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¶人の喜びこそがわが喜び 

主任司祭 鈴木 真 

まず初めに、ヨゼフ会の

皆様には、６月の信徒参加

の主日ミサ再開にあたっ

て(その前からも御奉仕頂

いていますが)、名簿確認

や検温、ミサ後の聖堂の消毒など、多岐にわたって

多大な御奉仕をしてくださっていることについて、

心より御礼申し上げます。皆様の御苦労あってこそ、

主日のミサを共に捧げることができていることを、

本当に強く感じます。誠にありがとうございます。 

このコロナ禍にあって、皆様も生活のいろいろな

ことが変わってしまったことと思います。わたしは

と言えば、前にも書きましたが、若者関係の合宿が

すべてできなくなったために、大好きな料理をしな

くなってしまいました。緊急事態宣言の頃は、時間

がやたらとあったので、とりあえず手持ちの包丁を

すべて研いだのですが、あっという間に終わってし

まい、がっかりしました。じゃあ料理を作ればいい

じゃないか、と言われそうですが、わたしはそもそ

も自分のために料理を作ることに、あまり熱心にな

れません。食べてくれる人がいて、「美味しい！」

と言ってもらえることこそが、無上の喜びです。 

もう一つ、わたしの得意料理はいわゆる「合宿メ

シ」なので、大量に作らないといつもの味になりま

せん。それならたくさん作ってみんなに配れ、とか

言われちゃいそうですが・・何か理由と予定がない

と、どうも前向きに考えられない・・っていう感じ

ですね。無論わたしは自分で美味しいものを食べる

のも大好きですが、自分一人のために手間をかける

のは面倒臭く、そこはついいつも「お金で解決」し

ちゃっています(笑) 

そんなことを考えながら、ふと気づかされました。

「食べる」という日常的な行為を人と共にする中で、

人に喜んでもらうことこそが、自分が料理を好きな

理由なんだ、と。それがなかなかできなくなってし

まったことはとても残念ですが、違う方法で、食べ

物で人を喜ばすことを考えなければな、とも思いま

す。かくいうわたしも、いろいろと美味しいものを

信徒の皆様から散々頂いているんですから。すみま

せん。 

「集まる」ことの難しい現状の中で。「共にする」

という大切な要素についても、今までとは違う考え

方をしなければいけないのだな、と思います。それ

を模索しながら、でもいつの日かまた、皆で大量の

料理を作り、それを分かち合って喜べる日がまた来

ますよう、心より願っています。皆様もどうか、お

体に気をつけてお過ごしください。 

 

¶新型コロナと山手教会のミサ 
～2020 first half～ 

岡崎 芳浩 

私の２０２０年は久々

の元旦午前０時のミサで

始まりました。深夜の教会

ホールは薄暗く、空席もち
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らほら見られ、新年を迎えるにはちょっと寂しい感

