との記念すべき年に際し、

本年は、信仰の年である。

カ あたることし、商使徒の祝 計画(祝うこと)で、霊魂 るため、教皇様は、この一 いるとはいえ、,なみたいて 第二バチカン公会議の教え 兄弟たちと接して心の触れ
日である六月二十九日から を一杯にしよう。
をどのようにして体得、実 合いを持たれました。わた,
.年を「信仰の年」として祝 いのものではありません。

ト
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また、この式典にはコンス

、

ヤ

ローマでは、、バチカン聖ペ
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三六保育園...一

て布教がはじまり、は℃め

タフさん宅を仮布教所とし

リスマスかち同地区の上田

上ったものである。

うということになって出来

かし鐘遺信者の手でつくろ

の上には、鐘がほしい。し

司祭不在

養護施設三

母間教会のミサにあづかっ

学校
1短期大学一
老人ホームー

活の器になり、また信仰

.「戦争の武器が」日常生

生活の道具になったこと

レジオ・マリエ二一

ていたが、六四年聖ニコラ

祝別は谷山からミタマや

何よりもよろこばしいの

億非常に有意義である。

3中学三

1

1

116324

(鐘、と、鐘をかこむ

信者たち)

レデンプトー

、前加世田教会の■

ペト揖神父

三月に逝去

・シャルボノ神父は、さる

戦前本教区で布教しでい
たカナダギフラ図シスコ修
道会のペドロ・バプチスタ

三月十四日群馬県の佐野丸

トリック教会で、うっ血性

不全気管支喘息のため六十

師は昭和三年カナダから

六才で逝去した。

霧島鹿大病院に入院。

七月末、脳盗血のため

所)で二年間日本語の勉強
をし、昭和十二年ご胤まで

(現在のラサール高校の場・

来日、・直ちに谷山の修道院

病気は軽度のものであ

加世田教会の主任をしてい■

マイエル神父

ル会司祭消息

3

仁部仁瀬名島

「⊥‑吋⊥‑

名場渡郷口勝木

、屋

山

間

屋手佐喜赤喜

平花木界

秋安嘉竜戸大赤

■区

計

まれている。

・子、戸福田敏子さんたちが含

■さんき鹿児島純心の山頭郁

子、中村百合子、浦田孝子■

じく松永リツ子、尾下サ罫,一

んがおり、初誓願者には同・

の田代幸子、中村フサ子♪
松崎ヒロ子、尾上ミエ子き、・

トク江さんほか川内純心会、

教会出身の斉野佳代子、朝

る。着衣者の中には、鴨池

が初誓願、十六名が着衣す

司式の下に、十六名0修女ρ

聖母会聖堂で、山口大司教

八月二十八日」長崎純心

着衣と誓願

純心修道会の

間であった。

家の写真をかざづていた。
日本で布教するこど四十年・

を非常に愛して、天皇ご一

に思いやり深く、また日本

師は貧しい者㍉困った人々

た。

つくり沢山の信者をつくっ

和二十八年佐野市に聖堂を

‑群馬県前橋教会をえて、昭

その後、埼玉県川越教会、

最後までとどまった。

が鹿児島をひきあげる時、

た。戦争が近ぐなって同会.

るが、現在安静中。

ハヌズ神父

大口教会のハヌス神父

は、七月はじめ休暇の

ため帰独。

ヤロシユ神父

東京レデンプール神学

校から五月かえり、現

在大口教会。
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7』日国
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産名

瀬瀬
名名知

口内

国池宿山

徳之島地区

和岡亀

垂鹿

薩摩地匿

大川

照鴨指谷

大隅地区

244957380573065998357316269484761
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華雛麗黙黙灘.

ミタマや師は、その際、次

は、信者の皆さんの神様

徳之島下久志に■

教会の鐘
をつくり、その上に材料を

、信者の手でつくる
徳之島下久志(主任ハン

ながしこむ。約二十回にわ

のように説教した。

地区長が来島して行った。

一(一)

マー神父、信者数百名)で

たる失敗のすえ、やっと完

が信者が多くなったため最

オ教会が落成した。ところ

また鹿児島市に聖パウ・ロ会 修道者・一五五

小教区における転入者の総 なお本年度特によろこばし
フランシスココ.ンヴェン

病院一

ーヴィンセンシオ会二

男子五(九)

いのは三名の邦人教区司祭
ツアル会二(一)

