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結婚クラス／セミナー修了者におくる情報誌

16号
2004年・春号
「もはや二人ではなく一体（

）である」 マタイ19：6

■恒例の結婚感謝ミサがあります！
日 時： 2004年5月16日（日）15：00〜
場 所： 聖イグナチオ教会 主聖堂
■恒例の幼児洗礼式があります！

日 時：2004年5月22日（土）14：00〜
場 所：聖イグナチオ教会 主聖堂
問合先：教会事務所TEL 03-3263-4584
事前に申し込みが必要です

ご意見・ご感想は

one@ignatius.gr.jp

ゆとり
「今や、皆が忙しそうにしています。他の人に与える時間がないみたいです。親は
子に、子は親に。そして夫婦同士。世界の平和は、まず家庭の平和から始まります。
」
いささか唐突かもしれませんが、これはマザー・テレサが家庭と家族について語っ
た言葉です。現代は殺伐としたニュースが多すぎます。世界各地の紛争やテロ、些細
な口論からの惨事、児童虐待…。これらは一人一人に「ゆとり」がなくなってきてい
る表れではないかと思います。
イエス キリストは非常に忙しかったのに、余裕があってストレスに負けませんで
した。それには２つの理由があったと言われています。１つは「価値観」。お金、良
い暮らし、評判、成功、出世ではなく、人の本当の幸せを求めていました。もう1つ
は心の休息となる充実した沈黙、つまり、「祈り」。
私の手帳には、行き詰まった時に自分に言い聞かせる言葉があります。「神よ変え
ることのできるものについて、それを変えるだけの勇気をわれらに与えたまえ。変え
ることのできないものについては、それを受け入れるだけの冷静さを与えたまえ。そ
して、変えることのできるものと、変えることのできないものとを、識別する知恵を
与えたまえ。」（アメリカの神学者ラインホルト・ニーバーの祈りの言葉）
次号の特集では「ゆとり」をテーマにする予定です。皆様からの投稿をお待ちして
おります。（投稿先は最後の頁）

司祭からの
メッセージ

編集局

子供を非行化させるコツ教えます

１．幼い時から冷たく放りっぱなしにせよ。遊び相
手になるとかスキンシップは無用。
２．欲しいと言ったら何でもすぐ買い与えよ。がま
んさせることは絶対に無用。

―実態からみたベスト10―
９．お金こそ人生のすべてであると身をもって教え
こめ。宗教や精神生活を軽蔑させよ。
10．子供には法律、学校、役所の悪口を言い、社会
の規則や公共機関への敵意を植えつけよ。

３．子供の間違いや失敗は理由を問わず叱りとばせ。
口で言うよりひっぱたく方がいい。

もし、以上のすべてを忘れたとしても、次のこと

４．子供がどこで何をして遊ぼうが気にとめない。 を心がけるならば、非行化は効率よく進むだろう。
遊び仲間についても知る必要はない。
５．兄弟やよその子と比較して、「お前はバカだ、

「いつも夫婦仲悪く暮らし、憎み合い、できれば不
貞をはたらき、大人のエゴをむき出しにすること。」

誰々を見習え！」を連発せよ。
６．忙しいのに食卓のだんらんなど無用。子供の話
題や関心など無視すればよい。

これは、以前どこかで手に入れたもののコピーで
す。子供は親や大人たちを見ながら成長していきま

７．子供が善いことをしてもほめるな。ごまかしや

す。子供たちの状況が急変し、それにわれわれ大人

裏切りなど悪事をうまくやったらほめよ。

が対応しきれなくなったことを嘆く前に、私たち自

８．子供の前では夫婦間の意見を一致させるな。特

身の変化、あり方について振り返るべきなのかもし

に父親はむずかしい問題から逃げよ。

れません。

加藤信也

S.J

特

集

女性の社会進出と家庭
#1

妻：正社員、子供あり

◆妻からの発言

女性の社会進出について、夫婦・家族の視点に立って考えてみました。ライフ
スタイル（仕事と子供の有無の状況）が異なる6組の夫婦に「女性の社会進出」
と「家計管理」について伺いました。あなたの家庭はいかがですか。