じでしたが、これも聖堂工事中の貴重な光景だと思

うとそれはそれでなかなか味わい深いものでした。

ちょうど同じ頃「武漢で原因不明の肺炎」という北

京発の外電が配信されたそうです。まさにコロナと

共に年が明けたのでした。しかしまだその時点では

それほど話題になることはなく、地元紙の神奈川新

聞に「新型コロナウイルス」の文字が載ったのは１

月１０日の総合面。しかし１月１７日には国内初の

感染者が県内在住者であったことが一面で大きく報

じられ、にわかに緊張感が高まりました。そして２

月３日にはクルーズ船ダイヤモンドプリンセス号が

横浜港に入港停泊。メディアは新型コロナ一色にな

り、素性の分からない未知のウイルス感染への不安

が身近に迫って来るのを誰もが感じました。 

山手教会の２月のミサはまだ通常通りの実施でし

たが、後半になると東京教区では感染防止のため信

徒のミサへの参加が見合されたという情報も入るよ

うになり、山手教会はどうするのかという声も聞か

れ始めました。これを受ける形で３月１日は司教ミ

サとなり、司教座教会である山手教会は従来通り信

徒参加のミサを継続することが確認されました。  

翌日の３月２日には韓国の新興キリスト教会でのク

ラスター発生の報道があり、３月８日からはアルコ

ール消毒とマスク着用の徹底が図られ、飛沫感染防

止のため歌をやめ、献金も事前に入れていただく方

式に変更しています。３月１５日からは日本語ミサ

は日曜11:30の1回に集約。既に「３密を避ける」と

いう言葉が広く周知されており、ミサの回数減によ

る３密の増大が懸念されましたが、予想に反し参加

者が大幅に増えることはなく、その後の経緯で感染

の不安からミサへの参加を見合される方が一定数お

られることが判りました。 

３月２２日からは座席を一人おきに着席していた

だきましたが、急な対応だったこともあり、ホール

の後方に人が集中し混乱。この反省から３月２９日

からはようやく椅子の数を７０席程度に半減し間隔

をあけて設置、さらに６５歳以上の方は参加をご遠

慮いただくことになりましたが、年齢制限に関して

は周知が不十分でまたしても混乱。結局は任意協力

ということになり説得に応じる方、応じない方で不

公平が生じてしまいました。４月５日（枝の主日）

も同様の対応としましたが、中には東京から来たと

いう高齢の女性もおられ、一旦はご遠慮いただきま

したが、やはり申し訳ないということで参加してい

ただいたこともありました。ホール内の換気は３月

８日からは窓も扉も可能な限り解放し、寒風吹きす

さむ中でミサが行われたこともありました。そして

いよいよ聖週間を迎えます。 

 
３月下旬のミサ風景 (椅子が半減されている） 

  

４月５日のミサ後の教会委員会では太田委員長を

中心に聖週間の対応について協議。教会委員の総意

として、聖木曜、聖金曜および雙葉学園講堂での復

活徹夜祭、洗礼式、復活の主日ミサはコロナ感染の

リスクから実施は困難という結論となり、司教様と

の調整を鈴木真、谷脇両神父様にお願いしました。

そして４月７日に緊急事態宣言が出され、復活祭の

ミサはすべて教会ホールで信徒の参加なしで実施、

洗礼式は延期ということが正式決定。ミサは情報シ

ステム委員でヨゼフ会メンバーの宮さんの技術サポ

ートYouTubeでネット配信されることになりました。

また香部屋係と教会委員のヨゼフ会有志は奉仕者と

して参加。その後、４月～５月にかけては主日のミ

サは１０時から行われ引続きネット配信されました。

（現在も11:30より配信中）私も会場係で関わらせて

いただきましたが、先の年齢制限の一件で不公平が

生じてしまった反省から今回は公平性を守るという

方針のもと大変申し訳ないことですがミサ中の見学

はどなたもご遠慮いただきました。 
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聖週間から５月末までは信徒の参加なし。 

ミサはネット配信された。 

(ミサ前の司祭の黙想シーン） 

  

尚、山手教会がこのように新型コロナの対応に追

われている間も聖堂内部の工事は休むことなく行わ

れ、落下の危険のあった天井部分の漆喰がすっかり

取り払われ、第１期の工事が５月中には終了する見

込みとなりました。 

 
緊急事態宣言中も聖堂内部の工事は休まず行われた。 

(聖堂内に組まれた足場の様子） 

  

