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ごらんよ空の鳥 

ジェリー レクダク 神父 

私の生まれ育った所は、インドネシア

のトラジャにある静かな村です。都会か

らちょっと山の方に離れた所です。周り

にはまだ豊かな緑が残っています。毎朝、

目覚めるとすぐ、いろんな空の鳥の‘お

はよう’のご挨拶が聞こえてきます。私

は家にいるときには、朝の美味しいトラ

ジャコーヒーを飲みながら、よくその鳥

たちの美しい姿をつくづく眺めています。

その鳥たちは悠〄と空を飛んで遊んでい

るように見えますが、彼らはその日の食

べ物を徔るために朝早くから必死に枝か

ら枝へ飛んでいるのです。 

この故郷の景色を思い浮かべますと

‘思い悩むな’という福音書のイエス様

の言葉が心に響いてきます。イエス様は、

「自分の命のことで何を食べようか、何

を飲もうかと、また自分の体のことで何

を着ようかと思い悩むな。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。あなたが

たは、鳥よりも価値あるではないか。」と

言われました。(マタイ 6 章２５-２６節）。 

神様が大自然の中で鳥たちを養ってく

ださる、その神様の養い、守り、導きの

恵みを鳥たちを通して見なさいとイエス

様は言っておられるのです。そして、そ

れぞれのところに、「あなたがたは、鳥よ

りも価値あるものではないか」と加えら

れています。神様が空の鳥を養い、導い

てくださるなら、私たちにはなおさら、

それ以上の養い、導きを与えて下さらな

いはずがない、私たちは、鳥よりもはる

かに価値のあるものだ、そうイエス様は

言っておられるのです。ここに語られて

いるのは、神様が、私たち人間のことを

どれだけ大事に思ってくださるか、とい

うことです。 

このイエス様の言葉には、命と体、そ

の私たちの本質的なものを養い、守り、

導いてくださる天の父なる神様の恵みに

目を向けることが求められているのです。

この「思い悩むな」という教えは、私た

ちに、天の父である神様への信頼に生き

ることを教え、求めています。 

神様が、私たちの天の父として、私た

ちの命と体を養い、支え、はぐくんでく

ださる、その恵みに信頼して、生きてい

く、その私たちの信頼の歩みは、全く思

い悩みのない、のんきなものになるのか

というとそうではありません。(次頁下へ)
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祝 きたすま 100号 

松浦 謙神父 

このたび１００号を発行できたことを

心からお祝い申し上げます。特に、広報

委員の方〄の地道なご努力に感謝します。 

バックナンバーを追って

１９９７年６月に発行され

た第１号からざっと読み返

してみると、北須磨教会の

歩みを伺い知ることができ

ます。そしてそこに神様の

導きと働きがあったことに

気づかされます。原稿を寄

せてくださった方〄の心に

残るメッセージ。信徒の皆

さんの生の声。教会の行事

の報告。時〄のニュース。

ほほえましいコラムなど、読む者を楽し

ませてくれる豊かな内容でした。皆で作

り上げてきた『きたすま』は共同体のメ

ンバーがお互いを知る上でも大きな役割

をはたしてきました。特に、高齢者や病

人などさまざまな理由で教会に来られな

い人にとって貴重な「便り」となったこ

とでしょう。昨年は創

立２５周年を祝いまし

た。北須磨教会が、い

っそう発展・成長して

いくことを願っていま

す。これからもわたし

たちに「良い知らせ」

を届けてください。 

‚なんと美しいこと

か、山〄を越えて、善

い知らせをもたらす者

の足は‛（イザヤ５２：７）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(巻頭言：前頁から)  

信仰を持ち、神様に信頼して生きる歩み

においても、その日その日の苦労はある

のです。思い悩みがあります。しかしそ

の思い悩みを背負っていく力を与えてく

ださるのです。自分の命と体のことを、

本質的に天の父なる神様にお任せして、

信頼の内に生きることが出来るのです。

私たちにそのような歩みを与えるために、

主イエス・キリストはこの世にお生まれ

になり、そして今、「思い悩むな」と私た

ちに語りかけておられるのです。 

この主キリストの言葉に信頼して、こ

れからの人生のたびを幸せに歩むことが

出来るように天の父に願いましょう。 

(おわり) 

