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「もはや二人ではなく一体（ ）である」マタイ19・6

■結婚感謝の集い
日　時：２００６年１１月５日（日）１５：００
場　所：聖イグナチオ教会　主聖堂
懇親会：１６：００　ヨセフホール
■七五三祝福式
日　時：２００６年１１月１９日（日）１５：００
場　所：聖イグナチオ教会　主聖堂

ご意見・ご感想は one@ignatius.gr.jp

サトゥルニーノ・オチョア

何年か前のことですが、ある結婚セミナーで生
涯愛と忠実をテーマにかなり活発な分かち合いが
行われました。5、6組の出席者だったと思います
が、それぞれ自分の意見を述べ、他のメンバーの
発言に感動を共にしていました。言うまでもなく、
誓いの言葉の中で「生涯」という語は特別に注目
されます。「心を決めているつもりですが、やはり
怖いという気持ちもある･･･」のような発言、また
「かつて生涯はおよそ30年くらいだったのですが、
現在は平均的にその倍に近いかもしれない」のコ
メントもあった。さらにもうひとりの方は「私に
とって“生涯”の意味は“あなたの側で年をとり
たい”という意味です」。隣の女性は「あなたの側
で美しく年をとりたい」と付け加えました。
そして次の男性は困ったような顔をしながら「ちょっ
とお聞きしたいのですが、生涯とは一体いつまでで
すか」。私たちは皆笑ったのですが、彼は「いやい

や真面目な話ですよ。生涯と誓ってどれ位でしょ
うか」。ヘルパーのひとりは、昔の誓いの言葉は、
生涯のかわりに死別という言葉が使われていたと
説明した。そして「私にとって短すぎると思いま
す」と穏やかな声で言いました。もう笑い声は聞
こえませんでした。不思議にもその人の気持ちが
皆に浸透したかのようだった。シンとした私たち
が彼の静かな声に耳を奪われてしまった。そして
他の人が「私は信者でもないし、今のところなる
つもりもありませんが、永遠の命という教えに強
く惹かれています。結婚の時、その心を持って
“生涯”を誓いたい」。彼の側に座っていた女性は
嬉しそうに顔を赤らめた。
確かに「生涯」は長い。しかしこの世界でたっ
たひとりの人との出会い、一生を共に過ごしたい
との結婚の決意。これこそ赤い糸で結ばれた相手
との絆を感じます。ですから生涯も一年一年の積
み重ね、そこには順境の時や逆境
の時があり、日常生活の中で、
軌道を修正しながら共に歩
むことの難しさを乗り越え
て、人生の最後の日「君
（あなた）と結婚してよかっ
た」の言葉を聞きたいもの
です。

「絆」とは何でしょう？一般的には、「家族・友人など

の結びつきを、離れがたくつなぎとめているもの」と解

釈されます。でも、ちょっと待ってください。絆の項目

に「絆
ほだ

し」という言葉が辞書に掲載されています。こち

らの意味は、「人情にひかされて物事を行う妨げとなる

もの。自由を束縛するもの」という定義になっていると

思います。

互いに束縛するのではなく、双方のベクトルが相手の

方に向いているでしょうか？ここで改めて再考してみる

のも良い機会かもしれません。

あなたにとっての「家族の絆」は何でしょうか？
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「どこかで、つながっている感じ･･･」「みんなとつながって
いる･･･」どこかの携帯電話のキャッチフレーズではないけれ
ど･･･。今の世の中、電波で誰かとどこかでつながっていると
錯覚している。どこか、薄っぺらな人間関係。こんな中で、本
当に誰かと確かな「ＫＩＺＵＮＡ」ができるのだろうか。こう
言っている自分でさえ、今や携帯電話なしで生活できるのか！
電波の届かない山の中や電源を切らなければならない病院な
ど、誰かから連絡が来たらという不安に襲われることがある。
便利だからといってどんどん人は何か大切なものを捨ててきた
のではないだろうか。本当に必要な人間としての関係（絆）を
忘れてきてはいないだろうか。今一度、人と人との関係を見つめ直してみなければいけないと思う。それに
は一番身近に家族がいる。「オギャア！」と生まれて娘はもう12才。早いものだ。インスタントで育ったので
はないから、12年という歳月がかかったことになる。
この間にはアパートでの生活、幼稚園入園、小学校入学と同時に新居への転居、職場の異動、父の入院

