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「おとめ」と共に
藤沢教会助任司祭

石渡洋行

前回 10 月号で原稿をご依頼頂いた際には、教区関連の仕事も引き受けていた
ので、お断りせざるを得ませんでした。関係者の皆様、すみませんでした。今回
は 12 月号の巻頭言で、「テーマがクリスマスであるので、それに関連した話を」
というご依頼ですので、その趣旨に沿って書かせて頂きます。
真に個人的ではありますが、今回のテーマをお聞きした際頭に浮かびましたの
は、次の聖句です。
「見よ、おとめが身ごもって、男の子を産みその名をインマヌエルと呼ぶ」
（イザ 7：14）
私たち信徒からすると、ここで言われている「おとめ」がいわゆる処女を意味
するというのは、普通に受け入れられる考えです。しかし神学生時代、聖書の先
生であったか、倫理の先生であったか記憶が確かではありませんが、次のように
言われた事があります。つまり「この語を『処女』と訳すのはおかしい。なぜな
らこの語は、単に若い女性を指しているから」という趣旨の事です。
聖書の解釈や分析に関しては、近代的な方法によるものも含めて様々なものが
ありますから、いちいち真に受けることは出来ません。神学院の養成には批判的
な考えを吸収する事も含まれていますが、私はこの時、若干面白くなかった事を
覚えています。受け取り方の問題かもしれませんが、あたかもこの節が「処女懐
胎とは何の関りもない」ように聞こえたからです。今回「からし種」の原稿ご依
頼と共に、この記憶が甦って参りましたので、今回はこの語について調べ、考え
てみたいと思います。
問題の「おとめ」は原文で「 」עַלְ מָ ה
（アルマー）といいます。手元の事典には、
次のように書かれています。―― この語の元々の意味、語源は分かっていない。
しかし旧約聖書において、
「処女」を表す語は「」בְ תּולָא
（ベトゥーラ）である。従
って本箇所においても、この語が処女を意味しているとは考えにくい。全体的に
言うと、むしろこの語の意味はもっと広く、結婚可能な年頃の女性を指すと考え
られる。処女であるという事は、その中に含まれている一つの特徴である。――
という事でした。以下はその根拠として指摘されている点です。
① 創世記 24 章はイサクの嫁探しの伝承だが、同 43 節において「 」עַלְ מָ ה
（アルマ
ー）は将来の嫁を指す語として使われている。ここで処女であることは、当然
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の前提である。
② 雅歌 6 章 8 節は、ソロモンの後宮にいる女性を 3 つのグループに分けている。
第一は 60 人の王妃、第二は側女、第三は若い娘である。この内、若い娘は「 」עַלְ מָ ה
（アルマー）の複数形で表現されているが、「処女たち」の意味としてしか、
理解出来ない。
③ ウガリト語は、現在のシリア北部で使われていた言語である。そのウガリト語
にも同様の語があり、上記「」בְ תּולָא
（ベトゥーラ）に並行した語（「処女」）と
して使われている。
④ 消極的な理由だが、処女でない女性を指す語として用いられていない。
と言うことでした。更に、新約聖書からも考察し、次のように語っています。
―― マタイによる福音書 1 章 18 節から 25 節はマリアの懐胎について、ヨセフ
に天使が現れた場面に関連している。この内、23 節で上掲のイザヤの預言が引用
されている。これは単なるマタイの付記と見る考えもあるが、ヨセフを説得する
天使の話に、預言が組み込まれていたと解釈する方が自然である。
手元の事典に書かれていたのは、以上のようなものでした。個人的には「天使
の話の論理に組み込まれていた」は飛躍している気がしますが・・・皆さんはど
のようにお考えになるでしょう？
他にも取り上げられている点はありましたが、内容が膨らみ過ぎてしまうので、
割愛させて頂きました。また、皆さんに読みやすいように、私の方で幾らか配慮
させて頂きました。いずれにしましても、以上から「 」עַלְ מָ ה
（アルマー）は「処女
と訳したらおかしいかもしれないが、その内容を否定するような語でもない」と
思われます。
今回、私の方は勉強になりましたが、皆さんにとってはどうであったでしょう
か？理屈っぽくて、つまらなかったですかね・・・ともあれ現在も社会情勢は厳
しいですが、皆さんにとってよいクリスマスであることを願っています。
では、また！