５月３０日の土曜日に教会ホールから聖堂への引

っ越しが行われ、翌日の５月３１日は教会委員が実

際にミサに参加し３密を防ぐための参加人数や着席

方法のシュミレーションを実施。事務所では事前申

し込みとローテーションによる信徒のミサへの参加

方法についての検討も開始。６月１４日には主日ミ

サ３回の香部屋係と感染防止のため増員した受付案

内係（入場者チェック、検温、アルコール消毒等）

の研修会を実施。そして６月２０日の土曜日17:00

のミサより再開の運びとなりました。しかし現在は

事前申し込み制、山手教会信徒限定という不十分な

態勢で、まだまだ本来の「開かれた教会」には程遠

い状況です。 

８月１５日には、被昇天のミサと延期されていた

受洗・受堅式が参加者限定で実施されました。コロ

ナ禍は第２波の感染拡大中で、まだまだ予断の許さ

ない状況に変わりはなく、まだ振り返るのは時期尚

早ですが、山手教会の２０２０年前半のコロナ対応

の記録としてご覧いただければと思います。普段は

自己中心的な祈りばかりの私も今回は早くコロナが

終息して世界中の人々が元の生活に戻れることを祈

るばかりです。 

 

¶同調圧力 

小倉 謙 

昨年は聖堂の天井落下

による聖堂の閉鎖、今年は

新型コロナウイルス感染

拡大防止のための会衆が

参加するミサの中止や制

限など、普段は考えなくても良いことが続いてしま

いました。私自身どういう巡り合わせか、こんな時

に典礼委員長と教会副委員長という役割を引き受け

ていて、ミサをどうするか、信徒の皆さんのミサへ

の参加の制限をどうするかなど、少し重たい判断を

迫られることが続きました。勿論、最終決定は教会

委員会の話し合いで導き出された結論になるわけで

すが、プロテスタントからカトリックに改宗して今

年でようやく十年経った程度の人間が、いつの間に

か山手教会の色々なことに関わっていることに、改

めて畏れを感じている次第です。 

このコロナ禍で最近「同調圧力」という言葉を聞

くようになりました。日本では何となく常識と思わ

れることに合わせていない人を異質なものとして批

判したり、社会から排除しようとしたりすることが

昔から根付いているようです。島国であることや、

キリシタン禁制にも利用された「五人組」などの江

戸時代の制度も影響しているのかもしれません。戦
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前はこの「同調圧力」によって「非国民」と言われ