（脳梗塞で倒れ未だにリハビリ中）、中学受験への取り組み、突然の母の死去、中学への入学など、山あり谷
ありようやくここまで来た。
とにかく家族みんなで共に喜び、悩み、励まし、悲しみ、また喜びを分かち合い、年月を重ねてきた。そ
れにこれまで経験してきた様々な出来事に出会った時に感じた数々の思い。これが家族の「ＫＩＺＵＮＡ
（絆）」にとっての大切な養分なのかなあと思う。

私たちは、聖イグナチオ教会で粟本神父様のもとで結婚セミ
ナーを受け、結婚後は双子の息子たちと娘一人を授かり“私た
ちの家族”ができました。仕事を続けながらの子育てで、悪戦
苦闘、到らないことだらけの毎日でした。
でも、たくさんの方々に支えられ、助けていただき、家族を
通していろいろな人と知り合うことができたと思っています。
そんな私たち家族は、聖イグナチオ教会で洗礼を受けて７年
目になります。初めはミサに与るのもぎこちない家族でしたが、
だんだん家族そろって日曜日のミサに与ることが自然になりま
した。まだ幼く泣き出してしまうことがあった娘も、今年の春、
初聖体を迎えることが出来ました。高校を控えた息子たちは用
事が入ると、時間をずらして自分たちでミサに行くようになり
ました。これからもっと自分の時間が増えていき、それぞれの
道を進んで行くことでしょう。
日曜日の朝、家族そろって教会に行き、ミサに与ることをこ
れからも大切にしていきたいと思います。そして、目には見え
ない家族の絆も、深く強くなっていくと信じています。

1990年9月　結婚クラス修了　小倉　義男・桂子ご夫妻

1989年11月粟本神父結婚セミナー修了　坂川　健・みどりご夫妻
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「家族の絆」について結婚セミナーのテー
マになったことを記憶しています。参加者
の見解を発表したあと、カンガス神父様、
ヘルパーの皆様方にお導き頂きました。な
るほど私たちの「愛」があれば絆を深める
ことはそれほど難しいことではないと感じ
た当時を思い出します。結婚して15年が経
過し振り返ってみれば、夢と現実とのギャッ
プを感じる事柄が沢山ありました。環境の

違う場所で育った私たちが、一緒に暮らし子供を育て日々生活を営んでいく訳ですから、煩悩のかたまりで
ある私たちは「愛」とは無縁の行動、言動によりお互いを傷付けてしまった時もありました。その反面親兄
弟・子供・お互いのことなど喜怒哀楽を共有する関係になっていることにも気づきました。「家族の絆」は無
意識に深くなることは難しいですし、意識的に深くすることも出来ません、また努力して深めるものでもな
いと思います。私たちが子供を授かった時、今まで経験したことの無い幸福感と愛を感じることが出来まし
た。夫婦愛が家族愛に移行し、夫婦の関係は一変しました。なり振りかまわず育児と仕事に追われる日々を
通し、私たち夫婦は初めて「絆」を感じることができました。結婚式での「誓いの言葉」は家族の絆を深め
る教えだったのだと実感しております。

私たち夫婦は1958年（昭和33年）11月26日に結婚しました。
あと2年あまりで金婚式を迎えます。
結婚記念日には毎年写真館で記念写真を撮りました。一年目
は二人、二年目は生後4ケ月の長女を抱いたものになりました。
そして三年目には、生まれたばかりの長男が加わって4人。こ
うして段々に家族が増えて、その後に次女、三女が加わって6
人となりました。今ではこの4人の子供たちは、みんな独立し
てそれぞれの家庭を持ち、子供たちを授かり、私たち夫婦は8
人の孫たちに恵まれています。