天使は、彼女のところに来て言った。
「おめでとう、恵まれた方。主があなたと共
におられる。」マリアはこの言葉に戸惑い、いったいこの挨拶は何のことかと
考え込んだ。すると、天使は言った。
「マリア、恐れることはない。あなたは神か
ら恵みをいただいた。あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名
付けなさい。その子は偉大な人になり、いと高き方の子と言われる。」
マリアは天使に言った。「どうして、そのようなことがありえましょうか。わた
しは男の人を知りませんのに。」天使は答えた。
「聖霊があなたに降り、いと高き
方の力があなたを包む。だから、生まれる子は聖なる者、神の子と呼ばれる。」
ルカ 1.28-35
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待降節は、イエスの誕生を祝う 12 月 25 日のクリスマス前の四週間です。今年
は 11 月 29 日からです。教会の暦は 1 月 1 日ではなく、待降節から始まります。
クリスマスは英語でキリストのミサ Christ mass の意味です。フランス語では
ノエル。この言葉はラテン語のナタリス（誕生）が語源ですが、ドイツに行くと
ヴァイナハテン（聖夜）というちょっと難しい言い方になります。ちなみに今あ
るクリスマスの習慣にはドイツ発祥のものが多く、それがヨーロッパ各地やアメ
リカを経由して世界中に広がったとか。
クリスマスツリーは伝統的に常緑の針葉樹が用いられます。中世ドイツでは、
クリスマス・イヴに教会の前でアダムとエバが蛇に誘惑されて禁断の果実を食べ、
楽園から追放される旧約聖書の舞台劇が行われていました。この劇の舞台に立て
られた禁断の果実のなる「知恵の樹」がツリーの起源とされています。
サンタクロースのモデルは、4 世紀の東ローマ帝国小アジア（現トルコ）の司
教だった聖ニコラウスです。ニコラウスは慈悲深く、多くの貧しい人たちを助け
たと伝えられています。ある日、貧しい 3 人の娘が住む家の暖炉にこっそりと金
貨を投げ込んで、幸せな結婚をさせたという話が、特に有名です。サンタクロー
スが、煙突から入って暖炉のそばの靴下にプレゼントを入れるという言い伝えは、
ここから生まれたようです。ちなみにサンタクロースとは、聖ニコラウスを表す
オランダ語が、アメリカに渡ってさらに訛ったものだそうです。
イエス・キリストの誕生の次第は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約
していたが、二人が一緒になる前に、聖霊によって身ごもっていることが明ら
かになった。夫ヨセフは正しい人であったので、マリアのことを表ざたにする
のを望まず、ひそかに縁を切ろうと決心した。このように考えていると、主の
天使が夢に現れて言った。「ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れな
さい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。マリアは男の子を産む。
その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。」
マタイ 1.18—21
アッシジの聖フランシスコは、グレッチオの山の中の隠遁所で、ベツレヘムの
幼子を観想するために洞窟を利用して馬小屋を再現しました。クリスマスの夜、
フランシスコの兄弟や村人たちが、松明やろうそくをともして洞窟にやってくる
と、そこには飼い葉桶が用意され、牛とロバが繋がれていました。これがプレゼ
ピオの始まりです。今ではクリスマスが近づくと、世界中のカトリック教会や信
徒の家庭でプレゼピオが飾られ、イエス・キリストの誕生を記念します。
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降誕節は、12 月 25 日のクリスマスに始まり、主の洗礼までの約三週間となり
ます。クリスマス後の日曜日は「聖家族」の祝日。1 月 1 日は「神の母聖マリア」
の祭日。次の主日の 1 月 3 日は「主の公現」そして 10 日は「主の洗礼」です。
羊飼いたちが野宿をしながら、夜通し羊の群れの番をしていた。すると、主の
天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので、彼らは非常に恐れた。天使は
言った。
「恐れるな。わたしは、民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日
ダビデの町で、あなたがたのために救い主がお生まれになった。この方こそ主
メシアである。あなたがたは、布にくるまって飼い葉桶の中に寝ている乳飲み
子を見つけるであろう。これがあなたがたへのしるしである。」すると、突然、
この天使に天の大軍が加わり、神を賛美して言った。
「いと高きところには栄光、神にあれ、地には平和、御心に適う人にあれ。」
ルカ 2.8-14

