
 

 

きたすま 10１号 トピックス 

1 頁：巻頭言 松浦神父様 
２頁：七五三のお祝い・ミニバザー 
3 頁：松浦司教様との交流会 
 

 
4 頁：聖人クローズアップ 
５頁：お知らせ 編集後記 
６頁：マンスリースケジュール 

 

「南アフリカの村で」 

松浦 謙神父

去年の１１月、わたしは南アフリカのニ

ューキャッスルという町にある教会に行

きました。そこの教会の主任司祭が、病気

の信者さんの家に訪問に行くというので

わたしも同伴することにしました。その神

父はジープのような車にわたしを乗せて

町の郊外に向って走りました。途中２箇所

で、教会の信者たちを拾っていきました。

総勢１０人近くが荷台に乗りました。女性

も男性も、年を取った人も若い人もいまし

た。みんな病気の婦人のことを心配してお

見舞いに行くのです。２０分ほどでこぼこ

の道を走った後、土の壁の家につきました。

わたしたちは居間に迎え入れられ、用意さ

れた椅子や床に座りました。その家はまる

で小さな教会のようになりました。部屋の

奥の古びたソファに６０歳くらいの婦人

が座っていました。彼女は重いエイズを病

んでいるそうです。確かにやせて顔色は悪

い。２歳くらいの女の子を膝にのせていま

した。４歳くらいの男の子が横に座ってい

ました。たぶんお孫さんでしょう。天井か

らは小さな電球がぶらさがっていました。

ちょうど雷がなり始め、そのためか電球の

明かりが暗くなったり明るくなったりし

ました。司祭が小机に白い布をひろげて十 

字架をおき、ろうそくをともし、ご聖体を 

 

いれた小さな容器を安置しました。皆で声

をあわせてスワヒリ語の聖歌を歌いまし

た。聖書を朗読してしばらく沈黙しました。

それから司祭は祈りのことばを唱えてご

聖体を彼女にさずけました。祈りが終わる

と、家族の人が用意した飲み物とお菓子を

皆で頂きました。皆殆どしゃべらなかった

ので、ただ屋根に落ちる雤の音だけが響き

ました。遠くから牛やヤギの泣き声も聞こ

えてきました。丌思議に平和でみたされた

気持ちでした。静かに時が流れていきまし

た。神父は「そろそろおいとましよう」と

いって立ちました。信者さん一人ひとりお

ばあさんのそばへ行き、手をとってことば

をかけていました。彼女は本当によろこん

でいました。目に涙をためていました。「心

配いりませんよ。神様があなたを癒してく

ださいます」そう言ってお別れし、家を後

にしました。死が近いことを意識している

この人のため、皆が行って祈る。それは彼

女にとって大きな希望と励ましだったに

違いない。南アフリカの小さな村での体験

は今もわたしの心に残っています。もうす

ぐクリスマスが来ます。わたしたちのもと

に救い主イエスが来てくださった。このこ

とを、あの日わたしは強く確信しました。 
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七五三のお祝い 

 

11月13日、「子どもとともに捧げるミサ」の中で、

子どもたちの祝福式が行われました。子どもたちは、

松浦神父さまから灌水・按手・祈りを受け、両親の方〄

も共に祝福を受けました。神父さまは説教の中で、当

日の福音（マタイ 25:14-30）から、神さまに不え

られたタラントンを神さまと人〄への愛のために用

い、成長させることの大切さを教えられ、子どもたち

を励まされました。以下は、当日子どもたちと両親の

方〄のために捧げられた祈りの要約です。引き続きお祈りください。 

☆子どもたちへの祈り☆ 

 子どもたちがこれからの人生で出会う困難の中で、神さまの愛から離れることなく、

神さまとの堅固な絆の土台を築くことができますように。神さまの子として信仰、希望、

愛のうちに、心身ともに成長し、神さまのみ栄えのために意義ある人生を送ることがで

きるよう、神さまの豊かな祝福を祈ります。 

☆両親の方〄への祈り☆ 

仕える者となられた主イエズスに倣い、神さまの愛の代理者として子どもたちを慈し

み、神さまのもとに導き、神さまをともに讃えることができますように。神さまの豊か

な祝福を祈ります。                       シエナのカタリナ YM 

ミ ニ バ ザ ―  2011.11.20 

前日からの雤を吹き飛ばし、北須磨教会ミニバザーが行われました。ミニと言いつつ、

おでんあり、カレーあり、炊き込み御飯あり。衣料・食料品・陶器・食器・雑貨・靴に

鞄にアクセサリー、スープにケーキにクッキーに植木まで、何でも揃う品揃え。ご近所

の方もお越し下さり、活気に満ち溢れていました。当日だけでなく準備のためご尽力下

さった皆様方に感謝の気持ちでいっぱいです。楽しい一日をありがとうございました。 
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12 時ごろから松浦司教さまとの交流会が開かれました。司教様は「ピアノはきちん

