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キリストの平和

主任司祭 内藤 聡 

 教皇ヨハネ・パウロ 2 世は、１９８１年に来日し、被爆地の広

島を訪れたときに、「平和アピール」を打ち出しました。「戦争は

人間のしわざである」ことを明言し、「過去を振り返ることは、将

来に対する責任を担うことである」と訴えました。「日本カトリッ

ク平和旬間」は、ヨハネ・パウロ 2世のこの呼びかけにこたえて定められたもので、翌１９８２

年から毎年行われています。 

 平和旬間は、広島に原爆が投下された８月６日から始まり、長崎に原爆が落とされた９日を経

て、終戦の日である８月１５日まで続きます。この間、広島、長崎は言うまでもなく、各地で平

和のためのさまざまな集いがおこなわれます。 

その中で１９４５年に長崎で撮影された「焼き場に立つ少年」の写真が、昨年オッセルバトー

レ・ロマーノ紙に掲載されました。これに深く感銘を受けた教皇フランシスコは、その写真をカ

ードにし、２０１７年１２月にバチカン関係者に配布されました。カードの裏面には「戦争がも

たらすもの（il frutto della guerra）」というタイトルがつけられ、写真の説明と「この少年

の悲しみは、血がにじむほど固く結ばれた唇に表れています」というコメントが書かれています。 

 日本のカトリック教会でも、このカードに込められた教皇様の意向をくみ、教皇庁国務省及び

著作権者の承認を得たうえで日本語版のカードが作成されました。 

この８月は改めて私たちも真の平和について考え祈る月としていきたいものだと思います。 

 その中で聖書、そしてキリスト教における「平和」とはどのような意味なのでしょうかそれは、

単に戦争のない状態を意味するものではありません。次のパウロの言葉は、平和がどのようなも

のであるのか示唆しています。「神は無秩序の神ではなく、平和の神だからです。」（一コリント

14・33） これは、パウロが集会において秩序と順番が保たれるように命じた際に、その根拠と

して述べている言葉です。ここでは、「平和」の反対語は「争い」や「戦争」ではなく、「無秩序」

と言われています。「無秩序」とは、「混沌」、「空虚」、「意味のないこと」、「中身のないこと」と

いった意味です。したがって、「平和」とは、中身があって、しかも秩序正しく、その中でそれ

ぞれの存在の持つ意味が完全に実現されている状態と言えるでしょう。今の世界を見てそれがど

こまで実現しているでしょうか？ 
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 このような平和の実現をわたしたちは目指しています。たしかにそれは時間のかかる歩みかも

知れません。現実の世界に目を向けると、それは実現不可能なことのようにも感じられることで

しょう。しかし、わたしたちはキリストの十字架の力によってこの平和が実現しうると固く信じ

ています。この信仰に力づけられて、わたしたちも自分自身の十字架を担って、平和のために尽

力したいと思います。 

～堅信式～ 

堅信の秘跡を授かって 

田形 初美 

 去る６月１７日、私達１３名は富士吉田教会におい

て梅村昌弘司教様より堅信の秘跡を授けて頂きました。 

 私達は各自の年齢も小学生から７０代までと幅広い

ものでしたが、４月より Sr.里脇様のご指導のもと、堅

信への学習と準備を進めて当日を迎えるに至りました。

Sr.里脇様はその対象が幅広いにも関わらず、わかりや

すく、かつ適確に堅信までの道のりを導いて下さいま

した。 

 洗礼によって神の子とされ、聖体によって信仰を養ってきた私達は、この堅信の秘跡によって

聖霊の力と賜物を頂き、信仰を生きるお恵み（それは今後イエス様の使徒として、共同体と共に

生きてゆく力と責任）を授かりました。それぞれが置かれた場所で、それぞれの信仰の実を結ぶ

べく努力せねばと、心を新たにすることが出来た次第です。ここまで私たちを導いて下さった内

藤神父様、Sr.里脇様、代父、代母の皆様、そして何より私達のためにお祈り下さり、ご尽力下

さいました教会共同体の皆様に心より感謝致しております。 

本当にありがとうございました。今後共、未熟な私達を教会共同体の一員として、ご指導して

頂ければ幸いです。“神に感謝！” 

 ここからは蛇足ですが、４月初旬私の堅信をご心配下さった教会委員の東海林さんが電話を下

さいました。 

「田形さん、堅信受けた？」 

「健診？、そんなの何年も受けてないわよ」 

「その健診じゃなくて」…………。 

 こんな私でも、神様は見捨てる事なく救って下さったのです。吉田教会の皆様は正にイエス様

からの使徒だと実感致しました。私も毎日、誰かのために生きようと思います。 

・イエス様マリア様と一緒に

小佐野真彩 

私は、４月から中学生になりました。部活やテストがあって堅信の勉強にあまり参加できませ

んでした。シスターは、そんな私のために勉強の時間をつくってくれました。代母の江守さんは

私のいない時も勉強会に出てくれたそうです。私が堅信を受けられたのは特に二人のお陰です。 

ありがとうございました。 
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私はこれまで、教会で、沢山のことを教えてもらいました。神様を信じる、人に親切にする、