成した。

いとか、ジュラル
ミンの食器、バケ

ツなどの廃品、母

近教会が増築きれたが、そ

4幼稚園二一

コンヴエンツァルAパ
2高校四

師

ザベリオ会(七)

園は宮之城町に新園舎がで 神学主

四二年度の教勢
このたび発表きれた六月

.三十日現在四二年度の本教 き、大島の知名瀬に保育園
信者数は八七二一名。昨年

のカトリック書店が発足。

教轟難.価

より一二九名減少。

女子一四〇(一四)

区教勢を別表で示す。‑ が、共に発足した。

理由は色々あろうが、別表

いに一千名をこした。

名瀬聖心教会の信者数はつ

計』九]名に対して、同じ

が誕生したこと。

レデンプ上ール会

に記載してないぶんで、各

く転出者が四九五名あるこ

五月立派な鐘ができ上り、

は、信者の手によってさる

・下久志は母間から約五キ

ラサール会二(七)

ロ・き徳之島に布教がはじま

また、昨年八月本教区カト

の時間を知らせている。

朝な夕な、ミサと要理勉強

ってからしばらくして、約

とから、約三百名が他教区

これは、.同地区の信者の団

善き牧者会三(五)

幼きイエズス会二一

結心と信仰の力で出来たも 六年前(一九六〇年)のク

カノサ会四(四)

聖心愛子会二五

カリタス会二八

ク」ストロアA戸六(二)
ミッションスワエスタン

中の飛行機の残が

ので、材料は戦時

リック教職員の会が発足し
ている。

内訳は次のとおり
(カッコ内は外人

カッコ外は邦人)
×十×

鹿児島司教区総人口
一、八三三二五三

間の教会の鐘を見

(三)

八、七二山. 伝道士.四

本にさ粘土で原型

求道者、五〇三

伝道婦㌧六

カトリック信者総数

純心聖母会、五〇

.いに仕事など.の都合で出て
る。これは主に青年層に多

い。転出転入を連絡してな

い理由もある。因みに昨年・
度の信者数の増加は二九二

名、(洗礼数は大人幼児昨
年度五二九名、本年度三九
〇名)であることから、や

や伸びなやみを示している

この一年間に教会の新建築

教会司祭在任.二六

藝一丙u巽垂調騒一望一詐國"聾琵彗H"舅目轟醐H舅一基一u即製韮一謳肝u 一一一一一蕪

1

63
62
100
69
56
98

司教■『一

一調一問≡闘"善悶

し

士丁■■

I

76
70
80
66
59
・92
75
258
47
43
123
106

は川内教会が近代的な聖堂

置欝

勢

度教
1

年区72
洗

23
233
40
207
297

が落成。鹿児島鴨池教会が
二階建鉄筋コンクリートづ

くりで近く落成する。幼稚

の竹山昭師の司祭叙階式が

》隻、咤ぞ・穐'ききき憂きき

行われた。当日は暑きもに
めげず二十名ほどの教区並

びに修道会の司祭団が内陣
を埋め、修道女、信徒多数
で聖堂はほぼいっぱいにな

った。新司祭の親族はじめ
参列者は七田善師の解説に

4数

2教8

和司

昭島者
児信

105

43
244
19
303
320

地区
鹿児島

8,721

8,850

496

教区のよろこび
今年三人目の新司祭

市ザビエル教会で、 里脇司

ザビエル教会で叙階式■
去る七月九日(日)へ午

前十時三十分より、鹿児島 教様司式のもどに、 本教区

耳を傾けながら、新司祭の

誕生を神に感謝しつつ熱心
に見守っていたが、成相美
の教区司祭の叙階式だけに

島両師についで今年三人名

一同深い喜びを味わってい
た。

尚、竹山師な九月から再
び東京の大神学校に戻り、
続けられる。

来春三月の卒業まで勉強を

.竹山師は長峰県の出身、
る。

令兄も長崎教区の司祭であ

103
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信者総数
教

会

鹿

羅

(2)

(火曜日)
昭和42年8月15日

カ'トリック鹿児島教区報
(月刊)
45号

τ7一
「一一

一一
一一一

』一

(火曜日)

昭和42年8月15日

カ

ト

リ

ヅク鹿児島教区'報
(月刊)
(3)