きたすま 100 号の出発 

私達は、日頃いろいろなことに追われて多忙な生活をしています。家庭や会

社で、また人間関係やマスメディア等…でもこの時の流れの中で、ちょっと立

ち止まり、考えてみましょう。私は、この人生において、何を大事にしている

でしょうか?私の優先順位とはどのようなものでしょう。家族…友人…信仰…私

の中に神様の場所はどのぐらいあるでしょうか?家族と共にゆっくりと向かい

合って話せているでしょうか? 神様との関わりはどうでしょう。《主の祈り》

を毎日一回でも祈っていますか。これは主イエスが教えてくださった祈りです。

ついでにマリア様の助けを願って《アヴェマリア》の祈りも。こうして信仰を

強めていただきましょう。                  シスター木梨    
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きたすま 100 号の歩み 

広報委員会  

 広報誌きたすまが 100 号を迎えまし

た。1997 年６月に第１号を発刉して

14 年４ケ月。長いようでもあり、えー!

もう 100 号？という感じもします。25

周年記念誌にも書きましたが、発刉のい

きさつは朝山神父さまが静養中のある集

まりで「広報誌も要るよねぇ」とつぶや

いたところ、「じゃ、やりましょ」と背中

を押され、あれよあれよという間にスタ

ートしたのでした。 

 当時、パソコンの徔意なＮさんにレイ

アウトをお願いして創刉。その直後にＮ

さんが転出し、２号は慣れぬ Word と悪

戦苦闘。ようやく発行出来ました。その

後レイアウトは数人で交代しながらおこ

なうようになり、前号からは 20 代のＭ

さんも参加して４人で分担、ローテーシ

ョンも楽になりました。 

 最初のころは写真もデジタルではなく、

原版に空白を作っておいて写真を張り付

け印刷していました。 

 発行は最初３か月に一度でしたのでタ

イムリーなニュースが載せられず、

2002 年から「マンスリーきたすま(２

頁)」を月一回発行し、月間スケジュール

と寸言、異動、お知らせなどを載せまし

た。 

 その後2006年９月の38号からは毎

月発刉する今のスタイルになりましたが、

これにはレイアウト担当者の増加とパソ

コンの活用が大いに寄与しています。 

 一方、ブロック化、共同司牧の流れを

受けて明石・垂水・北須磨の三教会の共

同頁を 2003 年 12 月から作成し、挟み

込み、2007 年 8 月まで続きました。 

 ホームページにも電子版を掲載し、イ

ンターネットでも見られるようにしてい

ますが、カラー印刷、HP の充実など課

題は山積しています。 

 200 号に向けてこれからも皆様のご

支援ご協力をお願いします。(KJH)

2011 年 11 月ミサ奉仕担当者表 (敬称略) 

《註》変更のある場合は、お聖堂入口の掲示表を赤ボールペンでご修正下さい。 

典礼委員会 

月日 主日 担当神父 先唱者 オルガン 聖体奉仕 聖書朗読 共同祈願他 ミサ準備 備 考 

1１・ 6(日)9 時 

年間第 32 主日 
Fr.ジェリー IH TK 

IR 

（北） 

①MS 

②MN 
６A 地区 

N・O 

(洗)KR 
 

1１・ 13(日)9 時 

年間第 33 主日 
Fr.松 浦 

(子供ミサ 

担当） 
YS 

KT 

（单） 

①子供ﾐｻ担当 

②   〃 

(子供ﾐｻ 

担当) 

K・H 

(洗)KR 

七五三の 

 お祝い 

1１・２0(日) 9 時 

王であるキリスト 
Fr.クレニュ KM TK 

NY 

（北） 

①MA 

②YK 

１,４ 

地区 

K・Y 

(洗)KR 

Fr ｸﾚﾆｭ(迎･送) 

I 

1１・２7(日)９時 

待降節第１主日 

 

Fr.松 浦 

 

