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イエス様の復活 

 

戸塚教会担当司祭 田丸 篤 

ヨハネ福音の中にマグダラのマリアが墓に行った

様子が描かれています。マグダラのマリアはどのよう

な気持ちで墓に行ったのでしょうか。自分が心からつ

いていきたいと思ったイエス様が十字架に架けられ

て亡くなられてしまった。今までイエス様ほど自分の

ことをわかってくださった方はいなかった。自分は今

まで罪の生活からはい上がれなかった。自分の力だけ

ではそこから抜け出せなかった。周りの人は、後ろ指

は指しても、自分の苦しみ、悲しみに理解を示してく

れる人はいなかった。そのような中で、イエス様だけ

だった。自分のことを裁かず、そのまま受けとめてく

ださったのは。そして愛してくださった。私は思った、

この方について行こう。それなのに、社会で権力をも

つ指導者たちはイエス様を十字架につけて殺してし

まった。やっと出会えた、そしてもうこれからは離れ

ないようにしよう、ずっと側でお仕えしていこう、そ

う思っていたのに、イエス様は十字架上で亡くなられ

てしまった。そのときのマグダラのマリアの気持ちは

どうだったでしょうか。マグダラのマリアに唯一残さ

れた道は、そのイエス様の亡き骸をひきとって、手厚

く葬り直し、そしてこれからはイエス様との思い出だ

けを支えにして生きていこう、そう思って朝一番に、

まだ暗いうちに墓に行ったのです。しかし、その亡き

骸は墓の中にはありませんでした。誰かに取り去られ

てしまった。そしてどこに置かれているかわからない。

マグダラのマリアは弟子のところへ行って告げます。

「主が墓から取り去られました。どこに置かれている

のか、わたしたちには分かりません」。イエス様の亡

き骸まで、取り去られてしまったと思ったマグダラの

マリア。その悲しみの中に復活されたイエス様が現れ

ます。もう会うことができないと思っていた方が復活

された姿で自分たちの前にお立ちになります。イエス

様の復活は、イエス様が成し遂げられたさまざまな苦

しみの業、それが決して希望のない苦しみのままに終

わるのではなく、その苦しみの業は必ず栄光の業へと

つながっていくということを表します。苦しみが苦し

みだけで終わらない、死ですべてが無に帰せられるの

ではない。苦しみを通り越してそこに輝く栄光がある

こと。イエス様の復活はそれを完全な形で示してくだ

さった出来事です。神様が私たちにお伝えになられた

いことは、その真の喜びに心を向けて、この世的なも

のではなく、上にあるものを求めなさいということで

す。今私たちに大切なことは、復活されたイエス様と

出会って自分が変えられていくことです。イエス様が

十字架の死をその身に受け、そして復活されたことに

よって教えてくださったこと。私たちも苦しみの中に

あっても投げ出さず自分と

して精一杯歩んでいく。一人

ひとりが復活体験をしてい

く、それが大事なことだと思

います。 
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★★信徒の声★★ 

 

天国への地図 

 

T M  

私は母によって、幼児洗礼を受けました。 

祈りは特別なものではなく、あいさつと同じ程度の

感覚で何も考えず大きくなりました。 

 ある日、学校給食の前に祈っている私に気づいた

同級生がはやし立てました。 

 その日から私は自発的隠れキリスタンになりまし

た。 

 高校生の時「どうして幼児洗礼なの？洗礼は自分

の意志で受けたかった。」と、母につめよりました。

母は、「親の務めだから。信仰をすてるのは本人の意

志だから。」と一言いいました。 

 それから私は、何となくカトリック信者を続けて

います。でも、母のおかげで、天国に至る地図を手

に入れたようです。 

 それでも、長い人生の中で自分から神様との縁を

切ったことがあります。かってに自分でそう思って

いただけのことですが。数年間教会に背を向け、絶

対祈らないと決めました。 

 でも、つらくて、悲しくてどうしようもなくなっ

た時、私の心を救ってくれたのは祈りであり、神様

との対話でした。 

 それでも、かってに神様との縁を切った私は、ご

聖体は受けられないと頑なに思いこんでいました。

そんな私がゆるしの秘跡を受けた日、神父様がおっ

しゃいました。「今ならご聖体をいただけるのではな

いですか。」神父様は、ミサ中、絶対聖体拝領の列に

並ばない私に気づいてい

てくださっていたので

す。告解部室からそのま

ま、私は何年かぶりでご

聖体をいただきました。

あの涙ながらにいただい

たご聖体の感動は忘れら

れません。 

  

