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それでも鈴蘭台教会 

                             大久保 武 神父  

  

昨年の 9月末、鈴蘭台駅が大規模に改装されました。大きな駅ビルが建ち、周辺の

土地も整理され、ここから新しい流れが始まるのだろうかと思いを巡らす私ですが、

個人的に一番影響を受けているのは、約 3年にわたって封鎖されていた、駅に直接繋

がる線路沿いの道の開放と（移動時間が大幅に減りました）、区役所そのものの移転

です。今もまだ旧区役所の建物自体は残っていますが、既に区役所と言えば駅ビルと

認識されてしまっているので、この教会の場所を電話などで案内する時に「区役所の

隣」と言えなくなってしまい案内し辛くなってしまいました（別に「区民センターの

すぐそば」で良いのですが）。 

ともかく、この新しい流れというものは、鈴蘭台という地域に留まらず、まさに鈴

蘭台教会にも言える事だと思います。何よりも約 40 年もの長い年月を注いで鈴蘭台

教会と共に歩んで下さったベロー神父様がフランスへ帰られた出来事以来、私たちは

新しい流れの中を生きていることと思います。私自身、ベロー神父様が残して下さっ

た足跡に触れるたびに、感謝や敬意（時に笑い）が溢れ出てきます。残されたものの

上に私たちは成り立っているのでしょうから、それらの一つ一つにこれからも感謝と

敬意を込めて接していきたいものです。 

また、世代という点でも、私たちは新しい流れを生きていると思います。鈴蘭台の

ようないわゆるニュータウンにおいては、住民が一通り集まってから一つの世代を越

してきました。そして教会もこの時の流れの影響を受けています。  ニュータウン

の中で育った子供たちが必ずしも鈴蘭台に残っていないのと同じように、教会の中で

も鈴蘭台育ちの方々は決して多くありません。が、決してこれを嘆きと捉えているわ

けではありません。それでも鈴蘭台教会は地域に住む方々の、神様との出会いを求め

る心に応え続けるからです。そのための流れが新しくなっているだけなのです。それ

は親から子へという縦方向の進行伝達から、老若男女問わず同じ信仰の喜びを伝える

横方向の信仰伝達への変化なのだと思います。その過程で教会の見た目が変わってし

まうとしても、鈴蘭台教会は鈴蘭台教会です。 

信仰に基づく安らぎに立ち返ることのできる『家』として、これからも鈴蘭台教会

は在り続けましょう。 
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「祈り」 

                                濱崎 宗一  

  

 教会に通い始める前、「祈り」「祈る」という言葉は、『神に良い結果を得られるよ

う請い願う』また『心からそうなるように希望する』という意味だと理解していまし

た。 

 その後、教会のミサの中で「回心の祈り」「主の祈り」と接し、聖書を読むことと

同様に「祈り」は大切なつとめだということを知りました。「祈り」「祈る」というの

はどのような意義を持つのかと考えました。「祈」は、その文字の成り立ちから言い

ますと、示すという偏が「神という意味」を、斤（きん）という旁（つくり）が「願

うという意味」を持っていますので、「祈り」が神に願いを求めるという使われ方を

するのは当然だといえます。 

 教会での「祈り」はそれだけではないと分かりました。賛美、感謝、悔い改めも「祈

り」が本質だと知ったのです。しかし、本当の意味で「祈り」を理解したわけではあ

りませんでした。そこで出会ったのが、「大阪カトリック時報」の記事に掲載されて

いた、聖書を岩手県気仙沼地方の言葉で翻訳した山浦医師の言葉です。『「祈りは神の

声に心を澄まし、神様がこの自分をどのようなツールとしてお使いになろうとしてい

らっしゃるかを聴くということです」という意味です』と述べておられます。日常生

活では、様々な雑事に取り巻かれていますが、その中で「祈り」神の言葉を静聴する

必要があるのだと思いました。そして自分が神のツールとして何をすればよいのかを

考えることが「祈り」の大切な側面だと分かりました。「祈り」が嘆願するというだ

けではなく、日々起こっている出来事の前で正直にそして謙虚に神の声を聴き、自分

がその意志に沿うためのはたらきをしているかを知ることが「祈り」なのだと気付き

ました。 

 春の到来とともに四旬節を迎えます。主のご復活をお祝いするための準備期間、神

の言葉を聴いて、自分の生活を振り返り、神と一致した生き方をしているかという思

いと行いを生み出すための「祈り」ができればと考えています。 
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鈴蘭台に教会が無かった昔話 

                                   吉武 哲生  

  