今年のクリスマスミサはどうなる！？
池尾昇治
例年ですと、私たち信徒にとってクリスマスは一番楽しい典礼の一つですが、
今年は新型コロナウィルスの影響で今まで経験したことのないやり方になって
しまいます。目的はコロナ感染防止のため、3 密を避けることや接触感染、飛沫
感染防止対策を施すことです。主日のミサでも対策が取られていますが、これら
は片瀬教会に限ったことではありません。第 5 地区の各教会（戸塚、原宿、中和
田、鍛冶ヶ谷、大船、藤沢、片瀬）も同様な措置をとっています。各教会委員長
は連絡を取り合い各教会委員会でどのような対策を協議してきたか情報交換し
てきました。その結果程度の差はあれ（例えば、大船教会では着席禁止の場所に
×のマークを貼ったり、藤沢教会では、椅子に着席禁止のシールを貼ったりして
密を避けるようにしている）足並みを合わせた対策をとることができています。
９月から各教会委員長がクリスマスをどうするかという問題に頭を悩ませて
きました。
「クリスマスは地区別というわけにはいかないしねえ」と。藤沢のよう
に聖堂が大きく比較的空間に余裕があるところは年齢別にミサを分けるように
しましたが、その他の教会はそれほど大きくなく、結果的に申込制をとっていま
す。また、各教会がミサの人数制限をするのだからお互いのことを考え、信徒に
は他教会に行くのを自粛してほしいと呼びかけも行うことになりました。
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私たち片瀬教会も委員会で検討し今回の方法を決めました。申込、場合によっ
ては抽選という非常に窮屈なやり方ですがご理解ご協力をお願いします。
またクリスマスは聖歌も楽しみの一つですが、今年はキャロルを止め、聖歌はミ
サの中で少人数の聖歌隊のみで歌うようにします。
最後に皆様に一つ呼びかけをしたいです。それは、今世の中には疲弊した医療
従事者、職を失って路頭に迷っている人等、コロナの影響で苦労している人達が
たくさんいます。このような人たちのために祈りたいものだと。神の救いを願い
一人でも多くの人が安らかなクリスマスを迎えられるよう祈りましょう。

クリスマスミサ （今年は申し込み制です）
12 月 24 日（木）午後 6 時、午後 9 時
12 月 25 日（金）午前 10 時
司式 芹沢博仁神父

2020 年 11 月度 教会委員会報告
日時：2020 年 11 月 1 日（日）11：15～13：45
出席者：芹沢司祭、委員長、副委員長、総務、福祉、福祉、財務、典礼、宣教
司牧、ヨセフ会・営繕、冠婚葬祭、教会学校、中高大青会、マドンナ
会、市内キリスト教連絡会、一粒会、一粒会、片瀬修道院