あの日から頑なだった私は、なんちゃって信者に

なり、自発的隠れキリスタンをやめました。どんな

私でも、何があっても神様は受け入れてくださるこ

とが理解できたからです。そして、今も試練に直面

した時、あの天国に至る地図が私の道を光で照らし

てくれます。 

 私も親の務めとして、子どもたちは幼児洗礼を受

け、小学生になると毎週休まず教会学校に送って行

きました。子どもたちが、天国に至る地図をもって

いることを学習するために。 

 でも、今は教会から離れている子もいます。それ

でも、試練に直面した時に、心の奥底にしまいこん

でいる天国に至る地図を思い出し、その地図を頼り

に生きていってくれると信じ見守っています。
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「受け入れること」 

 

第 5 地区戸塚教会信徒・サポートチームメンバー S H

この稿を悩ん

でいる今、福島

県に単身赴任と 

なって 2 年半が

経っています。

浜通り（福島県

の太平洋沿いの地域です）の双葉郡にある２年半前の

居所は、まだ帰還困難区域で四輪車でしか移動できな

い地域でした。今では散歩もできる環境となり、町役

場や住宅、商業施設なども立ち並ぶようになっていま

す。 

当時は公共交通機関がないため、生活するために自

動車を購入しました。高い買い物でしたが、それでよ

うやく日曜日にミサに行くことができるようになり

ました。当初は、50 ㎞南のいわき教会に通いました

が、それより近い、40 ㎞北の原町教会に通うようにな

りました。この教会は、復興支援・カリタス南相馬と

同じ場所にあります。 

いわき教会に通っている間に、勿来（なこそ）教会

が閉堂になりました。勿来の信者さんたちは、ミサに

与りに 遠く いわきまでこなければならなくなりま

した。 

原町の教会も、コロナ禍対策のため人数を少なくし

ています（そのためにミサを 2 回に！）。ミサの参列

者は 15 人程度で、平均年齢もぐっと高めです。 

このような状況における共同宣教司牧とは何なの

か・何をすればよいのか・何ができるのか、そんなこ

とを考えたりしました。 

原町教会は 100 歳になります。10 年前の大地震の

影響がまだ残っており、今年天井や壁などを修理しま

した。少ない信徒でその費用を捻出するのは大変です。 

写真は２月の主日のミサです（司式：幸田司教様）。

規模がお分かりになると思います。共同宣教司牧とい

うより共同経営で教会を維持させていくことに迫ら

れているのかもしれません。でも、つらい・暗い感じ

は受けません。 

皆さん顔見知りで、関わりをとても大切にしている

印象を受けています。最初に教会に行ったとき、ミサ

が始まる前に先唱の方（教会委員長だと後で知りまし

た）が、「きょうは新しい方がお見えですから自己紹介

して頂きましょう」と言われ、自分を見ているので慌

てて挨拶しましたが、迎え入れて頂いた実感が大きく

湧きました。その日は、カリタスでお昼にも誘って頂

きました。 

原町の皆さん、とても丁寧な方、明るい方です。話

しかけられると「受け入れられてる」って感じます。

これは、同じカトリックの信者同士だからかもしれま

せんが、教会に初めて来られた方・未洗者の方も同じ

ように感じるのだろうと思います。自ら外へ行けなく

ても、これも“宣教”なのだと思いました。 

厳しい状況もありのままに受け入れ、やれることを

やる、できることをする、そうして教会を守る。教会

は建物ですが、ご聖体がいつもいる、信徒の使命・宣

教の源です。原町教会の人たちはそうして共同宣教司

牧を実践しているのではないか、もしかしたら その

ようにしかできないのかもしれません。が、そこに共

同宣教司牧のヒントがあるのかもしれない。そんなふ

うに思っています。 

まず、受け入れること、なんだなと。 

 