#2

妻：正社員、子供なし

◆妻からの発言

「仕事と家事の両立」という言葉があるけれど、そもそも家庭の上

現在勤務している会社には、結婚前より勤めていて20年くらいにな

に仕事が成り立っているものだと思う。特に子供にとっての今しかな

ります。男女雇用均等法が施行されてから結婚退職で有利となる退職

い時間を、母親の仕事の犠牲にして（という言葉が乱暴ならば分け合

金制度も廃止となり、再就職もむずかしい時代のため女性も10年以上

って）過ごすのは、後で取り返しのつかない後悔があるといつも頭の

勤めている人が多くなっています。私も子供を授かるまでは勤めてい

片隅にある。だから我が家では、小学校3年生と1年生の息子は学童に

ようと軽く考えていました。男女均等といっても組織の中では女性の

は通わず、娘の幼稚園にも預かり保育はない。つまりオフィスに通え

地位は格別上がりませんし、成果主義に移行することで逆に女性の甘

るのは9時から14時まで。そのあと、毎日代わる代わる３人の子供の

えも許されなくなってきているし、昔の方が女性に対してやさしかっ

誰かしらのお稽古に付き合い、家事が一段落してからパソコンを持ち

たなと思います。お茶くみやコピーといった仕事は個人個人でやるよ

出し居間がオフィスになる。場所と時間をやり繰りしながらの実働８

うになりました。私は、7年前に女性初の係長の役職に昇級させても

時間以上。それでも対外的にアポのある日はどうにも廻らず夫に助け

らいましたが、それ以上に昇級することはなく、また他の女性達もま

を求めることになる。結婚10年、転勤を繰り返すうちに我が家は両親

ったく昇級していないのが現状です。管理職も女性がいなかったら日

に頼らない癖がついている。

常業務がまったく機能しないとわかっていると思いますが、給与の面

３人の出産・子育て中は私のライフワークプランは中断していた。

でなかなか認めてもらえないようです。これからもっと厳しくなると

このような仕事のスタイルが整ったのもここ1年のこと。ただ稼ぐの

考えると、もう少し気楽な仕事に転職したいなと思うこともあります。

ではなく、家族との折り合いをつけるだけの自分にとって、価値ある

私の周りには30才以上でバリバリ働いている独身や子供のいない既婚

仕事を選んでいて社会復帰が遅くなった感もある。だからこそ仕事に

者の人が結構います。やはり共働きでは女性の負担も大きく少子化の

妥協は全くない。今ようやく自分にとってやりたい仕事の場に戻れる

原因にもなっているのだろうと思います。

ことを嬉しく思い、融通してくれる家族にも誇れるが、家族の気持ち
を思い、大切に時間を使う知恵、これからも課題だと思う。

◆夫からの一言

◆夫からの一言

ん。本人がやる気になっているうちは、是非やってくださいという感

妻が職業を持っていることについては、賛成でも反対でもありませ
少子化対策や女性の社会進出推進の観点から、子育て支援施策の充

じです。実際のところ、家の中に入りきりになるよりも、外に出てい

実がよく議論されますが、親の視点が中心で、子供にとって本当に良