ありがとうやごめんなさいをきちんと言う。どれも大切なことだとおもいます。私が通っている

富士学苑は仏教の学校です。月曜日の朝には般若心経を唱えます。座禅も組みました。仏教のこ

とはまだ、わからないですが、きっと良い所があるのだと思います。だから、そうゆうところは

取り入れてゆきたいです。でも、私は、カトリックの信者なのでイエス様やマリア様といつも一

緒にいられるように生活してゆきたいと思います。 

・うれしいことがたくさんあった日

宮下みき 

６月１７日は、教会でみんなの前でいろいろやったけどとても緊張しました。１７日はめったに

会えない司教様も来たので嬉しかったです。その後にパーティもやったので楽しかったです。コ

ーラなどのジュースを飲めて、美味しい食べ物も食べられたので良かったです。おみやげも、も

らえたので、うれしかったです。その後に家でもいいことがあったので良い 1日になれたと思い

ます。教会でも家でも嬉しいことがあったので良かったです。 

・うれしい日

小佐野天翔 

けん信式の日は一日中嬉しかったです。朝教会へ行ったら一番最初にシスター里脇が[おめで

とう]と言ってくれました。それから神父様やふくちゃんや色んな人が言ってくれました。プレ

ゼントもたくさんもらいました。きれいな花やカードやけん玉、本ももらいました。ぼくがその

中で一番カッコいいと思ったのは金のイエス様です。最初は玄関にかざりました。でも、カッコ

いいから宝物の袋にいれることにしました。ぼくはお祈りや神様のことを忘れてしまうことがあ

るから、毎日ふくろを開けて思い出せるように、こうするのがいいと考えました。 

あと、教会のぼくの名前のルカにガブリエルをつけてもらったことも、うれしいです。ぼくは、

ずっとガブリエルが好きなのでガブリエルみたいに、かっこよくなれるように、がんばりたいと

おもいます。  

楽しい１日 

６月１７日 宮下輝美 

６月１７日、今日は、大切な式があります。しっかりとした態度で、望みたいです。 

 今日は、人生に、めったに合わない人に会いました。かなり緊張しました。でも、そんな気持

ちの中に、楽しみ！という気持ちもありました。おしゃれがしたかったので、つめがきれいに見

えるネイル、シヤリング、ネックレスもつけていました。大切な式は、長かったのですが、それ

も、自分のためだと思うと、短いものでした。 

その後のパーティは、集合写真を撮りました。 

そして、美味しいご飯を食べて、パーティが終わると、小松さん、アケロンくん、未輝と、バド

ミントンをしました。とても楽しい１日になりました。

～サマーキャンプ～ 

２０１８年７月１５日（日）年間第１５主日 国際ミサ 
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 左から内藤神父・コス神父・チェ助祭（横浜教区）・渡辺神父

（ドミニコ会）この後、内藤神父とチェ助祭はサマーキャンプに

参加されました。 

2018 年 サマーキャンプ 

曾根美香 

７月１５，１６日の二日間サレジアンシスターズ山中修道院をお借りし、日曜学校サマーキャン

プが行われました。 

 たっくん（大野リーダー）制作のプロかと思う仕上がりのオープニング映像でキャンプの説明

を受け、自分のニックネームを書いた紙を見せながら自己紹介をしました。その後おいしいお弁

当をルルドのマリア様の前でいただき、少し休憩してから散歩に行きました。 

神さまの過剰なほど（？）のお恵みのお天気に躊躇しましたが決行。結果しゅうすいやさんから

いただいたたくさんのエサを白鳥や鯉にあげることができました。帰ってからのスイカ割り、見

事命中！おいしくいただきました。お楽しみの水遊びではバケツ１杯かけられても気持ちがいい

と思うくらい白熱した戦い（？）でした。しょうちゃん（東海林さん）の写真かと思うほど丁寧

に仕上げられた紙芝居はとても感動しました。シスターの愛情こもった夕食をいただき、暗くな

るのを待ってからの花火大会、みんなが満足出来るほど準備された花火で闇夜を美しく照らしま

した。ボナノッテで読んだ『ひび割れ壷と少年』の話から何かを感じ取っていただけたでしょう

か？消灯の時間になり、シスターが運んでくれた布団でぐっすり眠り（寝られない人も何人かい

たようですが・・・）ました。 

 翌日はラジオ体操からはじまり、はーちゃん（はるかちゃん）のみえるもの見えないものの話

を聞いて考えさせられました。朝食後、たまちゃん（たまちゃん）とたっくんによる素敵な手作

り大判『みことばカルタ』をして楽しみました。カルタなのに運動した後のような汗をかき、り

んごちゃん（東海林美佐子さん）とまゆみちゃん（小佐野まゆみさん）が準備してくれたアイス

は本当においしかったです。お聖堂で最後の会をしましたが、みんな今回のテーマ“神様に笑顔

のプレゼント”ができたと思います。 

このキャンプを開催するにあたりリーダー方のアイ

デアと努力に本当に感謝します。またお忙しい中一緒

にキャンプに参加してくださったさとにい（内藤神父

様）、げんちゃん（チェ助祭様）と信者の皆様方、そ

して保護者の方々、本当にありがとうございました。 

 西日本を見れば、神様の試練に笑顔が消えてしまっ

た地域もある中、私たちは本当に神様に見守られなが

ら毎日を生かしていただいていることを喜びの中で

感じ取ることができたキャンプでした。 

サマーキャンプをふりかえって

２年 曾根 愛華 

キャンプで一番楽しかったことは、はるかちゃんのお話で、次に楽しかったことは散歩でした。 
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大人も子供もみんなで笑えたことはよかった。普段話さない人と話せた。 

