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クリスマスの大きな喜び  

 

ゲラドス・レクダク 神父 

クリスマス、おめでとう

ございます。この一年も守

られて、今日共〄にクリス

マスの祝いのごミサをささげることの出

来る幸いを、心から感謝しています。クリ

スマス、それは私たちの主イエス・キリス

トがお生まれになったことを喜び祝う時

です。その喜びは、自分一人で喜んでいれ

ば満足というような喜びではなくて、皆、

いっしょに喜びたい。まだこの喜びを知ら

ない人には、ぜひ知ってもらいたい。クリ

スマスの喜びとは、そういうものなのでし

ょう。 

ルカ福音書 2 章１０節には主イエス・キ

リストがお生まれになった時、天使が、野

宿をしていた羊飼い達に現れて「恐れる

な」と天使は告げます。この時の天使の言

葉は、聖なる方に出会い、恐れている羊飼

い達に言われたものです。この天使の「恐

れるな」との言葉は、ヨセフに天使が現れ

た時にも、マリアに天使が現れた時にも告

げられたものです。聖なる方と出会い、恐

れる。それが、クリスマスの出来事の知ら

せを最初に受け取った者の心の動きだっ

たのです。天地を造られた聖なる神様が、

人となり地上に降ってこられた。この聖な

る出来事は、私たちを恐れさせずにはおか

ない出来事なのです。日常のことではない。

あり得ないことが、私の中に入り込んでき

て、私たちを圧倒してしまう。そういう出

来事です。 

しかし、それにもかかわらず天使は「恐

れるな。」と告げるのです。何故か。救い

主が生まれたからです。聖なる神と罪人で

ある私たちの間、絶対的な断絶、決して罪

人である私たちから橋をかけることの出 

来ないへだたり。そこに神様の方から橋を 

かけて下さった。私たちの一切の罪を赦し、 

 

 

 

 

 

 

ききたたすすまま          
言は肉となって、わたしたちの間に宿られた。 

       わたしたちはその栄光を見た。（ヨハネ 1・14） 
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神様との親しい交わりに生きることが出