ることを恐れる社会であったようですが、このコロ

ナ禍で、改めて日本人の性質が表に現れたのではな

いかと思わされることがあります。例えば、あの人

はマスクをしていない、など、何となく社会で共有

している基準から外れている人を批判したり、また

実際にコロナに感染した人には、同情よりも素行を

批判したり、ひどい場合には差別をするという社会

になってしまっているようです。逆に言えば、その

批判や差別を受けたくないので、自分がコロナに感

染した場合の社会的孤立を恐れている人が少なくな

いのではないかとも思います。考えてみれば私自身、

マスクをするという行為を、人にうつさない、人か

らうつされないという本来の目的よりも、マスクを

していないと周りから白い目で見られることが気に

なっているのかなと思うこともあります。 

山手教会ではコロナ対策として３月からミサの回

数を減らしました。３月の終わりごろからは年齢制

限を設けました。聖週間から聖霊降臨という教会に

とって最も重要な時期に緊急事態宣言が出されたた

め、その期間は信徒が参加するミサを中止にしまし

た。緊急事態宣言が明けてからは「新しい生活様式」

に従って、検温、消毒、換気、参加者名簿の管理、

ソーシャルディスタンス確保のための人数制限など

の対策をして、信徒が参加するミサを再開しました。

その時々の教会委員会の判断も、振り返ってみれば、

教会での感染による信徒の健康や生命を心配するこ

とが制限の根拠になっていたのか、教会でクラスタ

ー感染が発生した場合の社会的批判を心配しての判

断だったのか「同調圧力」という言葉を聞くように

なり考えさせられています。 

少し話題を変えて自分自身を振り返ってみると、

プロテスタントからカトリックに改宗した２０１０

年以降、自分から進んで始めた教会の奉仕や活動は

何もなく、いつも誰かに言われて断れずにドツボに

はまるというパターンだったような気がします。 

２０１０年に行事委員とヨゼフ会役員、２０１１

年に典礼委員会、２０１２年には１５０周年大会の

裏方と毎月一回大船教会での教区典礼奉仕者養成コ

ースの参加、２０１５年からは典礼委員長、そして

２０１９年からは教会副委員長と修繕委員、他にも

情報システム委員会と２０１１年３月の第1号から

現在に至るまでのヨゼフ会便りの割付など、また面

倒くさいと思いながら第三地区や教区関係の集まり

に参加することも多々あります。結果的には貴重な

経験ができ、これこそ人知を超えた神の恵みなので

はないかと思わされることもあり感謝していますが、

一方では誰かに何かをお願いするときに、嫌がられ

たり断られたりすることしか想像できず、なかなか

引継ぎができないのが今の私の課題です。押しに弱

くて押しが弱いこの性格は、やはり「同調圧力」の

産物なのかもしれません。 

このコロナ禍での私の気づきはこの程度の呑気な

ものですが、劇的な生活の変化を強いられている多

くの人のことを思うと、これからの教会の社会的な

役割を考えさせられます。 

 

¶コロナ禍でのライブ配信 

宮 裕一 

新型コロナウイルスの

感染拡大を防止するため

の取り組みは、全世界にお

いてさまざまな形で行わ

れています。２０２０年１

月１６日に日本で初めての感染者が確認され、４月

７日には、政府による緊急事態宣言、４月１６日に

は、日本での感染者数が１万人を超え、また死者数

も２００名を超えました。新型コロナウイルス感染

症への有効な対策が見いだせない、また、効果的な

薬がないという中で山手教会としてどのような対策

が必要なのかということが幾度となく協議されてい

ます。目に見えないウイルスに対して人間としては

何ら抵抗ができない現実、そしてまた、政府による

緊急事態宣言が発出されたことにより、事の重大性

は多くの人々に認識されました。教会としての取り
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組みは、信徒が参加しないミサとして継続するとい