芹沢神父様より
・１０月で来年の司教申込が終わり、予算提出も終わって目は来年を向いて
いますが、今年はまだ２か月あり行事等も再開の動きがあるのでそれをどう
支援していくかです。もう「新しい生活様式」ということか判らないが、何
でも自粛ということではないです。子どももマスクをつけることが習慣化さ
れたりしており、教会もそろそろ考えなければなりません。今月は七五三が
あり、一緒のお祝いをする、分かち合いが大切です。教区の養成講座等、で
きるか分からないが来春から通常に行う予定です。皆さんの頭の中に何がで
きるか、以前できなかったことを次の司祭と一緒にやれるならば、というこ
とを考えておいてください。
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□ 11 月以降の日程確認
１．11 月の主日ミサは、10 月同様地区別で 10 時のみ。
1 日 片瀬・片瀬山・目白山
8 日 津・津西・西鎌倉
15 日 腰越・七里ガ浜・他
22 日 片瀬海岸・鵠沼
29 日 片瀬・片瀬山・目白山
※片瀬海岸・鵠沼地区は参加者が多いので他地区の方はお控えください。
２．11 月 5 日(木） まりあ食堂
３．11 月 8 日(日) ミサ後中高大青会
４．11 月 15 日 七五三のお祝いをミサの中で行う。（ミサ後のお祝い会は
しない）
５．11 月 28 日(土)から教会学校を１回/月の頻度で再開。12 月クリスマス
パーティをオンラインで試みる (後日コロナ感染拡大のため 28 日中止)
□ 報告および連絡事項
１．まりあ食堂より
3～9 月休みにしていたが、その間食材を山口神父様の活動に提供してい
た。10 月 1 日から再開、当面弁当無料配布を行う。10 月は 130 食、34 家
族に配った。夕食の準備をせず、家族憩いの時間が持てたとのご意見。
２．総務部より
聖堂エアコンクリーニングの件。設置から 10 年経過し、業者より一度
もしていなかった熱交換器のクリーニング申し出があり今回実施したい。
クリーニングを怠っていると、熱交換効率の低下、故障の原因となる。フ
ィルタ清掃含め、見積税込 ￥79,200。⇒実施承認。
３．宣教司牧部より
11 月 4 日 11:00～12：00 頃に鵠沼公民館主催の教会訪問あり。参加者は
20 名ほど。宣教司牧部で対応する。
□ 検討・討議事項
１．今年の降誕祭のやり方
ミサは、24 日(木) 18：00、21：00、 25 日(金) 10：00 の 3 回
１）3 密を避けるための措置
① 1 人 1 回だけミサに与れることにする。
② ミサは１回につき 70～80 人程度に調整する。
③ 上記を実施するため、申込方式とする。主日のミサ時に申込受付を
行う。申込用紙はミサ毎にし参列する全員の名前を記入してもらう。
ホームページでも今年のミサは申込制であることを掲示する。(申込
用紙等は総務を中心に準備)
④ 定員を超える申し込みの場合は抽選とする。他のミサに余裕がある
場合は、抽選から漏れた方はそちらへ参列してもらうよう調整する。
⑤ 申込は 11 月末まで受付を行い、12 月度教会委員会で状況を把握し調
整や未信者への対応を決める。
⑥ 申込人数によっては信徒会館の使用も考慮する。
6

２）ミサのやり方
①ミサ前のロウソクの式は行わない。
②子どもは侍者の希望があればやってもらう
③聖歌は聖歌隊が歌うようにやり方を考える。
３）ミサ後のお茶出しは無しとする。
２．司祭館の修繕・補修について
10 月の委員会での検討内容を藤本委員がまとめて報告。それに基づき検
討を行った結果、まず、安全に住めるか確認する必要があるとの意見が
あり、耐震診断を行ってその結果で処置方法を決めていくことになった。
耐震診断は 2004 年に一度実施しており、その時の診断士山口氏に再度依
頼する。
３．長谷川路可掛軸修復について
①藤本委員が元国立博物館の神庭氏に交渉し、教会へ来てもらい調査し
見積を出してもらうことになった。車代を出す。
②その他 1 件奥田委員の手配で藤沢市アートスペース関係者に見積を依
頼する。
③神庭氏には十字架の道行きも診てもらうことにする。
・次回教会委員会は、12 月 6 日（日）10 時ミサ後開催。

