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ごらんよ空の鳥 
                                  赤波江 豊神父 

  典礼聖歌のなかでよく歌われる歌に「ごらんよ空の鳥」があります。明るく親しみを感じる歌で

好きな方も多いでしょう。この聖歌の歌詞はマタイ福音書から引用されたものです。「空の鳥をよ

く見なさい。種も蒔かず、刈り入れもせず、倉に納めもしない。だがあなたがたの天の父は鳥を養

ってくださる」(マタイ 6 章 26 節) 

  実はこれと同じような個所がルカ福音書にもあります。「烏のことを考えてみなさい。種も蒔か

ず、刈り入れもせず、納屋も倉も持たない。だが、神は烏を養ってくださる」(ルカ 12 章 24 節)皆

さんお気づきになりましたか。マタイ福音書は「鳥」(とり)となっていますが、ルカ福音書は{烏}(か

らす)となっています。決して印刷ミスではありません。ご自分の聖書で確認してください。なぜ

ルカは「鳥」ではなく、わざわざ「烏」(からす)としたのでしょう。 

  カラスは古来人間との関わりが深く、人間が生活する所ならたいていどこにでもいます。しかし

私にはあの姿が気味悪く、どうも鳥としての愛らしさを感じません。「カラスなぜ鳴くの」なんて

歌をいったい誰が作ったのだろうかと思うくらいです。 

  カラスにも方言があるようで、東京のカラスには「アッホー、アッホー」と鳴くのがいます。(関

西にもいるかも知れませんが、まだ聞いたことはありません)聞き間違いではないと思います。何

度も聞いたので。でもあまり「アッホー、アッホー」と鳴かれるとしまいに腹が立ちます。 

  賢いカラスにいたずら癖があることはよく知られています。ある日道を歩いていたら、足もとに

何やら白いものがボチャッと落ちてくるではありませんか。ギョッとして上を見上げると、カラス

が平然と電線の上にとまっている……  よく見たら白いものとはカラスの糞で、カラスが私の頭上

めがけて落としたのでした……  実に危なかった。やはり守護の天使はいるものですね……。 

  カラスも人に「アッホー、アッホー」と言ったり、モノを落としたりするくらいなら赦せますが、

小さな動物がカラスにいじめられる姿を見るのは忍びない。いつか白いセキセイインコがカラスに

追われているのを見ました。よく見るとインコの小さな胸が、遠くから見ても分かるほどに激しく

脈打っている。悲壮な顔で誰かの助けを求めている。私にも羽があったら行って助けてあげたいも

のの、空の下ではどうにもならない。しばらくは様子をみていましたが、私もあきらめて立ち去っ

てしまいました。あのインコはその後どうなったのでしょうか。             

    籠を出て 世にさまよいいでし セキセイの 

               カラスに追われ いかに生くべし 

  カラスは旧約時代から不浄な動物とされてきました。(レビ記 11 章 15 節、申命記 14 章 14 節)

しかし聖書に最初に登場する鳥はカラスです。ノアは洪水が終わったことを確かめるためにカラス

を放ちました。(創世記 8 章 6～7 節)預言者エリヤもカラスに養われました。(第一列王記 17 章 3

～6 節)詩編もカラスのことを述べています。(詩編 147 章 9 節) 

「烏(からす)のことを考えてみなさい。種も蒔かず…… 」と語ったルカ福音書はもともと弱い立場

の者、女性、罪びとなどをテーマにしていますが、ルカは不浄で人間に嫌われるカラスでさえ神は

慈しんでおられることを言いたいのでしょう。でもやはり聖歌のなかで「ごらんよ空のカラス、野

のしらゆりを……」とは歌いたくないものですね…… 。 

主日の福音から(2 月 27 日・年間第 8 主日・マタイ 6 章 24～34 節) 
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2011 年 1月度 カトリック住吉教会評議会議事録 