昭和 30年代後半、鈴蘭台に信者が急増した。（約 40名）「場所があれば、下山手教

会から月に 2回ミサに行くことができる」とのことで、鈴蘭台公民館の使用を申し込

みに行った。ところが「公民館を特定の宗教団体の活動のために、定期的にお貸しす

ることは難しい」と言われた。 

そこで「定期的に月 2 回と決めても、その日時に地域で急な用件が生じた場合に

は、そちらが優先して使用する」という条件付きで公民館の使用を認めてもらって月

2回のミサが可能となった。其の後、急なキャンセルは 2回ほどあったが対応してい

た。ところが或年の子供のクリスマス会を、公民館で予定していたところ、直前の日

に、地域の急ぎの会合のために公民館の使用がキャンセルとなってしまった。 

今回ばかりは成す術がなかった。中止か変更を検討しているとき、思わぬ人から電

話があった。それは我が家の裏の丘の上にある末広稲荷神社の「田畑みよ」という女

性神主さんからであった。一体何事かと思う間もなく、「吉武さん、明日の公民館で

の子供さん達のクリスマス会ができなくなったんでしょ、どこか他の場所あります

か」、「いいえ無くて困り果てているんです」。「それでしたら、こちらの神社の結婚式

場の末広会館が空いていますから、よろしければ使って下さっていいですよ」・・・

私はこの田畑さんの電話に驚いた。田畑さんは古くから地元に住んでおられ、顔の知

られた方であったが、神主さんがどうして教会の子供のクリスマス会の事情を知った

のか不思議なことであるが、いとも気軽に会場を提供して下さったのには更に驚きで

あった。「それはまことにありがたいことです。是非ともお願いします。」私は感動を

もって答えた。 

翌日のクリスマス会は稲荷神社に会場を移して無事に楽しく開くことができた。 

そこには、下山手教会のベロー神父様と末広稲荷神社の田畑みよ神主様の笑顔もあっ

た(・・・・・次号に続く)。 
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ベロー神父様 本当に有難う 

                                   田淵 丈雄  

  

 昭和 38 年に入るや日本経済は高度成長が本格化し、神戸電鉄の分岐点である鈴蘭

台は人口増が著しく、北神・西神地区に居住者が激増し、教会建設の要望が強くなっ

た。 

 ベロー神父様はそれに呼応して教会建設に力を入れられた。早朝から夜遅くまで布

教、資金作りにダンボール紙・缶集めに睡眠時間を削って働いて下さった。当然、信

徒も協力して盛り上げていった。大阪司教区の司教様、所属のパリミッション会へも

資金協力を要請していただきました。ご出生地のフランスの親戚・友人・知人にも要

請して下さった。ご自分の食事・衣類までも節約された。それこそ、汗と血を流して

取り組んでいただきました。教会完成後は、30余年ご在任中、備品整備と全ての事務

用品を大切に使われ、再利用もされた。その代わりに必要なものには出費を惜しまれ

なかった。ご帰国が近づいて、40 年近く着用されていた濃紺のぼろぼろですり切れ

た背広を買い替えられた。これは婦人会の方々の強い要請からであった。 

 鈴蘭台教会ご在任中は「節約」のご生活であった。それでいて、庭に来る雀には米

を与えておられ、現代版〝小林一茶”であった。 

 不本意ながら、母国に帰国され、南フランスで静かに祈る生活をなさっておられる

とお聞きしております。本当に有難うございました。信徒一同で血と汗で築いて下さ

った、このカトリック鈴蘭台教会を守り、発展させてまいる所存でございます。どう

ぞお元気でお過ごし下さいませ。  
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クリスマスの「馬小屋」について 

                                小畑 裕之 

   