うことになりました。ちょうどこの時は間もなく聖

週間になるという時期でした。 

山手教会の情報システム委員会では、過去、聖堂

の天井が崩れた際に会衆席の一部を閉鎖、入りきれ

ない方を聖堂ホールに収容し、聖堂からの中継をプ

ロジェクターに投影するということを行いました。

今回のコロナ禍においては、この機材を用いてイン

ターネットを通じての配信をしようということにな

ったのです。ただ、使える機材は、ビデオカメラ一

台。インターネットでの配信も初めての試みでした

ので、カメラの設定、環境整備など手探りで調べ、

調整という状態でした。 

まずは、聖堂ホールでWifiが使えるようにという

ことでみこころコーナーからLANを延伸しインター

ネットが使える環境に、そして、ビデオカメラのWifi

機能、YouTubeのライブ配信ができるよう設定を何度

もトライしてようやく画面がパソコン上に表示する

ことができました。何としても復活の主日には間に

合わせなければならないということで無我夢中でし

た。結果、ようやく配信ができるという確認が取れ、

３月の終わりに試験的にライブ配信を実施しました。

この試験配信でなんとか映像が流れることを確認で

きたので、その設定を壊さぬよう聖金曜日の配信に

至った次第です。 

ただ、この時点のライブ配信では、音が小さいな

どの問題が発生しており、多くの改善すべき点が

次々と現れたのです。機材がビデオカメラ1台だけと

いうことで調整できる範囲も限界でした。気持ちは

焦るばかりでどうにもできないという現状。しかし、

ご覧いただいている皆様にとっては、「見慣れたイ

ンターネット動画とは異なりなぜ？」ということだ

ったのではないでしょうか。ここから、何とか改善

しようと動画配信に関して調べ、必要な機材が何な

のか、なぜそれが必要か等を調べ、次の配信に備え

るという日々が続きました。 

そんなある日、動画配信をご覧いただいている方

から字幕を入れてほしいという要望が舞い込んでき

ました。限られた機材の中でどうやって字幕を入れ

るか考えた末、画面の片隅にプレロジェクターで投

影することを思いつき、急遽字幕データをパソコン

で作成、５月１７日から字幕入りのライブ配信とな

りました。それまで、カメラを操作しながら祭壇や

朗読台をズームする操作をしていましたが、この字

幕を機にカメラを固定、ミサの進行に合わせてパソ

コンで字幕の表示を切り替える操作に。ただ、ちょ

っと気を抜くとミサが進み、字幕が追い付いていな

いということが発生。何とも見苦しい事態が発生し

ていたのです。そんな試行錯誤を重ねる最中、聖堂

の1次工事が終わり聖堂でミサを行うということに

なりました。するとまた聖堂内でのインターネット

環境に改修が必要となり、急遽LANケーブルの敷設を

行い、Wifi環境を整えることから開始、何とか聖堂

でのライブ配信を行うことができました。 

今では、音声を合成するミキサー、字幕の映像デ

ータを出力するパソコン、カメラ２台（photoカメラ）

と映像を切り替えや合成するスイッチ等(photo機

材）、ちょっとした放送設備と同じような機材を使

い、だいぶきれいな映像が配信されるようになった

と思っています。カメラやスイッチの操作、字幕を

めくる等の操作をすべて1人で行っており、相変わら

ず油断するとミサが進んでしまい字幕が遅れてしま

うということが発生しております。これは、ライブ

配信について、すべて私1人でやっているということ

でご容赦いただけると幸いです。現在では、ソーシ

ャルディスタンスを守りながら信徒が参加するミサ

として行いつつ、山手教会に来ることができない人

のために毎週日曜日の９時３０分(英語)１１時３０

分（日本語）のライブ配信を継続しています。聖堂

ホールから聖堂に、単なる映像から、プロジェクタ

ーに投影した字幕（photo字幕初期）、映像に字幕を

合成（photo現在の字幕）と進化したライブ配信。進

化は導入した機材に頼る部分ですが、ミサに先立っ

て「聖書と典礼」の内容と神父様から説教の原稿を

頂き２００枚を超える字幕画像（photo字幕画像）を

作成、映像と合成したときに見やすくなるように字
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幕の背景も調整するという実は配信する前の準備に

多くの時間が費やされているということもご理解い

ただければと思います。東京の関口教会や麹町教会、

また、他の教区でもライブ配信が行われていますが、

おそらくはどの教会でも同じように苦労され現在に

至っているのだと思っています。もし、皆様もライ

ブ配信をご覧になる機会があるのでしたら、そのよ

うな背景があるのだということを感じご覧いただけ

ればと思います。 

新型コロナウイルスの脅威は今後も続きます。そ

のような中、ライブ配信を続けることで教会に来ら

れない方も教会とのつながりを感じていただけたら

と思っています。皆様におかれましては引き続きの

感染拡大の防止のため、密を避け、手洗い・消毒の

徹底などを実行しウイルスにとって厳しい環境を作

り出すことでこの難局を克服しましょう。いつもの

教会に戻ることを願って。 

 

 
カメラ 

  

 
機材 

  

 
字幕初期 

  

 
現在の字幕 

  

 
字幕画像 

   

¶コロナ禍で思うこと 

柳川 晋一 

２０１９年１１月、両親

を相次いで看取って以来

久しぶりに海外旅行でフ

ランスに行きました。年が

明けて、今年はやっぱりイ

タリアかな、と思って飛行機の予約をした頃には、

まだコロナウイルスは中国の一部で発症したのみで、

全く他人事でしたが、２月になって、まさにこれら

の国から少しずつ世界に広がり始めました。日本で

も注意が喚起されてイベントが縮小し始め、教会で

も洗礼志願式が中止となり、ミサの参加者が限定さ
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れ、みこころコーナーも休店。ついに４月８日に緊