第５地区キリスト教セミナー検討委員募集！
第 5 地区では毎年 1 回のペースで、キリスト教セミナーを開催してきました。
昨年から今年にかけてこのセミナーの見直しが行われ、信徒に次の呼びかけが
行われています。以下、担当司祭 大船教会主任 マルコ・ターディフ神父様の
メールを一部修正してご紹介します。
１）セミナーの目的は広い意味の福音宣教いわゆる「予備福音宣教」である。
２）セミナーのテーマと講師の選定は重要である。
講師とテーマの選定について話し合っているうちにセミナー実行委員の選定
が話題になりました。現在のやり方で実行委員を各教会から送ることになって
いますが、頼まれた仕事として引き受ける人もいるので、実行委員会の中でセ
ミナーについて温度差が生じています。その背景には地区内の教会の間にセミ
ナーに対する温度差もあります。
そこで相談するところとして
1）地区内から何人かセミナーに関心ある方に検討委員になって頂くこと。
現在、検討委員会は少人数で話し合っていますが、課題が多いのでやはり
もっと多くの方に加わって頂ければもっと有意義な検討ができるでしょう。
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但し、「仕事として」引き受ける人より、セミナーに対する興味や関心を持
っている人にお願いしたいです。
１）第 5 地区のセミナーを小教区と修道院で話題にして頂いて共有を図る。
第 5 地区の合同活動をするには、セミナーのことをもっと周知させてもっ
と多くの方の積極的な意見を頂くことが大事です。そしてセミナーに限ら
ないで第 5 地区の皆さんに福音宣教に対する意識を高める課題がありま
す。現在はコロナ禍が社会を多く変えているといわれていますが、この変
化する社会に住んでいる方にどう福音を伝えるか考える必要があります。
また、先日行われました第 5 地区宣教司牧委員会では、福音宣教という目的
のためセミナーに限定しなくてもいいのではないかとの意見もあり色々工夫の
しどころがあると思われます。コロナ禍ですぐにはできないだろうということ
で丹念に検討していきたいとのことです。
セミナーに興味ある方、もう少し詳しいことを聞いてみたい方は、教会委員長
池尾迄ご連絡ください。 池尾 連絡先： TEL：0467-95-8716
メール：s-ikeo@jcom.home.ne.jp

七五三のお祝い
11 月 15 日芹沢神父様司式のもと、七五三の祝福が行われました。コロナ禍では
ありましたが、4 人の子ども達が元気でミサに与ることができました。
イエス様に見守られ、健やかに成長できますように・・・

千千歳飴を手に・・・（左から）
り

お

な

り

お

な

眞島里央菜ちゃん
眞島里央菜ちゃん

りの

飯島璃ちゃん
りの

飯島璃ちゃん
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わ

か

こ ま や ち さき

寺島和香ちゃん

駒谷知咲ちゃん

寺島和香ちゃん

駒谷知咲ちゃん

こ ま や ち さき

一粒会の祈り
いつくしみ深い神よ。
司祭を召し出すあなたの呼びかけに
私たちの心を開いてください。
召命を受ける方々が
歩みの中で、あなたへの希望と信頼を強め
共同体がそのための豊かな土壌となり
支えて行かれますように。
私たちの主イエス・キリストによって
アーメン
―原宿教会作
～原宿教会作

祈りのリレーより～

現在片瀬教会では 85 名の方々が一粒会会員となり、司祭の召し出しと、司祭の
成聖のためにお祈りをし、神学生の養成のための献金を捧げてくださっています。
一人の司祭が誕生する為には、最低 7 年間の養生課程を経ることが必要であり、
その費用の全てが会員皆様の尊い献金で賄われています。皆様どうぞ、聖なる司
祭が一人でも多く与えられますように、一粒会会員となり、お祈りと献金を捧げ
て下さいますようお願い致します。（会員申込用紙が聖堂入り口にあります
ので、ご記入の上、隣にある箱（献金箱でも可）にお入れください。
一粒会
西田芳子

知恵の雫
時代遅れであろうがなかろうが、私の考えるクリスマスは、とてもシンプルなものだ。それ
は、ただ他の人たちを愛すること。考えてみると、それをするのにクリスマスまで待つこと
はないね。
ボブ・ホープ（喜劇俳優）
兄弟に微笑みかけ、助けの手を差し伸べるたびに、それがクリスマスなのです。
マザー・テレサ
私たちはクリスマスの精神をしっかり持ち続けようと努めるべきです。
1 年に 1 日だけではなく、365 日すべてにおいて。
メアリー・マーティン（女優）
9