これらの記念写真は、私たち家族の絆を証しするものとして、貴重なものであり、心の奥底にしっかり根
づいています。娘の一人は親の真似をして、自分たちの結婚記念日に家族写真を撮ることにしているようで
す。
現在私は毎月子供4人の家族あてに「井草便り」というファミリーマガジンを発行して送っています。Ａ4
判1、2枚のものですが、毎月の家族の出来事をまとめ、お誕生日を迎えた子供や孫に、お祝いのメッセージ
を送り、旅行の写真やイラストを入れてカラフルに作るのを楽しみにしています。独立した子供の家族との
心の絆を結ぶことが出来てとても良いと思います。

ヘルパー　神戸　奎四郎・静子ご夫妻

1990年11月　カンガス神父結婚セミナー修了　高橋　大介・ひとみご夫妻

特集絆



結婚セミナーのはじまり
森脇　友紀子

24年前、イエズス会の管区長の粟本神父様は、麹町（聖イグナチオ）教会主任司祭カンガス

神父様にひとつの提案をなさったと伺っている。それは宣教布教を目的として、結婚を教会で

と考えている若い方々にカトリック教会の結婚観を理解した上で、式を挙げていただくこと。

これが現在の結婚セミナーの始まりであった。

カンガス神父様のもとで受洗された何組かのご夫婦が「灯会
ともしびかい

」という名のもとに1982年秋か

ら定期的に集まり準備を重ねていた。1983年9月にカンガス、リバス、ネメシュ神父様のセミ

ナー第1回目がスタートした。当時受洗されたばかりのご夫妻と結婚前から受洗し結婚式を教

会で挙げた私共と田嶋ご夫妻に主任司祭からお声がかかり、信徒としてどのように結婚式を迎

え信徒としてどのように結婚生活を送っているかを伝えてほしいとの呼びかけに、初めてのセ

ミナーを無我夢中で終了したことを鮮明に覚えている。

初めの頃は、セミナーの受講希望者が非常に多く、カンガス神父様の巧妙なお誘いにヘルパー

夫婦も次第に増え春と秋に開かれていたヘルパーの全体会には、40組ものヘルパー夫婦が出席

した。セミナーだけではなく卒業生のアフターケアとしての計画もいろいろと考えられていた。

10組中8組は、ひとまず専業主婦になる方が多く、家庭の幸せの根元は、お料理からというカ

ンガス神父様のお考えで、私に料理教室を開催するようにとのお話があった。辰己芳子先生を

講師にお迎えし、家庭料理の基礎からはじめ、お正月のおせち、クリスマスのおもてなしと幅

広いレパートリーに参加者は満足していたように思う。材料の調達、お子様連れの方のために

ベビーシッターとヘルパーは大奮闘だったが、一ヶ月に一度のこの日を楽しみにしていたこと

を嬉しく思い出す。

麹町教会の司祭だけでは、セミナー開講が間に合わず上智大学の司祭、またそれ以外の他の

修道会の司祭に応援を依頼するほど受講生は多かった。時代の流れにともない受講生の数も減っ

た感があるが、私は夫の職業の関係で時間の都合もつけやすかったこともあり、週二回、金曜

クラス、日曜日というふうに20年間、間を空けることなくセミナーを受け持たせて頂いたこと

に心から感謝している。長い年月このセミナーが途絶えることなく続いているということは、

大きな喜びである。

人生の第二のスタートである結婚式を迎える若い方々が、二度と経験できないであろう5ヶ

月間のセミナーを大切にし、結婚生活の先輩者であるヘルパーも共に悩み、共に分かち合い過

ごす時間をこれからも続けていきたい。若いカップルの皆様も心の中に生涯忘れられない貴重

な経験がいつまでも生き続けることを信じている。

セミナーで得た数々のことがいつまでも結婚生活の中で活かされることがこの結婚セミナー

の大きな目的である。



夫婦で朝ミサに与ったあと、小聖堂の前でカンガス神父様からにこやかに呼び止められまし

た。1996年のある週日のことです。若い方の結婚準備をサポートする活動に参加してみては、

とのお誘いでした。

その26年前、私達は同じ小聖堂で、カンガス神父様に結婚式を挙げてもらいました。結婚当

初信者ではなかったので、受洗後しばらくして、やはり婚姻の秘蹟を受けておきたいとの妻の