急事態宣言が発動されると、ミサも中止になりまし

た。世間では店の営業が制限され、自分を含めて多

くの人が在宅勤務や自宅待機になり、医療従事者な

ど一部の方々が身を危険に晒して職務を全うするよ

うになってきました。 

私個人では仕事は全て在宅勤務となりました。習

い事なども中止になりいわゆる巣篭もり生活が始ま

り、一日中家にいると生活の規則が乱れ運動不足に

なるので、これまでと同じ時間に起きて、人が少な

い時間、朝食前に家の前の大岡川沿いを散歩するこ

とを始めました。日の出町をスタートし、最初は蒔

田公園まででしたが、最近は長い時は井土ヶ谷駅に

通じる鶴巻橋まで行くようになりました。７キロ弱

を１時間程度で歩くので結構良い運動になり、コロ

ナ太りは回避できています。始めた頃はまだ桜が残

っていましたが、やがて葉桜になり、ツツジが咲き、

バラに変わり、更に紫陽花が色鮮やかになるなど、

コロナ禍でも変わらぬ季節の変化を実感させられま

す。４月はＴシャツ一枚で出て身体が凍え切って戻

ったことがありましたが、今ではかなり汗をかくよ

うになりました。 

一方、教会生活としては、代父として、また朗読

奉仕者として復活祭の準備を進めていましたが、直

前に中止となったことは大きなショックでした。ミ

サに与ることができなくなることの影響がこれ程あ

るとは正直思っていませんでした。新参者の私です

らそうなのですから、永年ミサに与られて来られた

皆さまの思いはいかばかりかと思います。しばらく

してユーチューブでの配信が始まった時は本当に嬉

しかったですね。『聖書と典礼』が手に入らないの

で、『毎日のミサ』を電子版で購入し、タブレット

で画面を見ながら、スマホで『毎日のミサ』を見て

いました。便利ですね。その後情報システム委員の

方に工夫して頂き、画面が出てくるようになって、

より見易くなりありがたいです。ミサが復活してか

らは、日曜日朝７時半のミサの案内係を担当させて

頂くことになりました。日にちを間違えて来られる

方にどのように応対しようか思案しましたが皆さま

のご理解を頂き、これまで特に支障なく運営できて

いると思っています。本当にありがとうございます。 

緊急事態宣言解除後も在宅勤務が中心になってい

ますので、本を読んだり考えたりする時間が増えま

した。カミュの『ペスト』を読みましたが、ペスト

が発生した街の人々の考え方、行動、精神状態がコ

ロナ禍の我々と似ていることに驚かされます。 

キリスト教関連でも、コンプリ神父様の『人間と

しての哲学』、井上洋治先生の『日本人のためのキ

リスト教入門』などを読みました。『聖書』は以前

から毎日少しずつ読んできましたが、夜寝る前に読

んでいたのを、コロナ後は毎朝読むようにしました。

散歩で高揚した心身を鎮めるのにちょうど良くなっ

ています。『聖書』特に『旧約聖書』の後半には、

神さまとの契約、定めと掟に背くユダヤの民、イス

ラエルの家の罪に対して厳しい災いを与えられます。

剣、飢饉、疫病などいずれも現代にも通じる災いで

すね。特にこのコロナ禍で、疫病という言葉は身に

染みて応え、考えさせられます。コロナ発生の原因

はまだ解っていませんが、環境破壊、温暖化、野生

動物の乱獲など、神さまが定められた人間が活動す

る範囲や度を超えてしまい、戒めのために我々に与

えられたのかなあ、と思わざるを得ません。神さま

から与えられた試練、と思って、マスクの着用、う

がい、手洗い、三密回避など自分のできる範囲で予

防に努めて参ります。 

このような中でも、８月１５日、聖母マリア被昇

天の祭日のミサが予定通り開かれ、その中で延期に

なっていた洗礼式、堅信式が執り行われたのは、や

はり慈しみ深い神さまの恵みとマリアさまのお取次

の賜物ですね。ミサの案内係につきましては、改め

て気を引き締めて前後の消毒などをきちんと行い、

皆さまに不安なくミサに与って頂けるようにしてゆ

く所存です。 

最後に、一日も早い終息、感染された方のご快癒、

皆様のご健康、亡くなられた方の安らぎをお祈りし

ます。 
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¶ヨゼフ会活動報告(３月～９月） 

新型コロナウイルス感染防止のため、計画していた

活動はすべて中止といたしました。 

 