 主イエスは、馬小屋でお生まれになったとよく言われる。キリスト降誕を主題とし

た西洋の絵画でも、馬小屋らしきところに聖母子が描かれており、その横や後ろに牛

や驢馬などの動物も書き込まれていることが多い。 

 さて、ご存知のように、ルカ福音書 2章

にイエスの降誕物語がある。その 6-7節に

「ところが、彼らがベツレヘムにいるうち

に、マリアは月が満ちて、初めての子を産

み、布にくるんで飼い葉桶に寝かせた。宿

屋には彼らの泊まる場所がなかったから

である」と記されているが、馬や牛、驢馬

などの動物はどこにも出てこない。馬小屋

や家畜小屋もない。ただ「飼い葉桶」は動

物がいたことを暗示する。しかし、牛や驢

馬はともかく馬はいなかったと考えられる。古代イスラエルでは、馬は主に戦車を牽

引する軍用動物であって、普通の家で飼育することはほとんどなかったらしい。それ

に対し、牛や驢馬は農耕や運搬に広く用いられており、住居に隣接した場所で飼育さ

れていた。従って、聖書は明確に述べていないが、聖家族の近くに牛や驢馬がいたこ

とは十分ありうる。 

 それでは、イエスが家畜小屋で生まれ、そこには牛や驢馬がいたという話はどこか

ら来たのか。それは『偽マタイ福音書』（5～8世紀、諸説あり）という新約外典の記

述がもとになっている。そこでは、「マリアはイエスを洞窟で出産し、その後、洞窟

から家畜小屋に入った。飼い葉桶に寝かされたイエスを見た牛と驢馬はイエスをあが

めた」と書かれている。この箇所が多くのキリスト降誕絵画にインスピレーションを

与えたと思われる。 

 また、『偽マタイ福音書』より古い時代、教父ユスティノス（100？～165？） 

は、「イエスは洞窟で生まれた」と書いており、オリゲネス（185？～254？）も同様

に述べている。おそらく当時、そのような伝承がキリスト教会に流布していたのであ

ろう。では、洞窟と家畜小屋はどのように結びつくのであろうか。 

 2017 年秋、私は聖地イスラエルを訪れる機会に恵まれ、多くの古代遺跡を見るこ

とができた。その際、私が特に興味を覚えたのは、ナザレやガリラヤ湖畔で発見され

た、古代の住居の遺跡だった。中には、当時の状態に復元したものもあった。それら

の住居は石造りであるが、おそろしく粗末な小屋で、屋根は草葺 （と言っても草を

掛けただけ）であった。生活空間は一間かせいぜい二間しかないものがほとんどだが、
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なかには奥の間のある住居もあった。奥の間というと立派に聞こえるが、それはなん

と洞窟なのである。イスラエルではカルスト地形が広く分布し、数えきれない洞窟が

ある。人々はその横穴の前に家を建て、奥の間として取り込んだ。そこには通常かな

りの奥行と広さがあり、冬温かく夏涼し

い快適な場所だった。奥の間は住居や倉

庫などに利用されたが、家畜小屋として

も使われたことが分かっている。 

 

 以上を踏まえると、ルカ福音書 2章 6-

7 節は次のように読める。まず「宿屋」

と訳されている言葉は、ギリシャ語

katalymaで「泊るところ」を意味してい

るに過ぎず、今でいう旅館やホテルのことではない。ユダの山村ベツレヘムにそんな

ものがあったとは考えにくい。おそらくヨゼフとマリアは泊めてもらうため、親戚の

家を訪れたのであろう。しかし、その家は一間か二間しかなく、そこは家人たちの生

活空間だったので、空いたスペースはなかった。結局、彼らは奥の間を使わせてもら

えることになった。その奥の間には人が暮らす場所のほか、家畜小屋があり、そこに

牛や驢馬がいた。その後「マリアは月が満ちて、初めての子を産み、布にくるんで飼

い葉桶に寝かせた」のである。彼らは動物たちが発する熱もあり、比較的暖かく過ご

すことができた。そこは、十分な暖房設備のない時代、新生児が過ごすのには適した

場所だった。現代の私たちは「家畜小屋なんて不潔で悪臭に満ちた最低の生活環境」

と考えてしまうのだが。 

 

 最後に、日本ではなぜ「イエスは馬小屋で

生まれた」と言われるのであろうか。それは、

おそらく「家畜小屋」を表す英語 stableの

意味の取り違えなのだ。stable には「馬小

屋」の意味もあるので誤訳とは言えない。キ

リスト教的知識の乏しい日本で、「家畜小屋」

をイメージすることは難しい。それよりも

「馬小屋」の方が具体的で分かりやすいの

で、こちらが選ばれ定着したと考えられる。 

 

 「聖地は第五の福音書である」と言われることがある。それは、聖地の自然や歴史、

文化に触れ、新たな眼で福音書を読み直すことができるからである。 
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サンティアゴの道（ Camino de Santiago ）の巡礼記      

                                      崔 鍾植  

   

 2017 年 8 月 9 日から 9 月 12 日まで 36 日間スペインのサンティアゴの道（約 800

キロ、以下、カミーノ）を巡礼した。この巡礼路の歴史は 1千年と云われており世界

遺産にも登録されている。カミーノのゴール地点であるスペインのサンティアゴ・デ・

コンポステーラはエルサレム、ローマに並ぶキリスト教の３大巡礼地の一つである。

この道はイエス様のお弟子の聖ヤコブの伝説から始まっており、全盛期の 12 世紀は

年間 50 万人の巡礼者がこの地を訪れたそうで、昨年も約 30 万人が歩いた。   

 