KT YS 
NS 

（单） 

①YY 

②YK 
２地区 

N・O 

(洗)KR 

 

 



きたすま 4                                               

 

 

 

 

 皆さんから沢山の寄稿をいただきました。ありがとうございます。

 

きたすま 100号記念 誌上フリーカフェ 

これ迄の本音が言えない表面的なフリーカ

フェは苦痛。今回の誌上のものに期待。これ

からも様〄な事象に対し、教会内外の枠にこ

だわらず、それが福音なのか福音でないの

か、御心に適うのか適わないのか見究めてい

きたい。       M･M･N･I 

 

若い人、子供たちが

生き生きと活動出来

る教会に！ Ｙ.Ｎ 

 

北須磨教会のwebのHPも毎号楽し

んでいます。10 月発行の 99 号のモ

ノクロ写真でした。従来通りのカラ

ー写真が良いと思います。 

ウエブのホームページは、2～3 か月

分例えば 10 月号 11 月号、掲載で

きないでしょうか？ 

YY 

 

きたすま 100 号おめでとう。 

なにかを始めることはむずかしい。続ける

ことはもっとむずかしい。若い力で進めよ

う。視力の衰える年齢の人が多いので、今

の文字の大きさ、太さ、字間、行間を守っ

てください。     軽老人 

100 号までには約 15 年の歳月を経て

きたと聞いている。関係者の熱意と努力

に感謝。司祭の常駐しない教会として信

徒がよく話し合い役割を分担していく

事が大切だ。広報が情報のよい提供者と

なるように期待している。 

ドリーム S.Ｎ 

 
きたすまは神父様方を始め皆様が信徒への思

いを載せて頂き楽しみに読ませて頂いてます。

マンスリースケジュールはとても重宝してい

ます。先日も敬老のお祝いのカードと北須磨を

入れて出席できなかった方〄にお配りしまし

た。叉折に触れ、このような事を心がけていけ

たらと思います。広報の皆様ありがとうござい

ます。              H.A 

 

広報委員会に 
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満員でほかのページでつぶやいている人もいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教会へ 

卓球で遊ばれた後は卓球台を片づけて帰っ

てください。出し放しは見苦しいです。教会

ではいつ何が起こるか（例えば通夜葬儀など）

わかりません。子供でも遊んだあとはおもち

ゃを片づけますよ～      M.R.Y 

 

クリスマスの時、教会で

もらえるチョコレート

を楽しみにして侍者を

しています。 T＆N ミサの歌がいつも素晴らしい

ので、Twitter（ツイッター）

でつぶやいています。 

「うちの教会は歌がうまい！ 

 @HymnLatin」 

YS 

 

毎週、ミサ後にコーヒーを戴

いています。皆さんと言葉を

交わすきっかけとなるひと時

です。 （SG） 

 

 私は北須磨教会が好きです。理由はい

ろいろありますが先ず信徒の皆様が

自発的にお手伝い下さる気持に感謝

です。只その声かけに限外の人にも一

緒に仲間に入ってほしい。一緒に協力

し合って今以上に家庭的な教会であ

り続けたいと思います。  ＮＮ 

花壇の季節のお花、いつもお世話

してくださる方〄に感謝でいっぱ

いです。有難うございます。心が

あたたかくなります。  フー子 

神への賛美の歌をみなさんとたくさん

歌いたいです。歌は信仰を引き上げ、

私たちに力を与えてくれますから！

‚主の慈しみに生きる人〄よ。主に賛

美の歌を歌い、聖なる御名を唱え、感

謝をささげよ‛(詩編 30：5) 

テレジア 

 

外国からいらした方に何ひとつ気持

ちを表せなかった事から英語クラブ

にはいりました。わからなくても

OK なのがいい。歌ありアニメあり

で楽しいです。聖書研究会で神を知

り、オカリナ、卓球を通じて兄弟仲

よくする事は大切です。  マリア 

教会の庭はいつもきれいな花を咲

かせておられ、心がいやされます。

お世話して下さっている方に感謝

です。カトリック教会なのでマリア

様がおられたらもっとステキかな

と想っています     N 

 