９月２６日(土）：ヨゼフ会便り第３８号発行 

 ６月２７日発行予定を延期させていただきました。 

¶ヨゼフ会活動予定(１０月～１２月） 

講演会について 

 カトリック宇部教会片柳弘史神父様の講演会を、

１０月１０日(土)に計画しておりましたが、コロナ

禍により来年以降に延期いたします。 

１１月７日(土)：帰天者のための追悼ミサ(予定) 

 昨年１０月から今年９月までの帰天された方の 

追悼ミサをロザリオ会と共同で捧げます。 

１２月１９日(土）：ヨゼフ会便り第３９号発行予定 

１２月２４日(木)：降誕祭ミサ奉仕(予定) 

 例年と同様の会場、参加人数になるか未定ですが

会場の準備、案内、片付け等の奉仕を行う予定です。 

¶会員消息 

３月１５日から９月１７日までに次の方が帰天さ

れました。永遠の安息をお祈りいたします。 

  

帰天日:２０２０年９月１７日 

洗礼名:フランシスコ・ザベリオ 

氏名：野中英雄様 

享年：１００歳     

¶編集後記 

 「鐘の音」・・・２年前の１０月下旬イタリアを旅

行した際、丘の頂にそびえる大城塞、中世の趣を今

に伝える町アッシジに２泊立ち寄った。ちょうど土

曜日曜だったので夕刻のあかね色の空に染まる多く

の教会で鐘の音が響きわたり、加えてサマータイム

で１時間時刻を調整するタイミングで周りでは夜遅

くまで人々の声が聞こえていたのを思い出す。 

今年に入り制限のあるコロナ禍を過ごし、豪雨、

猛暑、台風と時が過ぎていく中で、アッシジの鐘の

音とともに、ふとフランスの画家ミレーの晩鐘とい

う絵を思い浮かべた。馬鈴薯畑で農作業をする貧し

い夫婦が、夕刻に鳴るアンジェラスの遠い鐘の音に

目を閉じて聖母マリア様に祈りを捧げている油彩画

である。戦時中の厳しい時代の中でオルガンの音色

のような静かなやわらかい旋律を感じさせる。 

この絵が完成したとされる１８５９年に近い時期、

山手教会では１８６８年に中庭のマリア像が、そし

て１８７４年には鐘楼の中の尖塔の鐘がフランスか

ら寄贈されている。今でも鐘には NAPOLEON の文

字と聖母マリア様がひっそりと刻まれている。 

 ６月から聖堂にて申し込み制、信徒限定でミサが

再開されたのを機に、主日１１時３０分ミサ前に案

内係は昨年の７月からほぼ１１ヶ月ぶりに１分ほど

鐘を鳴らしている。現在療養中の天野元雄さんから

の引き継いだものでミサに参加されている信徒の方、

近隣の方、ライブ映像でも聴いていただいている。 

 コロナ禍以降経済をまわしながら、マスク着用、

体温測定、ソーシャルディスタンス、消毒、テレワ

ーク、ズーム会議等、新しい生活様式が当たり前に

なりつつあるが、前を向けば私たちはいつでも祈り

を捧げるという普遍的行為はこれからもずっと変わ

らないだろう。山手教会のミサ、鐘の音は永遠のも

のである。あとは高齢化ゆえ少しでも若い信徒の方

がこれからの山手教会を担ってくれたらと切に願う

ばかりである。コロナ禍は長い人生ひとつのエピソ

ードにすぎないのだから。祈りのうちに。(坪井暢) 