                                     

私は家内と一緒に最も巡礼者が多く集まる「フランスの道」を歩いた。フランスと

スペインの国境近くにあるサン・ジャン・ピエド・ポル（St. Jean-Pied-Port）とい

う街から歩き出し、ピレネー山脈を超えて 36 日間ひたすら西側に黙々と歩き切って

聖地のサンチアゴ・デ・コンポステーラ（Santiago de Compostela）に無事辿り着く

ことができた。 
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事前の歩きの練習も十分できず、たちまち長い巡礼路を完走できたことは、もっぱ

ら神様からの御恵みに守られてこそ可能なことだった。かつてからこの道は、神様か

らの御恵みが溢れている奇跡の道であると言われてきた。途中数多くの素晴らしい教

会を巡礼しながら、ときには面白かったり楽しかった

り苦しかったりした様々な思い出が多かったが、こち

らでは、その中でも私達を助けてくれた二人の助っ人

の話をご紹介させて頂きたい。 

 

一番目の助っ人。ある日、家内がトレキングに欠か

せない可愛がっていた帽子を途中の何処かで落とし

てしまい、それに気付いたのは大分時間が経ってから

であった。もう運が良くて後ろを歩いてくる誰かがそ

の帽子を拾って届けてもらうことを祈るしかなかっ

たが、幸いにもその祈の通りに帽子は無事家内の元に

戻ってきた。若くて優しいイタリア人女性の巡礼者で

あった。これがあった何日かの後、なんと今度は私達が一つの帽子を拾って落とした

若い巡礼者にお返しする出来事があった。 

 

二番目の助っ人。私はいつも腰ポーチをして歩いたがその中にはパスポートや現金

など貴重品が入っていた。ある日、道端の野原で用を済ませたのだが、下ろしたポー

チをよこに置いたまま歩き出してしまい、2キロ程度離れた村の宿に入ってからやっ

と気が付いた。走って戻ってみるしかなかったが、ち

ょうど隣の bar にいた一人の村人が自分の車を走らせ

てくれた。落とした場所に行ってみたところ、幸いに

もポーチはそのままちゃんと置いてあった。帰りの車

の中でその優しかった村人に何度も感謝のお礼を言っ

たが英語も通じなかったので身振り手振りで表現する

しかなかった。名前も聞いてなかったがその純朴な村

人の喜ぶ黒い顔が忘れられない。  

        

カミーノを歩けたこと自体が神様からの大きな御恵

みだった。健康に歩けるうちに今度はゆっくりと道を

吟味しながらもう一度行ってみたいと願うばかりである。 
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ベロー神父様が伝えようとされた事（地球温暖化について） 

                                     西山 泰義  

  

2018年 11月 11日のカトリック新聞に 

「世界 5 大陸の司教協議会を代表する 6 名の司教が国際社会に向けて気候変動に対

する緊急の行動を呼びかける共同声明に署名した」という記事が掲載されました。 

話しは 10 年以上前にさかのぼりますが、長年鈴蘭台教会で布教活動にあたられた

ロジェ・ベロー神父様（以下ベロー神父といいます）が、日曜日のミサの中で星空の

話や宇宙の話をよくされていたことを思い出します。 

当時私は、天文学好きのロマンチックな神父様が居られる程度の認識しか持ってい

ませんでした。しかし、フランスへ帰られる間際の説教（2011～2012年頃）では、い

ま世界で問題になっている地球温暖化とそれが及ぼす影響について詳しく語られて

いました。ベロー神父は、科学雑誌ニュートンの愛読者でもあり、自然科学に造詣の

深い方だったのです。 

神父がミサの中で伝えようとされていた事を、その当時どれだけ真剣に聞き、理解

していたかと問われると自信がありません。 

しかし、火だねのようなものを自分の心の中に残して貰ったと思っています。 

 いま私は、神戸市シルバーカレッジ（中高齢者の再教育施設）の生活環境コースに

席を置いていて、この機会に、ベロー神父の話しを再現する形で、地球温暖化が抱え

る問題点を、各種資料をもとに書いてみました。 

 

今の文明は化石（燃料）文明である 

 今の文明はそのエネルギーの源を地球が長い間かかって作ってきた石炭・石油・天

然ガス等の化石燃料に依存しており、いわば現在は化石文明の時代と言えると思いま

す。 

 