と習ったことがないので…」と仰っていましたが、信徒のリクエストに応えて即興で演

奏してくださいました。「赤とんぼ」「旅愁」など季節にちなんだ歌、賛美歌集からは

「Walk in the Light」「主は水辺にたった」などの歌声がホールいっぱいに響き渡りま

した。途中、ジェリー神父様も同郷の神学生を伴って参加してくださり、お二人でイン

ドネシアの歌をア・カペラで歌ってくださいました。また、それに負けじと Sr.木梨と

Sr.前田が韓国語の賛美歌を披露して下さいました。1 時間ほどの交流会でしたが、とて

も楽しいひと時でした。 

 

2011 年 12 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 

12・ 4(日)９時 
待降節第２主日 

Fr.｡ジェリー TM YS 
HK 
(北) 

①AN 
②IN 

2 地区 
K・H 
(洗)TY 

 

12・11 日)9 時 
待降節第３主日 

 

Fr.松 浦 
 

(子供ミサ 
担当) 

KK 
HT 
(南) 

①子供ﾐｻ担当 
②   〃 

(子供ミ
サ担当) 

K・Y 
(洗)TY 

 

12・18 日) 9 時 
待降節第４主日 

待降節黙想会 

Fr.レーン 

Fr.ェリー 
KT TK 

 
 ①AY 

②IM 
３,６B,7 

地区 
N・O 
(洗)TY 

 

12・２4(土)20 時 
主の降誕前夜祭 

Fr.ジェリー NS YS 
MS 
(北) 

①IR 
②UN 

５地区 
K・H 

 (洗)TY 
 

12・25(日)10 時 

  主の降誕 
Fr．松 浦 TY TK 

YK 

 (南) 

①IM 

②OR 
５地区 

K・Y 

(洗)TY 
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信仰の遺産を受け継ごう！ 

 

第２回：聖フランシスコ・ザビエル 

1506-1552（記念日：12月3日） 

 

【人生の一大転機‐ 

イグナチオとの出会い】 

 ザビエルは将来博士

になり、故郷スペインで

豊かな生活を送ること

を夢見てパリ大学で学

んでいた。そこに年上の

学生が入ってきた。イグ

ナチオ・ロヨラである。

彼の熱心な信仰に感化されたザビエルの友

人はその弟子になったが、自分は関心を示さ

なかった。ある日、イグナチオが引用した聖

書の「たとえ全世界を手に入れても、自分の

命を失ったら、何の得があろうか。（マタイ

16:26）」という言葉に胸打たれ、ついにイ

グナチオら６人と共に誓願を立てることを

決心し、变階を経て、1540年、イエズス会

を発足させた。 

 

【東洋の使徒、極東への決断】 

 ザビエルは、同士と共にローマで貧者や病

人の奉仕に奔走していたが、ポルトガル国王

とイグナチオの命により、教皇の使節として

東洋布教に乗り出した。ゴアを中心にインド

の村〄で病人や子供の世話と宣教に励んだ。 

ある日、使徒聖トマスが最後に辿り着いた

インドのマドラスにある彼の墓前で祈って

いると、「もっと東へ行きなさい」という神

の御声を聞いた。そこでザビエルはマレーシ

アのマラッカへ移り、教会の司牧を助け、イ

ンドネシアも訪問した。再びマラッカに戻っ

た時、日本人のヤジロウという武士と運命的

な出会いをし、日本宣教の使命を確信する。 

 