希望もあって、二人だけの挙式となったのです。祝福のあと、「新しいカップルの場合、少し

心配もありますが、お二人は積み重ねがあるので、安心です」と力づけて頂きました。

式のあいだ、6才と4才の娘は、教会学校の仲間と一緒に、庭で楽しく遊んでいたようです。

事前準備として、神父様のもとに２、３度通いましたが、それでも結構きつかった覚えがあります。

そのようなことで、結婚セミナーの参加者の方々が、20週のセミナーに出られるのは、本当

にすごいことだと感心します。感動的といっても良いと思います。

私達は、ネブレダ神父様のセミナーのヘルパーとして、それぞれご一緒した森脇、神谷ご夫

妻に支えられながら、二度ほどお手伝いをしました。その都度、テーマに真剣に取り組み、誠

実に分かち合い、関わりを深める若いカップルの姿に感銘を受け、励まされました。今は亡き

ネブレダ神父様の愛あふれる熱弁によって、結婚というものの深い意味が、おぼろげながら次

第に掴めていき、また具体的にどのような愛を生きていったら良いか、教えて頂きました。そ

こでは、ヘルパーも含め、それぞれのカップルが、相手や家族や社会との関係そして神様との

関わりについて、大切なプレゼントを頂いたように思います。そしてそれは今もなお続いてい

て、次世代の赤ちゃんも皆の家族のようになっていきます。

忙しい日々の中で、決して楽なことではありませんでしたが、恵みに満ち満ちた体験でした。

こうした機会が与えられたことを、心から感謝しています。

恵　み　の　日　々
与謝野達・和子



子どもと若者は、固くて狭いものに縛られたくありま
せん。思えば、子ども時代のわが家族のロザリオは面白
かった。母がロザリオを持ち出したとたんに、四人の兄
と私はそろって「火事だ！」と聞いたかのように、さっ
と逃げ出した。親は走り回って、ベットの下からも、カー
テンの奥からも、トイレからも、テーブルクロスの下か
らも一人一人を引っ張り出してから、くたびれた表情で、
「恵みあふれる聖マリア…」とようやく唱え始めたのです。
この「脱出と逮捕」の繰り返しは、あの当時のスペイ

ンのほとんどの家庭で見られた、夕食後の懐かしい場面
でした。縛られたくなかった私たちは、ロザリオがとて
も迷惑だと思っていたけれども、いまだにロザリオを唱
え続けています。
しかし、今の子どもと若者は、私たちよりも縛られた

くないのです。むしろ、Ａ．マチャドの「道は、海に残
る航跡に過ぎない。旅人よ、前には道はない。歩きなが
ら道を作るのだ。」という詩は、若者にぴんと来る生き方
です。つまり、道はあなたの足跡です。前方向は広い海
です。しかも、これは一時的なファッションだけではな
く、「時の記し」だと思います。
他方では、今の若者には、目指す方向性と磁石がちょっ

と足りないような気がします。そして、私の気のせいか
もしれませんが、価値観と考え方の重さと深みも、何と
なく欠けている時もあるように感じます。
そこで、開かれた信仰と開かれた家庭は、前よりも必

要になってきたと思います。
開かれた信仰とは、神を身近に感じさせてくれる祈り

です。小さい時から、家族の祈りと教会での祈りと個人

聖イグナチオ教会での結婚式を検討するにあたっての最
大の難関（！）は5ヶ月間、計20回のセミナーでした。教会
で結婚式を挙げるには講座を数回受ける必要があるとは聞
いていましたが、まさか5ヶ月とは夢にも思っていません
でした。最初の説明会で、粟本神父の口から出た言葉は
「結婚セミナーだけど、まずは離婚の話をしましょう」。こ
れから結婚しようとしているカップルに対し、なぜ離婚の
話を持ち出されるのか最初は腑に落ちなかったのですが、
神父様の説明により教会が結婚セミナーを行なう趣旨を理
解し、疑問も解消されました。「セミナーの5ヶ月は長かったか」と聞かれたら「短かった」と答えるこ
とはできませんが、相手を理解することの大切さ、そんな当たり前のことを一歩立ち止まって考えるこ
とができ、また多くの仲間と出会い、語り合うことができたのは貴重な時間だったと感じています。粟
本神父、そして神父と共にご指導下さったヘルパーのＫご夫妻には大変お世話になりました。改めて御
礼申し上げます。