た方が、いい刺激だと思いますし、お互いに同じような人間関係を会

いものかと疑問に思うものもあります。子供の犠牲の上に成り立つも

社で体験しているので、話題が尽きることがありません。また、お互

のであってはならないと思いますが、では夫の役割は？ となると、ほ

いの収入が我が家の生活を支えているので、彼女の収入も必要です。

とんど何も手伝っていないのかも。我が家では、仕事も家庭も、お互

本人が辞めるというまでは働いてもらいたいです。

いの専門分野・得意分野を活かすことで、夫婦の協働や役割分担が自
然に行われている気がします。

◆我が家の財布事情

◆我が家の財布事情

マンション購入後は、繰り上げ返済用の貯金をするために、夫の給料

結婚当初は、それぞれ給料の中から生活費を出し合っていました。
結婚以来、夫のお給料の口座をそれぞれが自由に使えるカードを持

はすべて生活費として、妻が管理し夫には毎月おこづかい制になりま

ち、束縛なく自由に使います。私の収入は別の口座にプールされてい

した。しかし、妻の給料も生活費の不足分や交際費や娯楽費に消えて

て家計には組み込まれません。自由に使う、というのはお互い節度を

しまうことが多く、なかなか貯金は増えていかないのが現状です。家

持って任されるということ。使途不明金（へそくりも含めて）も全く

計簿はつけてないのですが、交際費の割合が多いように思います。

存在し得ないのです。教育費や交際費のかさむ昨今「お金また今月足
りないね〜」とため息交じりでよく言い合っていますが、お金が元で
喧嘩になることはめったにありません。これって健全だな、と思って
います。

1993年2月アルカラ神父結婚セミナー修了
青木理惠さん＆伊知郎さん夫妻

1994年10月ネブレダ神父結婚セミナー修了
三浦美保さん＆弘明さん夫妻

#3

妻：パート、子供あり

◆夫からの一言
一般的に、女性が社会進出してきた時代だと言われているけれど、

◆妻からの発言
私自身は働く母に育てられました。忙しい母の背中を見て育ったせ

会社や役所等の組織だけが男性中心で、そもそもこの世の中は女性が

いか、私は許されるなら、子供にどっぷりと時間をかけて向き合える

中心の社会だと私は思う。「女性の会社進出」はなかなか難しいと思

幸せを、仕事と引き換えに手放したくはないと考えていました。現在

うけれど、会社に属することが、女性にとっての社会との接点ではな

中１の一人娘が小さかった頃は、家の半径数百メートルだけが自分の

い。まわりをよく見渡せば、活躍できるフィールドはいっぱいあると

世界という生活にストレスを感じなかったわけではありません。が、

思う。実際、妻はフリーで自分のやりたいことをだんだんやれるよう

一緒にいると、ちび怪獣の成長は発見の連続で、誰かに預けてこれを

になっています。私もかくありたいです。

見逃す手はないと思うと気が楽になりました。娘が小学生になってか
ら、私の母と同居することになり、同じ頃に結婚セミナーの受講生仲
間から、昔のキャリアを活かせる仕事を紹介していただいたのをきっ