夜は深い話し合いができてよかった。しかしちょっとうるさかった。 

平成３０年西日本豪雨災害 緊急募金のお知らせ 

７月２０日現在、２２５名の死者、未だ行方不明１３名という甚大な被害をもたらした豪雨災

害。この酷暑の中、厳しい復旧作業が進められています。 

カリタスジャパンでは、災害緊急募金の呼びかけが始まり、集まった募金は被災地教区と連携

して推進する救援活動のために活用されます。富士吉田教会でも、主日のミサの折に募金箱を設

置。カリタスジャパンに全額寄付し、復興の一助としていただきます。（募金箱設置は８月１２

日（日）までとさせていただきます。） 

ご協力よろしくお願いいたします。           愛を証しする共同体チーム、財務 

教会委員会記録 

７月１日 

１．７～８月の典礼（こよみ参照） 

２．９月２日（日）教会委員会・婦人部会（９月１６日予定、敬老会打合せ） 

３．９月１７日（月）一粒会大会 聖セシリア学園 参加費２,０００円（山梨２１名） 

４．９月２２日（土）小さき花幼稚園運動会 代休２５日（月） 

（その他：７月２８日～８月末、保育室とトイレ改修・新年度２才児受入れ） 

５．７月２９日（日）山梨地区宣教司牧委員会後、懇親会：華の舞１７時～ 

６．７月１５日・１６日、日曜学校キャンプのタイムケジュール及び注意点等の連絡 

７．富士五湖ダルクを支援する会：運営委員１５名、更に会への理解と新会員入会協力依頼 

８．財務：新年度予算９月末、（主に修繕費見積予算計上）１０月教会委員会に報告・承認予定 

教会記録 

洗礼 ７月２２日 おめでとうございます。 

◎ マリア ミカエラ 田形
た が た

唯
ゆい

 さん 

◎ マリア ラファエラ 田形
た が た

ゆめの さん 

◎ アシジのフランシスコ 遠藤
えんどう

楓
ふう

仁
と

君 

帰天  天国でのやすらかな日々をお祈りいたします。 

◎ マリア アンナ 松口
まつぐち

清
きよ

江
え

さん（７月１６日） 

◎ フランシスコ ザベリオ 田村
た む ら

豊作
とよさく

 さん（７月２１日） 
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こ よ み 

８月 

２日（木）ポーランドからの巡礼団（２５名） ミサ１０：００ 

３日（金）初金曜日 ロザリオ１０：００ ミサ１０：３０ 

４日（土）～９日（木）内藤神父様不在 

５日（日）年間第１８主日 ミサ９：３０ 神父様不在のため集会祭儀 

（聖堂清掃は河口湖・都留地区） 

６日（月）主の変容（祝日）日本カトリック平和旬間（１５日まで） 

８日（水）手芸会 ９：３０ 

１０日（金）聖ラウレンチオ助祭殉教者（祝日） 

１１日（土）聖歌練習はお休みです
１２日（日）年間第１９主日 ミサ９：３０  

（聖堂清掃は河口湖・吉田地区） 

１４日（火）聖マキシミリアノ・マリア・コルベ司祭殉教者（記念） 

内藤神父様、霊名記念日おめでとうございます！ 

１５日（水）聖母の被昇天（祭日）ミサ１０：００ 

１９日（日）年間第２０主日 国際ミサ９：３０ 

（聖堂掃除はインターナショナル・山中・忍野地区） 

２４日（金）聖バルトロマイ使徒（祝日） 

２６日（日）年間第２１主日 ミサ９：３０  

（聖堂掃除は吉田地区） 

２８日（火）～３０日（木）内藤神父様、司祭大会出席のため不在 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

イタリア語教室 月曜１０：００（２７日）

８月、教会委員会・日曜学校・聖書勉強会はお休みです。  

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

９月 

２日（日）年間第２２主日 ミサ９：３０ 教会委員会 婦人部会 

被造物を大切にする世界祈願日 

７日（金）初金曜日 ロザリオ１０：００ ミサ１０：３０

８月のミサ奉仕 

月日 先唱 聖体奉仕者 侍者 第１朗読 第２朗読 歌伴奏 

５ 東海林義夫 山本一孝 一雄 福永好雄 宮本禮子 シスター

１２ 江守香代子 栗原今朝夫 天翔 渡辺幹雄 小山田匡宏 シスター

１９ 東海林美佐子 － 正人 英語 シスター

２６ 東海林美佐子 東海林義夫 一雄 山本一孝 相沢千代子 シスター