「開かれた信仰、開かれた家庭」

の祈りをする子どもは、だんだんとイエスに馴染んでい
きます。イエスに馴染んだ子どもと若者は、広い海に出
る時、イエスを船旅の友、船旅の航海士、船旅の磁石だ
と自然に感じるでしょう。ですから、まさしく大船に乗っ
た気持ちで、広い海を航海し続けるでしょう。
開かれた家庭とは、祈りによって神に馴染んだ結果、

困っている人を助ける家族、悩んでいる人を受け入れる
家族、弱い立場に置かれている人を見下さない家族、人
の財産や肩書きよりも人の心を尊敬する家族、人につい
て大きな悪口を言わない家族、病人や老人を大切にする
家族、友の誠実な友であるというような広い心の家族です。
開かれた家庭は、開かれた信仰を深めます。開かれた

信仰は、開かれた家庭の絆を強めます。

ガラルダ神父の信仰シリーズ 第 6 回

ハビエル・ガラルダS.J.

2006年4月　粟本神父結婚セミナー修了　松本　太一・友見子ご夫妻



2004年8月に初版が出てから徐々に注目され、書店に置か
れていないというのにすでに70万部も売れています。五日市
さんが学生の時イスラエルに旅した時に「言葉の大切さ」に
ついてイスラエル人のおばあさんから教わりました。言葉に
は魂があって、汚い言葉やマイナスの言葉を使うとツキをな
くすこと、そして魔法の言葉とは「ありがとう」と「感謝し
ます」という誰でも使っている月並みな言葉であることを。
ＯＮＥの記事にも「魔法の言葉」がよく出てきますので、声
に出して読んでみてください。きっとツイてきますよ。
五日市さんはカトリック信者ではありませんが、聖書にも
同じことを言っている箇所に気づき、衝撃を受けたそうです。

ヨハネによる福音書　1・1～4

初めに言
ことば

があった。

言
ことば

は神と共にあった。

言
ことば

は神であった。

この言
ことば

は、初めに神と共にあった。

万物は言
ことば

によって成った。成ったもので、言
ことば

によらずに成っ

たものは何一つなかった。

言
ことば

の内に命があった。命は人間を照らす光であった。

（新共同訳）

Q1.家族の中で絆が試される場面とはどんな時だと思いますか？
・喜びの場面より苦しみの場面。看病を家族でしていた時に強い絆ができるのを感
じました。
・重大な病気、事件などが起こった時。
・困ったことがあった時。
・家族の誰かが「病」にかかった時。
・逆境や窮地に陥った時。
・病気（心身とも）の時。近親者の死。

Q2.今までに強く、家族の絆を感じたのはどんな時でしたか？
・早産で1176gという小さい命の誕生を主人も出産に立ち合った時。
・亡き姑が重い病気にかかり、自宅療養で看病していた時。
・子供が自分を強く必要とした時。
・子供の急病の時（家族の病気の時も）
・妻の父がガンで手術をし、妻である私は６ヶ月の子供を抱え病院にも行けない時、自分の親以上によく
見舞いし手術の間も待合室にいてくれたこと。

Q3.より強く、深く維持していくために、常日頃から心がけていることはありますか？
・「ありがとう」という感謝の言葉を主人はいつもどんな時も言ってくれます。何気ない一言ですが私も
娘を育てる上で大切にしています。
・思いやり、感謝の心を忘れない。
・落ち込むようなことがあった時、心から心配し愛情をもって慰め励ますように努める。
・心の中で思ったこと、考えたことはすべて言葉にして話すことを心掛けております。
・日々仲良く、お互いに感謝の気持ちを忘れずにいること。
・自分が夫を信頼する、頼りにすること。

アンケートにご回答くださった文田さん、西村さん、松本さん、岩崎さん、久保さん、古賀さん、ご協力ありがとうございました。

「五日市　剛さんのツキを呼ぶ魔法の言葉」

発行所　とやの健康ヴィレッジ　¥400
電話 025-281-8282
★電話で注文できます。