◆我が家の財布事情
毎月決まった金額をそれぞれが出し、二人の口座に入れています。

かけに今に至っています。母という強力な助っ人なしでは、始めの一

月々の家賃や光熱費などの他、余裕ができたら旅行などレジャー費用

歩も踏み出せなかったと思います。大仰に構えることなく、マイペー

にもまわしています。でも、それ以外はそれぞれが自分のお財布で生

スでできる仕事にめぐり合えたことも幸運でした。家族の理解と協力

活しているので、友人たちと外食に行った時など、それぞれが支払い

にも感謝しています。

ます。「ヘンな夫婦」と言われることもありますが、とりあえずはこ
の状態でよいかと思っています。

◆夫からの一言

2001年9月ネブレダ神父結婚セミナー修了
Y.Mさん＆Ｍ.Ｍさん夫妻

我が家では子育て中は子供との時間を大切にしたいという考えでし
た。決して妻に子育てを押し付けるつもりではありませんが、結果的

#5

には専業主婦として子育てに専念する形になりました。子供の手が離

◆妻からの発言

妻：専業主婦、子供あり

れ、仕事を始めた今も、妻のスケジュールは学校行事最優先です。し

私は現在専業主婦ですが、以前は子育てしながら仕事をしていまし

かし、仕事を持ってからの方がパワーアップしたようで、子供の学校

た。子供は保育園に預けていましたが、急に熱を出すと保育園から電

の役員、ボランティア、そして仕事と、毎日かなり充実しています。

話の呼び出しがあり、すぐに迎えに行かなければなりません。たとえ

外の空気を吸って、リフレッシュしているおかげかもしれません。

お客様との会議中でも、お迎えの時間になれば途中で抜けたり、残っ
た仕事は家に持ち帰り、子供を寝かせてから夜中までしたり、会社か

◆我が家の財布事情
家計の財布は妻が管理しています。

ら保育園までは走る毎日でした。あの頃を振り返ると、忙しさのあま
り子供の成長をゆっくりと感じている暇がありませんでした。私が仕
事と子育てを両立できたのは会社の理解と親の助けです。途中の仕事
を残しても子供を迎えに行けたのは、その後をフォローをしてくれた
同僚の理解のおかげです。子供が熱を出しても会社を休まずにすんだ
のは、親の助けのおかげです。
現在、女性の社会進出が目立ってきていますが、そういう恵まれた
環境がなければ、なかなか仕事と子育ての両立は難しいと思います。
私は途中で専業主婦になりましたが、良い環境さえあれば女性もどん
どん仕事を続けて実りある人生を過ごすのもいいなと感じています。

◆夫からの一言
「子育てをしながら働く」ことは、厳しい状況になってきたと言わざ
るを得ません。なぜなら、各企業は生き残りに必死であり、業績主義
1983年12月ボネット神父結婚セミナー修了
澤田律子さん＆健さん夫妻

の徹底を図っているため、企業で働く者は自分のことで精一杯であり、
「子育てをしながら働く」者のフォローをする余裕が全くないからで
す。今後、
「子育てをしながら働く」ためには、まず、自分が企業に必
要だと思わせるだけの技能を身につけることが必須条件であり、また、

#4

妻：パート、子供なし

そうした人が思いきり働けるための社会環境整備が急務と思われます。

◆妻からの発言
結婚から半年後に会社を辞め、現在はフリーランスで働いています。
月に数回ある打ち合わせ以外は基本的に家で作業しているので時間の

◆我が家の財布事情
夫管理で決まった額を妻に渡しています。

自由がきくこと、料理をはじめ家事の得意な夫のおかげで、結婚生活
と仕事の両立に今のところ問題はありません。でも子供を授かれば当
然生活のペースは大きく変わるでしょう。月に数回とはいえ打ち合わ
せに出るために、その間子供をどうするか…今まで通りに仕事を続け
ることは難しいかもしれない。でも違うカタチで仕事を続けることは
できると思います。社会とのつながりは持っていたい。ただ、それは
会社で働くことでなくてもいい、と身をもって実感しています。私は
今の仕事が好きですし、これからも続けたいけれど、それは必ずしも
今の状態をずっと続けたいということではありません。他に大切なこ
とができれば、今までのやり方を変えればいい。all or nothingでは
ない。手段や方法は必ず見つかる。今はそんなふうに考えています。