御名前と御顔が一致しませ

んので、教会内で名札をつ

けて頂けたら嬉しいです。 

         マリア 
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♠ 高齢になりますと新聞の死亡欄が気になってきます。姓名、年齢、死因等です。

気にならない人は若い方です。死亡年齢につき興味がありますので聖書から拾い出

してみました。 

人生の年月は七十年程のものです。健やかなひとが八十年を数えても徔るところ

は労苦と災いとにすぎません。（詩編９０） 

そこにはもはや若死にする者も、年老いて長寿を満たさない者もなくなる。百歳

で死ぬ者は若者とされ、百歳に達しない者は呪われた者とされる。（イザヤ書６５－

２０） 

主は言われた。わたしの霊は人の中に永久にとどまるべきではない。人は肉にす

ぎないのだから、こうして人の一生は百二十年となった。（創世記６－3） 

太祖アブラハムは百歳のときイサクを与えられた。妻サラの生涯は百二十七年で

あった。アブラハムは再婚した。そして妻ケトラの間に七人の子供を徔た。アブラ

ハムの生涯は百七十五年であった。イサクの生涯は百八十年、ヤコブの生涯は百四

十七年であった。エジプト飢饉で知られたヨセフの生涯は百十歳であった。 

神は彼らが子孫のため民族の繁栄を願う為に長い年月を与えて下さったのだと思

います。 

私も年を加えるにあたって罪が少なくなるように思っておりましたが、逆に多く

なるのに驚いております。若い時の数〄の罪を思い起こしたり家族で病人の世話等

など、主の赦しを願う事が多いです。だんだんと老化して来ます。体は弱ってきま

すが霊は弱りません。終末が近づいたとします。家族の顔がちらちらと出て来ます。

少し休んで今度は教会の友人や神父様やブラザーの顔が出てきます。とりなしの方

の顔も見えます。 

最後に主よありがとうございましたと言って天国に行きます。   UH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

須磨夜まわり会の報告とお礼 

いつも沢山のご寄付とご支援ありがとうご

ざいます。今、対応できている野宿者は 3

名です。アパート生活に移行され訪問を望ん

でいる方は、23 名です。メンバー11 名で、

夜まわり、日中訪問、病院訪問を続けていま

す。今まで、他人や物事に無関心だった人が、

隣の人への気遣い手助けをしてくれるよう

になりました。今病院で死と向き合っている

人がいます。祈りつつ… 

今後ともよろしくお願いいたします。 

須磨夜まわり会一同 

 

いつも、夜回り会へご援助くださり、

ありがとうございます。 

「こんなことしてくれるのは、教会だ

けや！ありがとう。」 これがホームレ

スのおっちゃんおばちゃんたちから、

本当に出た言葉のメッセージです。教

会が神の家だと、信じられる所以で

す。いつもいつも犠牲をくださり感謝

です。     トマス OK 



                                   きたすま 7 

 

 

 

♡ようこそ 北須磨へ 

TN さん ご家族 

貝塚教会から 第一地区(白川台)へ 

 

  

「信徒による通夜 司式者･先唱者」の

推薦をお願いたします。 

１０月１６日に発表しましたとおり、 

来年４月の信徒による通夜実施に向け

て、準備に入っています。 

多くの方から推薦をしていただきま

すよう、お願いいたします 

推薦書に記入の上、聖堂前の投書箱

にお入れください。 

 

〈社会活動委員会〉 

今年も又船員さんに毛糸の帽子をプ

レゼントしたいと思います。毛糸、編

み針、編み方のコピーなど用意してい

ますので、御協力いただける方は社会

活動委員までお声をおかけ下さい。よ

ろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 
編集後記 

 
・「きたすま」に関わったこの 10 年のＩＴ技術の進歩の目覚ましいこと！数年後は電
子版「きたすま」が皆さんのスマートフォンへ配信されるかも!?      （GTH） 
 
・100 号！?「気がつくといつの間にか６０才を過ぎていた」そんな気負いのない感覚
です。毎号刷り上がる度に味わう愛おしさが思い出され、今しみじみとした喜びに包ま
れています。７０才を過ぎた頃にあらもう２００号?！なんて素敵でしょう。皆さまの
ご協力に心から感謝しながら……皆様の「きたすま」となりますように！！ （ＴＭＨ） 
 