（共同宣教司牧ニュース 2021 年 6 月発行より転載） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原町教会外観 

福島県 

南相馬市 
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1. 「ボランティア活動のあゆみを」わかち合う会 

3 月 27 日 ミサ後大聖堂で戸塚教会信徒による福祉活動の歴史とあゆみを「わかち合う会」が開催され

ました。田丸神父様 M 委員長出席のもと O.S さんの説明をもとに 感想・気づき・質疑などの意見

交換が行われました。当日は福祉部以外に２７名と多数のご参加をいただきました。 参加者ご自身の

意見をメモに記入して提出していただきました。このご意見をもとに今後の福祉活動をどのように進め

ていくかをまとめて５月末を目標に掲示板等で皆様にお知らせする予定です。  

 

2. 「風のバード」作成「さをり織」第二回製品販売会  

４月 23 日（土）、24 日（日）ミサ前後を予定しています。新しいアイテムも販売準備すると思われます。

是非ご覧ください。また当日販売に協力していただける方を募集します。福祉部員にお知らせください。 

 

3. 「ミシン掛けボランティア」募集 

寿町の障害者支援施設「風のバード」は、障害を持つ利用者が織る「さをり織」を使ったポーチやブック

カバーといった品物を教会のバザー等で販売しています。ミシンで反物を販売用品物に仕立てる作業は、

ボランティアが担っています。「風のバード」の施設で利用者と一緒に作業をしていただくのが望ましい

のですが、反物を持ち帰って自宅での作業も可能です。このボランティア活動に関心のある方は、下記の

福祉部員に連絡ください。お待ちしています。 

A.C：  

Ｓ.J：  

 

4. 福祉部掲示板使用規則及び利用申請書 

掲示板下に準備しました。ご利用の方は自由にお持

ち帰りください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福祉部からのお知らせ 

定期的に掲示内容を更新して

います。時々掲示板をご覧くだ

さい。 
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5．毛糸の寄付のお願い 及び 毛糸帽子編み方教室のご案内 

  ◎横浜教区ステラマリスの「毛糸の帽子プロジェクト」を今年もカリタス石巻ベースと協力して実施します。

４月２４日（日）迄エレベーター横に箱を設置していますので信徒の皆様に毛糸の寄付をお願いします。

地球にやさしい帽子を外国の船員さんにプレゼント出来るよう、できるだけウールの毛糸が望ましいです。

セーターの毛糸をほぐした糸でも歓迎です。 

 

◎ステラマリスで行っている「船員さんへの毛糸の帽子編み方教室」第二回を下記の日程で行います。 

日時 5 月 19 日(木)13：00〜15：00 

場所 2 階会議室 

編み物経験のある方も、ない方もお待ちしています。毛糸などは福祉部で準備し

ます。 

他に必要な道具などは後日プリントなどでお知らせします。今後の活動を続ける

ために戸塚教会の皆様のご協力が必要です。是非お友達をお誘いの上、お気軽に

ご参加お願いします。 

                                  担当 K、A 

 

６．ウクライナ 人道支援募金 カリタスジャパンへ送金 

  ３月１９，２０、２６、２７日（英語ミサ後を含む） 戸塚教会で募金した金

額は合計３３９，３７３円でした。全額をカリタスジャパンへ送金しました。 

皆様の温かいご支援 ありがとうございました。 

 

福祉部委員 M J、 担当 K K 
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教会委員会からのお知らせ  

 

  

 

 

毎月の教会委員会・議事内容について 

＜4 月度定例教会委員会（4/10）＞ 

【協議事項】 

・マリア像の設置について(管財部)  

・5 月の主日ミサ日程表の作成について（典礼部） 

・広報委員交代までの引継ぎについて（広報部）  

【報告事項】 

【財務部】 

・四旬節 愛の献金をカリタスジャパン横浜支部に振

込。多くの皆様のお祈りとご協力に感謝いたしま

す。 

・空気清浄機購入のための募金は、清浄機(3 台)購入

代金支払後の残金は戸塚教会へ一般寄付とさせてい

ただきました。 

・マリア像設置の募金は復活祭(17 日)から行う予定で

す。よろしくお願いいたします。 

  