1991年11月ペニュエラ神父結婚セミナー修了
池田美和さん＆顕さん夫妻

#6

妻：パート、子供なし

ヘルパーの目から見た女性の仕事観の変遷

◆妻からの発言
仕事を辞めて早１年。私のいた業界は基本的に家庭と仕事との両立
は、周囲の先輩たちの様子からも難しいと分かっていたので躊躇なく

私たち夫婦は、13年前から結婚セミナーのヘルパーとして、

辞めました。しかし、専業主婦になって初めて見えてくることも多く

セミナー受講者、修了者とお付き合いをしています。以前は、

ありました。極端に社会との接触が少なく、社会からの疎外感・孤独

結婚を望んでいる女性は、結婚と同時に家庭に入る人が多かっ

感を感じ、予想外の不安が襲ってきました。また、お金を捻出しない

たようですが、現在は、結婚後も仕事をしている女性が多いよ

無償労働である主婦業は、実際の労働内容を朝晩しか家にいない夫に

うに感じます。これに関しては、出産後にも同じような傾向が

とっては想像しにくく、評価しづらいというのが現実のようです。一

見られます。仕事との関わり方が多様化してきたようです。社

度社会で働いた女性にとって、「評価されたい」「社会の一員として役

会が女性の力を必要としているとも言えるのでしょう。しかし、

立ちたい」という思いは、なかなか消えないのではないでしょうか。

不況下では自分の希望する仕事ができるということは、非常に

子供を授かればまた違ってくるのだと思うのですが。やはりもう一度、

難しいことでもあります。

以前とは違うスタイルで社会復帰したい。子育て後も社会とのつなが
りが持てるような基盤を今年１年は築こうと決めました。家族も大事、

家庭で女性の果たす役割は、大きいと思います。結婚によっ

でも私自身も大事にしてもいいのかも？ と思い始めた主婦１年生です。

て自分の生活を大きく変えないで、生活をするということは、
お互いの理解や協力がなければできないことです。
私は、職業を持ちながら出産、育児と向き合っている女性に

◆夫からの一言
妻の社会進出には、基本的に賛成です。自己実現としての充実感が
得られるでしょうし、家計面でもプラスとなることが期待されます。

心から応援していきたいし、そのパートナーにもできるだけ家
事、育児に参加してもらいたいと思います。
ヘルパー T.K

我が家は、まだ子供がいないため、家事だけでは物足りないと考える
のが自然でしょう。ただ、家事と仕事との両立で体調を崩したり、精
神的にも余裕がなくなるなど、ある種の犠牲の上に成り立っているの
であれば、反対といえます。せめて朝夕の食事と土日ぐらいは二人
揃って過ごせる時間にしたいと考えています。社会進出の目的と限界
を忘れずに、精一杯頑張って下さい。

◆我が家の財布事情
夫が握っている。毎月定額の家計費を妻へ渡す。
2002年11月ロボ神父結婚セミナー修了
Ｍ.Iさん＆Ｙ.Ｉ さん夫妻

ガラルダ神父の信仰シリーズ

第

1

回

信仰は役立つか
仮に、信仰は役立たないとしてもいいのではないでしょう

た人は、神の悲しい呟きを身近に聞きました。「お前の悲しみ
を知っている。お前の悲しみを知っている…」。それだけ。こ
れはまさしく「抱っこ」だと思います。共に悲しむ友は、友の
悲しみを運びます。共に喜ぶ友は、友の喜びを深めます。

か。なぜ全てが目に見える形で便利でなければならないのです
か。「星の王子様」の狐が言ったように、
「本当に大切なものは、
目に見えないものだ。心の目に見える」。それに、神が必要
（便利）だから神を愛するというよりは、神を愛しているから、
神が必要になったという愛は、自ずと純粋な信仰を感じさせる

「お前の悲しみと喜びを知っている」という身近なささやき
を自分なりに感じるのは、お金と成功を手に入れるためには役
立たないかもしれませんが、悩みの中でも喜んで生きるために、
大いに役立つ信仰なのではないでしょうか。

のです。
私にとって信仰の最高の意義は、「足跡『Footprints』」とい
う話に現れます。「ある人は、自分の人生が長い浜辺だという
夢を見た。砂の上に二組の足跡があった。神と一緒に歩んで来
たと分かったその人は、非常に喜んだ。ところが、一組の足跡
しか残っていないことに気がついた。しかもそれは、一番困っ
ていた時だったので、『主よ、なぜ私が悲しかった時こそ、ひ
とりぼっちにされたのですか』と聞いた。『私の大切な子よ、
決してそうではない。お前が悲しんでいた時、私はお前を抱き
上げて、運んでやったのだ』と神が答えられた」
。

ハビエル・ガラルダ, S.J.

ところが、神の「抱っこ」は、普通、苦しみを取り除かな
いのです。だから役に立たないと思われます。しかし、遠藤周
作の『沈黙』にこの場面があります。一人で非常に苦しんでい