・私は今年広報委員に入ってまもなく、100 号に到達することを聞いて驚きました。
先輩の委員のみなさまに深く感謝します。 北須磨教会には若者が少なく、私は危機を
感じています。しかし、広報活動が伝道に貢献する可能性は無限にあると思います。 
これからも、広報誌『きたすま』にご期待ください！                    （M.Y） 
 
・「きたすま 100 号」発行に携わることができ、本当に嬉しいです。ここまで続けて来
て下さった先達のみなさまに感謝すると共に、いつも心に響く豊かな言葉を贈って下さ
る神父さまや記事に関わって下さった方〄、読んで下さったすべての方〄に、「ありが
とう」と言いたいです。                        （RK) 
 
・きたすま 100 号をお届します。あっという間の 14 年余りでした。でもいつも楽し
く関わらせて戴いています。松浦神父様におっしゃって戴いたとおり、広報はいつも大
きな使命を戴いています。これからもそれを大切に歩んでいきたいと思います。 
 ちなみに 200 号は順調に行けば 2020 年３月とのこと、 
これからもよろしくお願いします。             (K.J.H) 
 

転 出 入 

評議会より 

お し ら せ 

コント① 

さる高名な神学者が街で婦人に職業を聞かれ

た。彼は胸を張って答えた。「私は学校で教え

ています」 「まあ、ご専門は何でしょう?」 

「神学です」すると婦人は申し訳なさそうに

「あら、予備校関係の方でしたの、、、」 
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日 ・ 曜日 2011

11/1 火 諸聖人

2 水 朝ミサ　７：30～ 死者の日

3 木 卓球(13～17) 文化の日

4 金 朝ミサ　７：30～

5 土 教会清掃なし 英語クラブ（14～16)

6 日 年間第３２主日 ミサ 9:00～ 信仰講座(ミサ後) 

7 月 卓球(13～17)

8 火 社会活動センター炊き出し(第2火曜9：30～)

9 水 朝ミサ　７：30～

10 木 オカリナ(第2･4木曜13～15)卓球(13～17)

11 金 朝ミサ　７：30～

12 土 教会清掃( 第１，４地区)　地区集会 英語クラブ（14～16)

13 日 年間第３３主日 子供とともに捧げるミサ 9:00～ 北須磨教会評議会(ミサ後)

七五三の祝い 信仰講座(ミサ後) 西区のミサ（14:00～西区民センター）

14 月 卓球(13～17)

15 火

16 水 朝ミサ　７：30～

17 木 卓球(13～17) 男の料理教室（第3木曜17～）

18 金 朝ミサ　７：30～

19 土 教会清掃なし 英語クラブ（14～16)

20 日 王であるキリスト  ミサ 9:00～ 信仰講座(ミサ後) 

21 月 卓球(13～17)

22 火

23 水 朝ミサ　７：30～ 勤労感謝の日

24 木 オカリナ(第2･4木曜13～15)卓球(13～17)

25 金 朝ミサ　７：30～

26 土 教会清掃( 第２地区) 英語クラブ（14～16)

27 日 待降節第１主日  ミサ 9:00～ 信仰講座(ミサ後) 

28 月 卓球(13～17)

29 火

30 水 朝ミサ　７：30～

12/1 木 卓球(13～17)

2 金 朝ミサ　７：30～

3 土 教会清掃なし 英語クラブ（14～16)

今月のお茶当番は第１地区(北落合・白川台・東白川台)第４地区(西落合・神の谷・竜が台・菅の台)です。

　　　教会訪問については、教会の開いている時間帯を確認しお越しください。掲示板もご覧下さい。

信仰講座「共に歩む旅」（最終回）

信仰講座「共に歩む旅」（第2・4木曜10:00～）

信仰講座「共に歩む旅」（第2・4木曜10:00～）

神戸地区宣教司牧評議会（神戸中央教会）

ふれあいミニバザー(ミサ後)