日 時 ： 2011年 1月 16日（日） 12:00 ～ 13:30 

場 所 ： 第 2会議室 

出席者： 赤波江神父 

他評議会メンバー16名 

はじめの祈り： 赤波江神父  

赤波江神父様： 

1. 昨年のカトリック時報 2 月号で私のタイ語で出された本のことが載っていましたが、最近バンコクの女子パウ

ロ会のシスターから電話があって、ラオスの神父さんやシスター達が私の本を沢山持って行ってくださったと

いう話を聞きました。 

ラオスという国はもともとタイの一部でラオス語というのもありますが方言みたいなものでタイ語が通じます。タ

イは社会主義国で信教の自由も制限され個人的に祈ったりミサは自由ですが 宣教活動は禁止されていま

す。神学校もなく、しかし神学生はいるんです。司祭職を目指している人は教会や修道院で個人的に勉強し

ていますが教材や先生も不足していて、タイの神学校の授業のビデオを見ながら勉強していると聞いていま

す。あるいはときどき叙階を妨害されることもあるらしく、まだ自由にキリストを述べ伝えることが出来ないという

状況の中でネメシェギ神父様が書かれた「キリスト教とは何か」（タイ語訳）と私の説教集（タイ語訳）をタイの

神父様たちが 100冊くらい持って行かれたと聞いています。わたしの気がつかないところで役に立っているこ

とはうれしいと思います。 

以前にもバンコクのシスターたちがタイの全国の教会に私の本を送ってくださり時々それを読んだ人の反響

もあるらしい。その本が今どこにあるのか分かりませんが社会主義国のラオスに行って神様の役に立ってい

るということをうれしく思います。またキリストを多くの人に知らせることを心から願っております 

2. もう一つは、昨年神田神父様から今日本で勉強しているベトナム人の神学生１人を私に預かってもらえない

かという話がありました。日本語を勉強しながら教会の司牧の仕事も手伝ってもらい、若い人との交流ができ

たら教会も活性化して良いのではないかと思います。契約は４月から１年間です。彼はベトナムで全部勉強

を済ませ叙階を待つだけですが日本で働く為に日本語を勉強しています。２階にある青尐年の部屋が空い

ているのでそこをちょっと改良し使わせてもらえればと皆さんのご了承をいただきたいと思います。（既決） 

但し１年後空き部屋になった場合青尐年の部屋というのをはずし集会室としてはどうかと思いますが皆さん

の意見を聞いて改めて検討する。 

3. 略 

議題 （進行司会： Td副議長） 

＊報告事項 

①12月 19日評議会、年末義捐金送付先（昨年決定済） 

2011 年基本方針検討要： 今後に於いては①釜が崎等義捐金, ②シナピス等教区関係, ③海外災害義捐

金等の三つに大きく系統立てて振当てるのはどうか。(議長より提案) 

②12月 19日（日）14:00神戸地区大会実行委員会   (K, Nb出席) 

実行委員は各教会より２名参加。典礼/イベントを担当する。住吉はK典礼・Nbイベント担当。オルガニストは

六甲教会に依頼。 ＊教会紹介(5～8分)で国際性をもたせる。 （文章でなく映像・歌などで紹介） 

次回開催 2011年 1/30  2/27  3/27  

③1月 9日(日)神戸地区評議会 ・新年会を開催 

・ 教区規約改正を検討中 

・ 地区規約の改正について 

お願い 
現在病気や高齢のために教会に行くのが困難な方で聖体、病者の秘跡、その他の祈りを必

要とされる方はご遠慮なく直接赤波江神父まで、あるいはレジオ･マリエその他の信者さん

を通して赤波江神父までお申し出ください。 
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①議長の輪番制 ②地区長は赤波江神父 ③紛糾する場合は地区長の判断に任せる。 

・ 会議開催頻度を尐なくすることで検討中 

④1月 15日(土)エキュメニカル・キリスト教一致祈祷会・シリロ師司式・オマリー師が参加。於バイブルハウス 

⑤1月 17日(日)9:30震災追悼ミサ・ 5:30～ 小聖堂で自由にお祈り 

＊審議事項 

①2011年度活動計画 (別紙) 

②2011年度予算 (別紙) 

・ 4月の合同監査   Tn, Tk 

③2011年度年間活動計画 

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

④2011年 1月 30日(日)14:00  神戸地区大会実行委員会・イベント(K, Nb) 六甲教会 

⑤2011年 1月 30日(日)17:30 住吉教会新年会 全員で準備・実施、16:00準備開始 40～50名予定 

招待者(シリロ神父・オマリ神父・中央教会有志)  

参加者¥1,000.-  大学生以下無料 

⑥2011年 2月 6日(日) 聖三木パウロ祝日  B地区当番 

⑦2011年 2月 13日(日)14:00東ブロック会議  六甲教会 

・ 東ブロック合同堅信式： 5月 29日（日）11：15、池長大司教主司式。典礼・式次第を作る 

・ 神戸地区大会：      6月 5日（日）13：00、 池長大司教主司式 ・赤波江地区長 

・ 東ブロック大会(2012年)：  

⑧2011年 2月 20日(日) 評議会 

⑨2011年 3月 6日(日)  新役員選挙公示予定 

⑩2011年 3月 9日(水) ｢灰の水曜日｣典礼   

⑪2011年 3月 13日(日) 四旬節第一主日・評議会・役員改選・選挙予定 

⑫2011年 3月 27日(日) 四旬節黙想会 指導司祭 横浜教区古川勉神父予定(流動的) 

⑬2011年 4月 3日(日) 評議会(前倒し) 

⑭2011年 4月 10日(日) 大掃除 

⑮2011年 4月 17日(日) 小教区総会(信徒総会)予定 

⑯2011年 4月 17日(日) 受難の主日(枝の主日) 

⑰2011年 4月 21日(木) ～23日(土)聖週間の典礼 

⑱2011年 4月 24日(日) 復活の主日 

⑲2011年 5月 29日(日) 東ブロック合同堅信式、大司教様主司式、神戸中央教会、侍者 

⑳2011年 6月 5日(日) 神戸地区大会、大司教主司式、海星女子学院、侍者 

◇各チーム長提案 

・ 震災追悼ミサについて 典礼 

・ インフルエンザ・ノロウイルスが流行ってきているので手洗いとうがいの奨励（谷尻先生） 

・ B地区家庭集会 2月 3日（木） 

・ 養成チーム 中高生活動予定表 別紙 

◇その他 

・ 信徒の動静の正確な把握 

台帳の整理が必要である。 

転入転出のお知らせ  神父様 → 議長 orレジオ Yu → 典礼 

・ 各チーム長変更の申出 

締め切り 3/6迄 

・ 共同墓地の購入の是非の検討  

・ プロジェクター ・レコーダー ・司祭館パソコン ・プリンター ・ＴＶ （購入済み） 

・ スクリーン ・香部屋洋服収納家具の購入予定 

・ 施錠について    鍵のかけ忘れに注意 

◇2月駐車場鍵当番 

2/6   Na  ・  2/13  Ng  ・  2/20  Tk  ・ 2/27  Sz 

終わりの祈り： 赤波江神父 

以上 