この内容について質問等がありましたら、
編集局宛にご連絡ください
（連絡先は最後の頁）
。次回のテーマは、「信仰の求め方」です。

通

信

●第7回結婚感謝の集い
〜結婚セミナー創立20周年を祝して
2003年11月2日（日）、結婚セミナー創設20周年を迎えて
「第7回結婚感謝の集い」が大聖堂で催されました。毎年この集
いは結婚セミナーを修了した有志を中心にヘルパーと協力しな
がら企画・運営されています。今回の集いは、これまでの回心
式や共同祈願などに加えて、1998年に聖イグナチオ教会から
広島の祇園教会へ移られたカンガス神父様のお話もありました。
これは、神父様が中心となっているカンボジア地雷被害者に対
する支援活動、「バッタンバン友の会」からカンボジア内での
子供たちの様子などにも及びました。
「司会をすることが決まった当初はセミナーを終えたばかり
で、まだ結婚すらしていなかった私たちですが、皆さんに支え
ていただきながら、何とかその役目を果たすことができました。
来年も皆さんの笑顔にお会いしたいですね。」と語るのは、集
いの司会をされた西村さん夫妻です。西村さん夫妻は昨年結婚
セミナーを修了、何と今年は双子の赤ちゃんを出産予定です。
皆さんで祝福しましょう！

感謝の集いの後にヨセフホールで開かれた懇親会では、カン
ガス神父様が見事な腕前の手品を披露。参加した子供たちも大
喜び。また、ガラルダ神父様のギターと歌声に合わせて参加者
全員で踊った「マカレナダンス」、会場の一角に子供たちのた
めに設けられた「駄菓子コーナー」なども大好評でした。最後
は「アーメンハレルヤ」の大合唱で幕を閉じました。
「第8回結婚感謝の集い」は11月7日（日）の予定です。今年
も皆様のご参加をお待ちしています。
1999年5月加藤神父セミナー修了
結婚感謝の集い有志 渡部正之

司会の
西村徳行さん・麻美さん夫妻

●ボネットさんのイエズス会入会50周年を祝う会
2003年10月11日に、「ボネットさんのイエズス会入会50周年を祝う会」が開かれ、
結婚セミナー修了生を中心に、130名近くの出席者があり、懐かしくも温かな会と
なりました。スペインから来日して43年、その頃生徒であった方々の息子さんや娘
さんも結婚セミナーを受けて結婚式を挙げており、世代を超えてのお祝の会になり
ました。
ボネットさんは、上智大学を中心に、「極度の貧困と飢餓、差別と人権侵害」な
どをテーマに語ってきたにもかかわらず、指紋押捺を拒否し続けたため13年間も日
本滞在許可が否定され、その人々との連帯行動を起こすことがでませんでした。し
かし、近年、貧しい子供たちの教育や生活支援などを行おうと「カンボジアの友と
連帯する会」（通称：かんぼれん）を立ち上げました。当日はその現状報告も行わ
れ、今回のお祝い金は、「かんぼれん」の今後の活動にお役立ていただくことにし
ました。いつまでもお元気で、今後益々のご活躍をお祈り申し上げます。
ヘルパー 稲垣美幸

●ネブレダ神父様喜寿お祝い・結婚セミナー合同同窓会
2003年10月13日上智大学カトリックセンターで、ネブレダ神父様の喜寿を祝って
合同同窓会を行いました。神父様の結婚セミナーは1990年に始まり、既に約50クラ
ス、500組あまりのカップルが巣立っています。あいにくの大雨に見舞われました
が、セミナー修了生やその家族、ヘルパー、信仰入門講座受講生など「ネブレダ神
父様の娘、息子、孫たち」500数名が集まりました。
会は「いつくしみふかき」の全員合唱で始まりました。いつもながらの情熱的な
「ネブレダ節」は懐かしく、気持ちがあらたまりました。
「アッシジの聖フランチェ
スコの祈り」の全員合唱まであっという間の4時間でした。
神父様はここ数年、心臓疾患で入退院を繰り返され、還暦は病院のベッドで迎え
られました。そんな時でも私たちセミナー修了生のことを気遣ってくださっていた
だけに、個別クラスの枠を超えた「ネブレダファミリーの会」を開催できたことは何
よりのお祝になったと思います。神父様のご健康と益々のご活躍をお祈りいたしま
す。
幹事代表 Y.H
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兵庫県六甲カトリック教会に転任される