日本の教会の歴史

（四十）

ポルトガル人追放と長崎の出島
鎖国へ向かう流れは島原の乱が起きる前から着々と進んでいました。長崎出島
の建設は、鎖国への最後の準備でした。それまではまだたくさんのポルトガル人
やスペイン人が長崎に住みつき、日本人と結婚して家庭を築いていました。彼ら
の家は潜伏した宣教師の隠れ家となり、1632 年まで密かにミサを捧げていた記録
が残っています。
徳川家光は 1634 年に長崎の有力な商人たちに出島の建設を命じ、1636 年にそ
れが出来上がると、長崎に住んでいた西洋人たちを強制移住させました。その時、
西洋人たちとの結婚によって生まれたすべての子供も出島に収容され、やがてマ
カオに追放されました。
島原の乱が終息した翌年の 1639 年、ポルトガル船の来航を一切禁じる老中奉
書を携えて上使太田資宗（すけむね）が 700 の兵を率いて長崎に赴き、ポルトガ
ル人にその旨を伝えました。そして長崎に入港した船長バスコ・パリアの 2 隻の
船に積み荷を載せる許しを与えず、すべてのポルトガル人を日本から追放しまし
た。10 月 17 日にその船が出港するとき、マカオとの貿易に終止符が打たれ、96
年間にわたる活発な文化交流の歴史は終わりを告げたのです。
翌 1640 年には、貿易の再開を嘆願するためにマカオから使節がやってきまし
たが、徳川家光は頑として受け入れず、それどころかマカオに報告するための 13
名の船員を除き、使節 4 名と一行 57 名、計 61 名を処刑してしまいました。
そのころオランダ人は平戸に商館を構えていましたが、1641 年、商館長の交代
に伴って新任のマクシミリアン・ルメールが幕府を訪れると、老中たちから長崎
に商館を移すように命じられました。かくて
その後長いあいだ、長崎の出島はオランダ人
の居留地となり、日本と西洋との唯一の窓口
となったのです。
（結城了悟師による同名の著書をベースに構成）
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お知らせ

◆12 月

2021 年 1 月の主日のミサ

引き続き地区別でおこないます。
地区割りは次のようになります。
【ミサは 10：00 のみ】

12 月の主日ミサ予定
12 月 6 日 津・津西・西鎌倉・他
13 日 腰越・七里ガ浜・他
20 日 片瀬海岸・鵠沼・他
27 日 片瀬・片瀬山・目白山・他
2021 年 1 月の主日ミサ予定
１月 3 日 津・津西・西鎌倉・他
10 日 腰越・七里ガ浜・他
17 日
24 日
31 日

片瀬海岸・鵠沼・他
片瀬・片瀬山・目白山・他
津・津西・西鎌倉・他

◆ まりあ食堂
11／5 も、新型コロナウイルス感染拡大を受けて、
2 回目の手作り「お弁当」となりました。申し込み
のあった 41 家族分 133 食を作りました。「美味し
かった！」と好評ですが、お弁当は持ち帰りの為、
必然的に希望数が増えて、今のボランティアの人
数で賄うことが課題となっています。詳細は、信徒
会館に置いてある「まりあ食堂通信」をご覧ください。
◆教会学校
11 月 28 日に再開を予定しておりましたが、新たな新型コロナ感染の拡大によ
り計画時と状況が変わりました為、話し合いの結果中止とさせていただきまし
た。12 月はオンラインで短時間の開催ではありますが、クリスマス会をやっ
てみようと計画中です。
◆中高大青会
11 月に予定しておりました集いは、感染拡大の為、中止といたしました。
12 月は状況を鑑みて検討していく予定。
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◆“The 説教” ～宣教司牧部のお知らせ～
地区別ミサのため、各ミサのお説教を録音して CD にしています。聖堂入口
に置いてあります。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊12 月の典礼＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
3 日(木)

日本宣教の保護者
聖フランシスコ・
ザビエル司祭

20 日(日)

待降節第４主日

6 日(日)

待降節第２主日

25 日(金)

主の降誕

7 日(月)

聖アンブロジオ司教 26 日(土)
教会博士

聖ステファノ殉教者

8 日(火)

無原罪の聖マリア

27 日(日)

聖家族

13 日(日)

待降節第３主日

28 日(月)

幼子殉教者

14 日(月)

聖ヨハネ(十字架の)
司祭教会博士

帰天

永遠の安息を・・・

10 月 27 日
転入

セバスチャノ赤羽根惠吉

鵠沼

ベルナデッタ望月里美

片瀬

ようこそ

11 月 1 日

新しい URL

https://www.catholickatasechurch.com
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