第45号

r̀'岬

かくして教会は、特にこての教会の儀式なのであ新しい民である。そこにお者の一致を意味し、且つ効に密接な関係がφり、両者ゐ民である。・喝司祭両親はややがて救

ちかっこ亡にまって新ぢし一聖なる宴会、そこにおを行い、キリストを御父故なら、他の秘蹟は、教会教会といわれるものにおいそれゆえ私たちが、もし神度をとる人びとは何とおろ研究ということです。このせん。それによってたしか最後まで保たれ、力強く積

い被造物にかえた。.けだし彼(御子)…ぽ、彼の霊(聖いて神の民は主の御体と・御血の拝領により復活のにききげ、同時に自分自身をキリストとい.っしょのあらゆる聖職、使徒職なもひとしく、聖体に結びつてまことに存在している。これらは各々の暫方においの真理の啓示に耳を傾けなければ、けっして神の救霊かなことでしょう。しかし残念ねこ窒に多くの人たち義務は信ずべき真理について、まt信ずるために、私に大きなよろこびをもてることでしょう。主観的な信極的にみなきんの心をとらえ、よろこばしいものであ
霊)をおくることによって[あちゆる国々かち集めた兄いけにえの恩恵に与り ■■神がキリストの血により‑に全面的にききげるので一あ■る。■!けられ、これに向うのであ■る沿て聖霊と、すべての充満の■のご計画に出会うことはで■すちに神によってよぼれた・きないでしょうヂ信仰は神・は■、この問題を非常に軽々.しく黛気まぐ・れに取扱いハーたちに■要求ぶれている霊・的い倫理的n心理的(・・道徳仰も生命であり、それ自体「、発展があり、一歴史があるご■るように、,私の教皇祝福を‑送かながらh勧めますゆi

けるでしょう。それにして 表現の中にはいくらか真実
も、なぜ「峠の神父」と自 もふくまれているのです。

に、この手紙を私の心から

です「峠の神父」っでどん とを十分に納得していただ もその気がしますが、・この・ たかを示すでしょうしへ更
な人でしょう。もしかする
と、サンタクロースのおじ

として、とにかく、この手

ると思います。それはそれ

の手紙の性質を強めてくれ

の自己弁護というより、こ

きんみたいな人とお思にな 分を呼んでいるのか知・りた雪 次に、私は自分の宣教活動
るかも知れませんが、そう いでしょう。私は、使徒職 についていくつかの出来事
ではありません。今生きて と信者に対する聖役の必要 を述べますが、これは、私

いる人間ですdそれどてろ 上、いつも山地を奔走しな
か、皆様も御存知の人物な ければなりません。このこ
のです。私達の会が発行し とが、私に「峠・の神父「と
ている布教雑誌をお読みで
したら、この人物と知り合

の家はすべて全力をつくし

「ダヴイドとイスラエル

歌

エ.ミリエン師の手紙

峠の.神父
エミリエン神父様は、かって大島で活躍きれた、
フランシスコ会の宣教師です。一九二八年カナダ

から来日きれ、,谷山の修道院(現在ラサール会修
院)で日本語習得の後、暫く長崎浦上で布教きれ

大島にぽ一九三一年おいでになっています。それ
まで(最後の船で大島をひきあげておられる)、
いになっているはずです。

聖

・のプ

者ラ
信■

一つの形色か

二つの形色で
第■二一世紀まではラテン

東方両教会とも信者はパン
とぶどう酒の両形色で聖体

.拝領をしていました。それ

のカリスから飲むのは不快

である。伝染病の時期には.

菌を弘つされる危険がある
などであります。

一二六五年頃には、ほと
んどどこでも一つの形色に
ふみ切っており、聖トマス

㌔アクイナスも「非常に多
くの教会で聖体拝領のとき
て、御血は与えられない習

キリストの御体が与えられ

けていました。

って、.それにオスチアをう

敬をし、清潔なきちんとし

ぐ〉、

れうるいくつかの例外を挙

婦人はヴェールか帽子、

た服装をまとうべきです。

キリストの様にもあずか

かを決めるのも司教である

で高めることになります。

して下きい。

なる深い感謝のしるしとも.