【総務部】 

・3/19(土)地区世話人会を開催。内容：1)2022 年

度の地区世話人の確認、2)2021 年度の信徒の動き、

3)教会連絡網の現状について、4)教会に来られな

い人に向けて、5)各地区の世話人の周知について。  

・4/9(土)｢信徒のしおり｣作成グループ：今後の日程

や作業概要について。  

 

【管財部】 

・3/13 駐車場段差ブロック交換(信徒) 

3/16、4/3 藤伐採、藤棚撤去、根の撤去(信徒)  

   4/8  関東電気保安協会による設備点検  

 予定 大扉の再塗装、７月:排水管高圧洗浄 

 

【典礼部】 

・ゆるしの秘跡 3/15〜19、22〜26 田丸神父様   

3/24 次期聖体奉仕者 9 名の任命 

任期:2022 年 4/17 以降 2025 年 4/20 迄  

4/3 黙想会:教学部と共同開催 

「わたしの信仰」田丸神父様（37 名参加） 

4/9,10 枝の主日(祝別した枝は 4/24 まで配布) 

・聖木曜日(主の晩餐)4/14(木)19:30 洗足式なし 

・聖金曜日(主の受難)4/15(金)19:30   

・復活徹夜 4/16(土)19:00 カップろうそく持参  

・復活の主日 4/17(日)10:00 洗礼式 3 名  

・横浜教区典礼研修会(オンライン開催)戸塚教会 

1 回目：6/4(土)12:45、2 回目：6/5(日)11:15  

 ※詳細はポスター・チラシをご覧ください。  

・初聖体 9/25(日)10 時ミサを予定。   

 

 

 

 

【教学部】 

・3/20(日)10 時ミサ：教会学校卒業式(出席１名)  

4/3(日) 典礼部と共同開催:黙想会(37 名参加） 

4/9(土)〜教会学校再開  

・5/1(日)11 時〜12 時:「その日のミサの福音を味わう 

集い」  

・5/14(土)11 時〜12 時:「Zoom による信仰を深める 

講座」(5 月のみ第 2 土曜日)  

 

【広報】 

・後任選出まで教会委員 1 名が編集打合せに出席し、

「教会委員会からのお知らせ」紙面/配信版、HP(PDF)

を作成。 

 

【福祉部】 

・3/27「ボランティア活動のあゆみを」わかち合う会(33 名) 

・「風のバード」ミシン掛けボランティア募集 

・ウクライナ募金 \339,373 送金 

・福祉部掲示板使用規則及び利用申請書 

・4/23.24「風のバード」「さをり織」第 2 回製品販売会 

・5/19(木)毛糸の帽子編み方教室 

・10/2(日)ミサ後 聴く会「聖母の園子どもの家」施設長 

 

【行事親睦部】 

・16(土)、17(日)ミサ後、飲み物とお菓子を配付 

 

世界広報の日の献金  ５月 22 日（日） 

「世界広報の日」は、福音宣教の分野の中でも特に新

聞、雑誌、テレビ、ラジオ、映画、インターネットな

どの広報媒体を用いて行う宣教について、教会全体で

考え、反省し、祈り、献金を捧げる日です。カトリッ

ク教会は第２バチカン公会議の最初公文書として出

された「広報機関に関する教令」によって、全世界で

毎年この日を記念するように定めました。 

                   （財務部）               

 

5 月は聖母月です 

カトリックでは５月は聖母月としています。聖母月

の信心は近世からのもので、18 世紀のイタリアで盛

んとなりました。５月は、四季折々のなかで春の訪

れと共に自然界の実りを最も感じさせてくれ、また

主の復活の歓びと希望に満ちた月でもあります。  

この月をマリアにささげ、当教会でも主日のミサ前

に、ロザリオの祈りを唱えます。ミサの始まる 10

分前には、席に着くようにいたしましょう。 

 (典礼部) 

 