【日本宣教に捧げた命】 

ザビエル一行は1549年8月15日、聖母の

祝日にヤジロウの故郷鹿児島に到着した。領

主に謁見し、布教許可を得たのが9月29日、

大天使聖ミカエルの祝日であったため、彼を

日本の守護者と定め、その御助けを求めつつ

布教を始めた。 

昼は嘲笑や石投げ、夜は寒さに苦しみ道端

で寝ることもしばしば、突然の禁教令で活動

地から追い出されることもあった。文化の壁

に何度もぶつかりながら、地方大名への謁見、

身なりや献上品の重要性など日本布教の術

を体得していった。日本語に翻訳した教理書

を片手に、たどたどしい日本語でも謙遜と愛

をもって懸命に説教するザビエルの姿は、

人〄の感動を呼び、多くの洗礼者を生んだ。

さらなる宣教師の必要性を感じたザビエル

は、一度インドのゴアに戻り再び日本に帰る

ことを決めた。鹿児島に始まり、平戸、山口、

京都、大分での2年3ヶ月に及ぶ日本布教の

旅であった。 

日本に対する中国の影響力を知ったザビ

エルは、日本に帰る前に中国での布教を望ん

だ。上川島で中国本土に向かう船を待ってい

たが、突然の熱病に倒れ、「イエズス様！マ

リア様！」と繰り返しながら日本への想いを

残して粗末な小屋の中で息をひきとった。

46年の生涯であった。 

ザビエルの遺体は、今も腐敗せずゴアのボ

ム・ジェズ教会に安置されている。また多く

の人〄に洗礼と祝福を不えた右腕はイエズ

ス会の本拠地ローマのジェズ教会に移され

ている。神は一人の青年に、遠い極東の地で

信仰の種を蒔く使命を不えた。異国のために

命を捧げたこの聖人は、今も天で、日本の救

いを取り次いでいるに違いない。 

ｼｴﾅのｶﾀﾘﾅ YM

＊参考資料：心のともしび Web ムービー『ハヤット神父 ザビエルの道をゆく』（ネットで自由に見られます）／ 

カトリック山口教会 Web ｻｲﾄ／『人物中心の日本カトリック史』『聖人たちの生涯』池田敏雄神父著 

「主イエズスが仰せられた『たとえ全世
界を手に入れても、自分の魂を失ったな
らば何の益になろうか』というみ言葉を
いつも心に留めておいて頂きたい。」  

by 聖ﾌﾗﾝｼｽｺ・ｻﾞﾋﾞｴﾙ 
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おお 知知 らら せせ  

 

 

・12 月 11 日(日)ミサ後、評議会が行わ

れます。 

・12 月 17 日～18 日 アンドレ・コレ

ーン神父様による黙想会が行われます。 

たくさんの方のご参加をお待ちしてい

ます。 

・12 月 18 日(日)3 教会連絡会が北須磨

教会で行われます。 

 

 

クリスマスチャリティコンサート 

日時：１２月３日（土）午後１時開演 

入場：無料 

場所：カトリック神戸中央教会 聖堂 

主催：神戸地区社会活動委員会 

上智大学・エリザベト音楽大学交換講座

企画「クリスマスコンサート」 

日時：12 月 10 日(土)14:00～ 

場所：サクラファミリア（大阪梅田教会） 

3 階 

主催：上智大学公開学習センター 

受講料：無料 定員 200 名（要事前 

電話申込：03-3238-3551） 

第５３回 神戸市民クリスマス 

キャロリング in KOBE 

『心をむすぶクリスマス』 

～神戸から被災地へ、被災地から神戸へ～ 

日時：１２月１６日(金)17:00～ 

場所：日本キリスト教団神戸教会 

 

 

☆転入されました☆ 

ようこそ 北須磨教会へ 

YK さん 

YE さん 

アシジのフランシスコ YY さん 

東京都葛西教会から第３地区(中落合)へ 

   F・M さん 

   F・F さん 

   F・Z さん 

   F・B さん 

福島県いわき教会より第３地区（東落合）へ 

 

・１２月１１日（日）ミサの中で SK ちゃ

んの幼児洗礼式が行われます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評評 議議 会会 よよ りり  

編 集 後 記 

一気に寒くなりました。神戸でこん
なに寒いなら､東北はもっと寒いで
しょうね。本当の痛みは経験した者
でなければ決してわからないと思
うのですが、心に小さな痛みがあれ
ば、尐しだけ誮かを思いやることは
できるような気がしています。今を
去ること 24 年前、卒業記念に東北
を一人旅しました。棟方志功の記念
館を訪れ、そのパワーに圧倒された
覚えがあります。また同じ場所を訪
れ、あんな風に素直に感動すること
ができるんでしょうかねぇ。 

                 (R.K) 
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日 ・ 曜日 2011

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)

4 日 待降節第2主日 ミサ 9:00～ 信仰講座(ミサ後) 

5 月 卓球(13～17)

6 火

7 水 朝ミサ　７：30～

8 木 オカリナ(第2･4木曜13～15)卓球(13～17)

9 金 朝ミサ　７：30～

10 土 教会清掃( 第３,６Ｂ,7地区)　 英語クラブ（14～16)

11 日 待降節第3主日 ミサ 9:00～ （幼児洗礼式） 北須磨教会評議会(ミサ後)

信仰講座(ミサ後) 西区のミサ（14:00～西区民センター）

12 月 卓球(13～17)

13 火 社会活動センター炊き出し(第2火曜9：30～)

14 水 朝ミサ　７：30～

15 木 卓球(13～17) 男の料理教室（第3木曜17～）

16 金 朝ミサ　７：30～

17 土 教会清掃なし 英語クラブ（14～16) 黙想会(19:00～20:30）

18 日 待降節第4主日  ミサ 9:00～ 黙想会（ミサ後） 3教会連絡会（北須磨教会）

名谷クリスマスキャロル（16:30～18:00須磨パティオ買物広場）

19 月 卓球(13～17)

20 火

21 水 朝ミサ　７：30～

22 木 オカリナ(第2･4木曜13～15)卓球(13～17)

23 金 朝ミサ　７：30～ 西神クリスマスキャロル（17:00～18:00西神プレンティー広場）

24 土 教会清掃( 第５地区) 主の降誕　ミサ20:00～

25 日 主の降誕  ミサ 10:00～信仰講座(ミサ後) 

26 月 卓球(13～17)

27 火

28 水 朝ミサ　７：30～

29 木

30 金 聖家族

31 土

1/1 日 神の母聖マリア ミサ　10:00～

2 月 主の公現

3 火 主の洗礼

今月のお茶当番は第２地区(妙法寺・友が丘・若草町)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。

マンスリースケジュール12月

 


