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吾筆はあめちゃんである
(シ リ
…ズ名前

その1)

吾輩はあめちゃんである
どこかで聞い たことの あるフレーズ。私 の名前はあめちゃんです。小学校 1
年生 の時か ら高校 を卒業す るまで、私 の名前はあめちゃんだったのです。学
校に行 くと色 々 と名前で茶化 された りす るの です が、最初 に言われたのが「カ
ンロ飴」だったのです。カ ンダに引 つか けてのカン ロだ ったので しょ う。そ
れが短縮 されてあめちゃん。それ以来、実に 12年 間 の学校生活 の 中で私 の名
前はあめちゃんで した。国語や算数 の時間に先生に当て られ るときも「はい、
あめちゃん」
。 クラブ活動 の先輩か らも「こ ら !あ め !J。 そんな 12年 間で し
たので、卒業 してか ら神 田くん と呼ばれてもしば らくは誰 のこ とか と気が付
きませんで した。 あめちゃん と呼ばれ ると友だち仲間 との原点 が よみ がえ り
ます。
吾輩はひろつちんであ る
生まれ てこのか た 出身教会内では、私 の名前はひろつ ちんです。ひろ しだか
らひろっちんで他に理 由はないですが 、親戚 一 同含 めてひろっちんかひろっ
ちゃんです。今で も教会仲 間ではやっぱ りひろっ ちんです。ひろっちん と呼
ばれ ると教会 との関わ りの原点 が よみがえ ります。
吾輩はかんちゃんである
神学生時代はかんちゃんで した。神学院祭で仲良 しの T神 学生 と出店 した駄
菓子屋 の名前は「たっちん &か んちゃん」
。院内卓球ダブルスで優勝 したの も
たつ ちん &か んちゃん。そ して、神父になつた ころは神父 と言われて も ピン
とこずで したが 、教会ではそ の ままかん ちゃん と呼ばれ るよ うになつて、私
はそれでち ょうどよかったのです。 かん ちゃん と呼ばれ ると司祭生活 の原点
がよみがえ ります。 (因 みに、神戸で震災をともにたたか って きた地元地域 の
繋 が りもかん ちゃんです)
しか し、教会ではちゃん と神父 さん と呼びなさい、 との声 が多 くて、段 々 と
「しんぷ さん」になって きま した。今ではや っ と私 も慣れてきたのか 「しん
ぷ さん」はニ ックネームの よ うに思えてきま した。実際に 「神父」とはニ ッ
クネームみたいなものですけどね。
(※ 次ペー ジに続 く)
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これまでの人生 、二つの呼ばれ名があるけれ ど、中身は一つ で同 じ myself。 生
まれた ときに与え られた正式な名前 はあるけれ ど、生きて関わる社会によって
愛称 として色付 けされてい くのですね。 い まだに、神 田さん と言われ ると、そ
れ誰 のこ とって思 つて しまいます、、as you like…
神 田 裕神父 (三 田教会担 当)

2021年 三 日小数区信徒総会は中止 :!
6月 20日 に予定 していました、信徒総会は新型コロすウイルス感染症
の拡大防止のため中止 し、資料配布することになりました。
当日の総会資料は後日信徒の皆さんに配布しますのでご了承 <だ さい。

聖 ベ トロ 使 籠 塵 へ の 献 金 に つ い て

29日 は聖ペ トロ・ 聖パ ウロ使徒 の祭 日です。
今年 のそ の前 の 日曜 日27日 が聖ペ トロ使徒へ の献金 日となつています。
6月

教皇は毎年 、世界各地を訪問 します。そ して、人 々の苦 しみや悩みを聞き、
優 しい笑顔で力づ け、数 々の援助 を与えます。 キ リス トの代理者、教会 の最高
牧者 であ る教皇は、祈 りと具体的な援助 を通 して全世界 の人 々にいつ も寄 り添
つてい るの です。 この教皇に心を合わせ て、わ た したち も世界中の苦 しんでい
る人 々のための祈 りと献金 を捧げます。教皇 の こ うした活動 のために充て られ
る聖ペ トロ使徒座 へ の献金は、 8世 紀 ごろイ ギ リスで始ま った、大人 も子 ども
も一番小 さなお金であ る 1ペ ニー を毎年教皇に献金 す る運動がもとになって世
界 中に広まった ものです。
(カ
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トリック中央協議会 HPよ り)