隊

て誦し、行い、うたうこと

グレゴリオ聖歌がもっとも

九)聖歌隊は典礼に積極的 よぐカトリック教会の典礼

会の定めた規範にしたがっ ばならない。(典礼憲章二

が、、とりもなおきず積極 に参加し、他の信心業にお 精神に合致した音楽であり
的参加なのである。'また「 けるように、完徳を目ぎす カトリック教会の家宝とも
教会音楽は一致協調を促進 ものといえる。そこに普通 いうべきものである。」と
一般のコーラスとの本質的 のべられ、、全信者がこれに

な喜びもあるのである。カ

なちがいがあり、また大き

わたしは現在ザビ土ル聖歌■

したしむようのぞまれた。

しまた聖なる儀式をより荘

ことにより、典礼行為と固

厳なものとして豊かにする

桃.園淳一郎t

隊に属しており、毎土曜日

の練習をなによりもたのし

トリックの聖歌隊は古来カ

よ聖居るものとな惹」(典 トリックの宝とす,るグレゴ

と霊のうたをとなえあなた
く結ばれるに従っ、ていよい

たちの心を挙げて主にむか

しい。その美しい数々の聖

聖歌は表現できないほど美

の行為で、口ばかりでなく て、聖歌隊は「典礼的奉仕
になりました。
毎土曜日、午後七時から八
歌をじぶんのものとしてう 時半まで、聖歌の練習をし
この短い祈りはすでに第 心とふかい確信から出るも を行うもの」(典礼憲章二
、たえる聖歌隊はなんとすば ています。司教きまも、聖
と退くときに定められた表 ・四世紀に用いられていた騰 のであり、イエズスを拝領 九)である。それで聖歌隊

聖体はひぎまずいて拝領
更を加えていません力二 うけ、婦人であればその両
つの形色で聖体拝領がなき 手を小さなヴ.エールでおお. し、拝領台に近ずいたとき

げています。

オスチアを落とすことのな

.第八一九世紀頃に勘って

いために口の申に直接に入 またはなにかかぶり物をつ

典礼憲章第五五条にもと
昭和四十年三月七日に、司

れるようになりました。こ

づいて、典礼実施委員会は

教の許可によって両形色で

れが現在のやり方です。
をかるく出して下唇の上に

上手に拝領するには、舌

れています。外国の多くの

って聖体拝領するのを許さ

ある二二二の教区では立

けます。.・

の聖体拝領が許される十一

そ砂主なも0は、荘厳ミ

の場合を決定した。

のせ、その舌の上にオスチ ミサ典礼指針はひぎまずい
サに仕える助祭、副助祭、
、慣がある」と述べています
アをうけ、唾液と舌でやわ て拝領するよう規定してい
東方典礼の諸教会では変 叙階きれる聖職者、修道誓
らかぐします。オスチアが る。司牧指針によるど聖体
更はなきれず、今日でも二 願式ミサの立誓者、共同執
つの形色で聖体拝領がされ 行ミサに与かる平修士、洗

の新婚者、銀、金婚式ミサ

受堅者(成人)、婚姻ミサ

ています。しかし上にあげ. 礼、堅信式ミサでの受洗、
コプト・エチオピア、ビザ

たような危険をさけるため

用しています。シリア教会

んことを。アーメン」とい

ることは、兄弟的一致のふ

う長い祈をとなえる代りに

では司祭が聖なるパンの端

みます。全く溶けてしまっ

ただ「コルプ久・キリスチ

を御血に浸してから、信者

ていたら本当の聖体拝領に

」■(キリストの御体である

この公会議では、一つの

いっています。

ジオで、かれは次のように

に、けいけんの態度と熱烈

まさに信者ははっきり〃

意識的な行為であります。

償いの規定に関しての変更

の精神も入念に教えられね 発布の有名な回勅のなかで

たいかただけでなく、典礼

いる。

るってご参加くだきい。

おきてを守らねばならない

九才までの信者は、大斎の

アーメン〃と答えることに
前記第2項の小斎と、第3
ています。
選ぶことができる。。例え
(前文略)
よって、聖体への同意と積
項の償いのおきては十四才
この言葉の意味を一番よ
この権限にまって、日本の ば節慾として、肉食、高価
極的な参与を表明するので
以上の信者にとって義務で
く説明しているのはミチノ
司教協議会は日本におサる で美味な食物、アルコール
ある。
す。これこそイエズスとの
新しい償いの規定を次のよ 飲料煙草などを節制し、映
の司教であった聖アンブロ
(使憲皿・オ)
一致への自発的な、十分に
うに決定しこれを発表して 画やテレビの,観賞などを抑
制する。また骨の折れる仕 6、上記の年令に該当する