バレンタイン デ・スーザ

神父様に伺いました

―― 結婚セミナーは何回、何組位の方々を持たれましたか
1984年1月から25回、300組以上になります。
―― 結婚セミナーを振り返っていかがでしたか
やっていてよかった。結婚記念日には必ずカードを送っているの
で心がつながっています。毎年12月の第２土曜日にはクリスマス
パーティを19年間やってきたので、教会と司祭とセミナーを受け
た方、受けない方とも家族同士のつながりの輪が広がりました。
―― 結婚セミナーをやって嬉しかったことは
時間がたっても仲良くやっているカップルを見るのが一番嬉しい
ことです。後に信仰案内講座に来て、家族全員が洗礼を受けてく
れたことも嬉しいことです。
―― 結婚セミナーは今後どうあってほしいですか
教会主催だから、教会のものを使うのに遠慮することはありませ
ん。私は第１回目から聖書を使いました。「主の祈り」
「平和の祈り」を毎回祈りました。祈りを学んでほしい。
―― Oneに期待することは
いいことをやっているので、頑張ってやってください。今すぐ結果が見えなくても、今やっていることがいつか芽生えて、こ
の親切がどこかある岸に着いたとき、よいことをやってよかったと思うでしょう。野本さんをはじめ多くのヘルパーの皆様に
感謝いたします。
祈りのうちに God bless you.

同窓会便り

フローレス神父結婚セミナーＢＢＱ（バーベキュー）の集
セミナー開始当初はお互い様子を見合っていた私たちですが、５ヶ月の間、毎週顔をあ
わせ結婚に伴う様々なテーマをディスカッションを終えた後には良き仲間となり、今では
時々同窓会や近況報告を交わして友情を育んでおります。第１回同窓会は、フローレス神
父（Florez：スペインご出身）お薦めのスペイン料理店（渋谷）にて料理を楽しみました。
２回目の今回は、仲間の１組（岡村夫妻）が幹事となり、広々とした江東区木場公園で
BBQを楽しみました。フローレス神父はワインを、幹事夫婦は、自家製ソーセージの燻
製と、ラム肉の香草ステーキ、そしてデザートには紅茶クリームのロールケーキを用意！
そのおいしさは格別でした。もうひとつのお楽しみは、それぞれの生活リズムができてき
たところでの各家庭での近況報告。共働き夫婦の時間のやりくりや、お得な買い物のコツ、
お料理のレシピ披露等など…。これからも、フローレス同窓会では定期的にイベントを開
催していきたいと思います。次回はスキーかな…？（笑）
2002年10月フローレス神父結婚セミナー修了 松尾朋美

編集局では、一方通行のコミュニケーションにならないように心がけ、読者の声を特集の企画や誌面作りに活かしています。
今後もアンケートへのご協力をよろしくお願いします。スタッフ一同、楽しみにしております。
ー 編集後記 ー
新しい編集員が加わり、16号は新メンバーで手掛けた初めての
になります。特
集のテーマを決める上でも、編集作業を進める上でもまだまだ試行錯誤はありますが、
新鮮な意見もたくさん出てきているので、今後が楽しみです。また、これまで粟本神父
様に執筆していただいた「Q&A」コーナーが終了し、新しくガラルダ神父様による「信
仰シリーズ」がスタートしました。この場を借りて編集局メンバー一同、粟本神父様に
感謝申し上げます。
今回のテーマは、「女性の社会進出」。というと何やら大げさな感じもしますが、結婚、
出産、子育てといった身近な生活と切っては切れないテーマでもあります。こんな状況
を、他の家庭はどうやって解決しているんだろう？ とふと思うことってありますよね。
今回、協力してくださった方達のケースが、皆さんの生活をさらによいものにしていく
上で、少しでもお役にたてば幸いです。家庭が幸せであれば、社会が幸せに。社会が幸
せであれば、世界が幸せになる。これは私たちの結婚に際し、夫の尊敬する人からいた
だいた言葉です。家族の和解が、世界の和解、そして平和へつながるように…。祈りを
こめて筆を置きます。
（Ｙ.M）

編集参加者（50音順）
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