温室効果ガスと地球温暖化 

 18 世紀の産業革命以後およそ 260 年に亘り、世界はこれらの化石燃料をふんだん

に使用し、経済発展を成し遂げ、その結果二酸化炭素などの温室効果ガスが増え、地

球が温暖化する結果となりました。 

                   

温暖化が地球の気候に与える影響 

 統計によると、世界の平均気温はここ 100 年の間におよそ 1 度Ⅽ上昇しています。

地球は陸地が 3割、海が 7割の比率で、余分な熱は海洋に吸収されて来ましたが、最

近では海水温が上昇し、逆に海が陸地の気候へ影響を与える様になって来ました。 
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異常気象と温暖化の関係 

 地球の気候は人間活動による温暖化が無くても常に自然に変動していて、数十年に

一度の大型台風や世界的な熱波、大規模な乾燥等異常気象に見舞われてきました。 

 しかし、最近になって、異常気象の程度が激しくなったり、頻繁にこのような現象

が起こるようになってきており、その原因が地球の温暖化による事が明らかになって

来ました。地球の気候は人類が経験したことがない領域へ移りつつあるようです。 

 

経済発展と資源の枯渇 

 最近「エコノミーからエコロジーへ」とか「脱炭素社会」という言葉が聞かれるよ

うになり、太陽光発電や風力発電など、再生可能エネルギーへの転換が進められてい

ます。しかし化石燃料に依存する割合はまだまだ高く、日本でも石油、石炭、天然ガ

スの輸入は年間およそ 25兆円で国家予算の 25％に相当しています。現代文明を支え

る化石燃料は永遠に存在するものではなく、使う事によって減少し、やがて枯渇して

しまう有限の地球資源なのです。 

 

地球環境を将来世代に引き継ごう 

 私たちの住む地球は奇跡の星と呼ばれています。太陽からの距離が生命を育むのに

適していて、空気や水があります。また日本には四季があります。素晴らしい地球環

境は神様からの贈り物で、この中で私たちは生かされているのだと思います。長い地

球の時間軸に比べ、個々の人間に与えられた持ち時間は極めて短く、我々は地球の一

時的な借家人に過ぎないという見方もあります。 僅か 300 年足らずの化石文明が地

球環境を壊すことがないよう、今を生きる人々は、住み良い地球を将来世代に引き継

いでゆく責任を負っているのです。 

             

温暖化防止の世界の取り組み 

 2020 年以降の地球温暖化対策の国際的な枠組みを定めた「パリ協定」の実施ルー

ルを決めるための会議（気候変動枠組み条約第 24 回締約国会議＝ＣＯＰ24）が昨年

12 月ポーランドで開かれました。冒頭のカトリック新聞の記事はその時世界各国の

政府指導者に充てた声明文です。その会議に先立つこと 2か月、日本では大気中の温

室効果ガスを観測する人工衛星「いぶき 2号」が種子島宇宙センターから打ち上げら

れました。これは運用中の衛星「いぶき」の後継機で、大気中の二酸化炭素やメタン

などの濃度をいぶきの 7～8倍高い精度で測る事の出来る画期的な衛星です。 

 

おわりに 

 ここ数年間の気象の変化とシルバーカレッジでの講義の内容とを併せて考えた時、 

ベロー神父は住み良い地球環境を次の世代やずっと先の世代まで送り届けようとさ 

れていた事に気付づかされました。 
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 世界は今、地球温暖化防止に真剣に取り組み始めています。私たちはこれらの活動

に注目し、力強く支援してゆくことによって、将来世代に負の遺産を残さないよう努

めなければならないと思います。 

 

参考文献：必然の選択（河宮信郎著）、地球環境科学（今井清康著）、 

         西日本大震災に備えよ（鎌田浩毅著）、カトリック新聞、 

読売新聞（2018．10．30）ローマクラブ・成長の限界 
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復刻版発行にあたって           

 萬崎 坑三 

 

教会誌「すずらん」が 30 数年振りに復活しました。当時、ベロー神父様が中心に

なって作られたと聞いております。この懐かしい教会誌復刻版を是非、お読み下さい

ませ。又、発行に当たって、記事の執筆、編集、印刷に協力していただいた方々に厚

く感謝いたします。次号はクリスマス号を予定しております。女性の方や、子どもた

ちにも記事をお願いする予定です。ご期待ください。                                          
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石垣の如く、互いに手を組み 青空に向かってそ

びえる十字架のように 愛・奉仕・宣教に努めます 

       

 