もそうであったことを記し

と述べており、初代教会法 な信心をもってあらわきれ
令集の八の一三はシナァで るべきです。,

フ歩力地方でそうであった

らしいことだろう。
歌隊の人員が増すことをお
ので、聖アラグスチノはア するときと、席にもどる間 のメンバーには、たんにう
聖ピオ十世は一九〇三年 のぞみです。どなたでもふ

、、

が宣言するものを、心が確

信ずるように)「秘跡論第 にあげられてい胤)と同じ
四章、ネメシギ訳)
信仰と愛をもって、〃アー
従ってこの〃アーメシ〃は

ってこれを果たさねばなら

祭目と重なった場合には信 をよく説明してその精神を
者は前項の償いの義務をそ 現解きせねばならない一ま
の当日あるいはその週間内 た特にキリストのからだに.

の適当な日に変えて果たす 属する信者各自の自主性に
メン〃と答えるようにいた .ない。
信頼がおかれている点に注
そのために信者は各自に適 ことができる。
当と思われる償いのわざを. 5、満二十才tから満五十 意を促さねばならない。さ
聖体的パンのうちに現存し しましょう。
給うイエズスに対する信仰

愛徳、■信心のわざなどによ

四三九年二一月三一日臨 1、償いの務めを果たすべ 事や病気、苦しみなどを神 信者はこのおきてを守らな
、大きい場合には、歯を使用 拝領者は順番を待つために
「きてあな耽がキリスヴ 終の床にあった聖メラニァ
ければならない。もしも、
してもさしつかえない。た 行列をつくるのが好ましい
き日は、守るべき祝日を除 に献げる。愛徳のわぎとし
の体をうけるということを
このきおてを無視したり軽
がまきにそうで、かの女は
とえば・聖櫃にオスチアを
アーメンと
く年間の毎金曜日と灰の水 ては精神的肉体的な種々の
心から認めながら〃アーメ
んじたりしてA十分な理由
そのと巻司教の手から最後
残さない.だめ残りの相当数
奉仕、貧しい人々、福祉事
曜日である(使憲H.2)
答えること・
ン〃というのは、理由のな の聖体拝領をしましたが、
のオスチアを司祭が拝領し
がないにもかかわらず、相
2「大斎と小斎を守るべき 業、教会や使徒的事業など
昭和三九年四月二■五日以 いことではない。あなたが
てしまわねばならないよう
苦悶のなかにあって残った 日は、灰の水曜日とキリス のために,献金をする。信心 当の期間にわたってこれを,
な場合です。要するに聖体 、降、各人が舌にオスチアを おん体を求めるとき、司祭 力をしぼって〃アーメン〃
守ろうど努めないときには
トの御受難御死去の日、す のわぎとしては祈り、信心
の秘跡は、.・天使のパンを食 うける前に司祭は「われら はあなたに〃キリストの体 と答え、教会との一致の記
業、聖書の静読、特に家族 重大な違反となる。
なわち聖金曜日である。
..の主イエズス・キリストの
する聖なる食事です。
7、すべての主任司祭、え
〃という、それにみなだは
そろっての信心業などを果
しに、司教の指輪に接吻い
,3、その他の金曜日には小
、オスチアはすっかり溶け 御体があなたの霊魂を、永・ 〃アーメン〃すなわち、そ
た司牧にあたるすべての司
たす。
たし■ました。
一斎の義務はなくなったが、
てしまわないうちにのみ込 遠の生命のために守り給わ の通りです、と答える。舌
私たちもこのローマの貴 しかし償いの義務は守られ 4、守るべき償いの日が国 祭は信者たちに上記の規定
婦人(その夫も同じく聖人 ねばならないので、節慾、
なりませんから、溶けるま

)とだけとなえ、信者は「

けにえへの参与を頂点にま

で待つのは絶対にいけませ

アーメン」と答えて口をひ

かい意味をもち、聖なるい
ます。

第二バチカン

聖体拝領の作法

ん。なぜならパンの形色が

らき、。聖体を拝領すること

の口に入れるようにしてい

は最後の晩さんでの使徒た
ンチンの諸典礼では、カリ の夫妻などである。
ちの聖体拝領に近似してい
御血の拝領の仕方は四つ
スから拝領者の口に御血を
ます。しかし第一二世紀中
うつすのに小さなさじを使 あるが、そのいずれをとる

頃から第二二世紀の初期に

かけて、ラテン教会では数
のイーヴやオランダの聖ト

名の司教たちがシャルトル

ロンドの修道院、長ルドルフ

らの例にならって、信者に
,は貴き御血をきずけないこ

第九世紀までは信者たち

てしまうからです。

胸を通過する前になくなっ

その理由としては、御血

公会議の決定

は、右手を上にして両手を

テン教会の一般規則に、変 重ね、それに聖なるパンを

に典礼の大衆化運動にあっ

いう名称を与えてしまった
て、歌とチタラ、竪琴と小 ってうたい、そして賛美せ
リアンを合目までつたえて みにしている。公会議にお
・礼憲章一二一)としるして
.のです。神父様の申には次 紙の目的は、未信者の改心 太鼓、三弦琴とシンパ・ルを よ。」.(エフエゾ書5の18
いる。全会衆によるうたあ 来た。音楽史的に見ても聖 ける典礼憲章や教会憲章を,
のようにいか人もいます。 という聖業に貴重な援助を もって、主のみまえで祝っ 〜19)と使徒聖パウロは教
るいは聖歌隊によるうたは 歌隊は重要な役割を果して よく理解し実行すξために
「神々様のところに石こう おしまれない。すべての人 た。.」(サムエル書下6の えている。
も、聖歌をよひよく学び、
、来たと言える。わたしども
典礼への参加の.ために大い
わたしどもは教会の美し
と思えば、お家よりも、峠 々に、関心を持っていただ
充実した立派な聖歌隊にそ
5)とあるように、昔から
はそのことを誇りとして、
に役立ち、荘厳きをまし、
く.ためです。この公開の手 人びとは、神への祈りをご いうたにより、教会の典礼
の方がより確実に会える。
会衆の感覚をとらえ、その 充実した聖歌隊であるよう だ・ててゆきたいと思う。
紙は、私がその寛大な心し
に積極的に参加することが
」と℃
く自然に、音楽であらわし
聖歌練習のお知らせ
精神を典礼の雰囲気にひき 努力したい。そのことは司
か知らない使徒的.魂の人の た。どの音楽史を見ても、
できるのである。典礼憲章
.なぜこのような手紙を
「聖歌隊は、とくに司教
入れるので■ある。すなわち 教きまのご要請でもあり、
ところにもとどくよう希望 じぶんの感情を声に出して のなかにも、典礼への参加
書くか
「音楽は典礼の一部であり またパパきまのご要求でも 座教会において、不断に、
「公開の手紙」というの します。この手紙は、こう 歌ったのが、音楽のはじま は充実した、意識的な、積 目だ.たない奉仕者」.(聖ピ ある。典礼季節にしたがっ 進歩向上きせなければなら
極的なものでなくてはなら
ない。」(典礼憲章一一四
は少しおおげさだどお思い いう人々の寛大な施しがど りであるとしている。
オ十世)なのである。とく ておりなされる教会の典礼
)この公会議の教えにした
「詩のうたと賛美のうた ないとしている。信者が教
がって、ザビエル教会では

になるかも知れません。私 れ程すばちしい善行であっ

ヤ

から一九三四葺迄害のため離島を余儀なくされる

苦難の時代を勇敢に官薮なきいました。ここに祠
と申しますのは、彼は、こ■

です。その中のいくつかを

長文の手紙を書いてい養の

わち私を御存知だというこ

すと、皆さんが「彼」すな

ませんか。ここまで申しま

お読みになったことはあり、

して布教した体験について

三二年五月三日一瀬留1となっています。尚エミ

ーリエン神父様は、大島を去ってから、主に川越で
布教され、一昨年九月帰天きれました。(訳者、
小平卓保)、御両親友人恩人各位

と思います。この書簡は「両親、友人、恩人への
第二の公開中の手紙」となっていて、日付は一九

の中に竜郷村の山地を奔走

師の公開書簡を訳出し、わたくしたちの信仰の恩
師の苦労をしのび、感謝のきもちをあらわしたい

脇
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今皆様に一束の手紙をお』送りするのは「峠の神父」

(

(1)

形色での聖体拝領というラ

、

ラント

をこぼす危険がある。特に

とに決定しました。

ノ

聖体拝領

子供の場合、みん.なと尉一

＼

コ

カ

灘騨嚢織1無纂濠輩
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(火曜'日)
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