来る道、私たちを神の子として受け入れて、

私たちが神様に向かって、「アバ、父よ。」

と呼びかけることの出来る道を備えて下 

さった。だから、私たちは、もはや聖なる 

神様を恐れることなく、近づくことが出来 

る。その道を備えて下さる救い主、主イエ

ス・キリストがお生まれになったからです。 

私たちは、このクリスマスの祝いの時、主 

イエス・キリストの十字架と復活の出来事

を思い起こさない訳にはいきません。クリ

スマスに生まれた幼子が、私たちの救い主

であるということは、この方が私たちの為 

に十字架にかかり、復活して下さったから 

です。この出来事抜きに、クリスマスを喜

び祝うことは出来ないのです。 

そして、この出来事は、ただユダヤ人だ

けに与えられた喜びではありません。全て

の民に与えられたものです。主イエスが生

まれたのは、全ての民の為なのです。この

イエス・キリストの誕生は、全ての民に与

えられる救いの喜びの到来に他ならない

のです。 

ここで、天使は羊飼い達に、救い主が生

まれたということが、「大きな喜び」であ

ると告げています。

「大きな喜び」、それ

は、決して失われるこ

とのない喜びという

ことです。私たちは生

きていく上で、様〄な

苦しみがある、悲しみに出会う。しかし、

この喜びは、どんな苦しみや悲しみによっ

ても消し去られることがない喜びだと言

っているのです。 

私の為に、救い主がお生まれになった。

私の為に、天地を造られた方が、幼子とな

って降ってこられた。この大きな喜びを、

私たちから奪うことが出来るものは、何一

つこの世界には存在しないのです。それが、

天使が告げた、「大きな喜び」ということ

なのです。この大きな喜びの中に生かされ

ている私たちは、パウロと共に、こう言い

切ることが出来るのでしょう。 

「だれが、キリストの愛からわたしたち

を引き離すことができましょう。艱難か。

苦しみか。迫害か。飢えか。裸か。危険か。

剣か。…しかし、これらすべてのことにお

いて、わたしたちは、わたしたちを愛して

くださる方によって輝かしい勝利を収め

ています。わたしは確信しています。死も、

命も、天使も、支配するものも、現在のも

のも、未来のものも、力あるものも、高い

所にいるものも、低い所にいるものも、他

のどんな被造物も、わたしたちの主キリス

ト・イエスによって示された神の愛から、

わたしたちを引き離すことはできないの

です。」（ローマの信徒への手紙８章３５，

３７～３９節） 

これが、大きな喜びに包まれている私た

ちの心からの叫びなのです。心を込めて共

にクリスマスの喜びを味わいましょう。
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洗洗  礼礼  式式 
 

 

 

12 月 11 日（日）のミサで松浦神父様の司式により、ミカエル SK ちゃんの幼児洗礼式

が行われました。お母様より感想をいただきました。 

 

クララ SA 

12 月 11 日に絆生が洗礼のお恵みをいただきました。松浦神父様、準備してく

ださった方〄、洗礼式のごミサでお祈りいただき、共に喜びを分かち合ってくださ

った方〄に心より御礼申し上げます。 

家庭、教会が絆生にとって心のよりどころとなるために親としての務めを果たし

ていきたいと思います。これからも親子共〄よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

待待 降降 節節 黙黙 想想 会会   
 

12 月 17 日（土）・18 日（日）の 2 日間、淳心会のコレーン神父さまを迎えて

待降節の黙想会が行われました。 

日曜日、ミサ後の黙想会では、「聖書のテーマは道」、「本来あるべき方向に心を向

かわせるのが回心」、「上からではなく下から、我〄と同じ普通の人間として生まれ

た主イエス」などのお言葉が印象に残りました。また、「キリスト教は道徳から派生

したものではなく、根本にあるのはうれしいニュース（福音）」で「神様はイエスと
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いう人格を通して私たちにそのうれしいニュースを伝えてくださった」という言葉

には、クリスマスを迎えるにあたっての持つべき心構えを見つけたような気持ちに

なりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２月１８日（日）黙想会 コレーン神父様 

 

 

 

 

第 13 回  聖 書 通 読 リ レ ー  
 

 

アドベントクランツの3本のローソクと主の臨在を示す1本のローソクの明りに

見守られながら、今回の聖書リレー通読はすすみました。テキストは「ヨハネの黙

示録」。一人ではなかなか読み通しにくい黙示録も、十数人で分担すれば読むことが

易しくなり、それによって新たな発見もありました。ともしびの傍らには、黙示録

をモチーフにしたアンジェのタペストリーやデューラーの木版画も展示され、イメ

ージが膨らみました。 

約 1 時間 40 分で読み切り、翌日(12/18)には 4 本目のローソクが灯されて待

降節のラストを迎える喜びに包まれながら、感謝の歌を歌って集いを終わりました。

神に感謝。（世話係） 

 
 

 

新着図書 

「ヨハネの黙示録」を読む聖書通読リレーに合わせて、今道瑤子さんの「ヨハネの

黙示録を読む」を北須磨の図書に購入しました。 

黙示録のシンボルや構造が易しく説明され、黙示録は聖書の最後を飾る文書とし

て、なんと慰めに満ち、希望をいだかせる書であろうかと紹介されています。 

どうぞ、その喜びの恵みをいただくためにご活用ください。  （広報委員会） 
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12 月 18 日(日) 須磨パティオでのキャロリング 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 月 23 日（祝） 西神プレンティ広場でのキャロリング 
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2012 年 1 月ミサ奉仕担当者表 (敬称略) 

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 

1・ 1(日)10 時 

神の母聖マリア 
Fr.ジェリー NY YS 

IR 

(北) 

①UH 

②OM 
5 地区 

N・O 

(洗)OA 
 

1・ ８(日)9 時 

主の公現 

 

Fr.松 浦 

 

NS TK 
KT 

(南) 

①KN 

②KS 
6A 地区 

K・H 

(洗)OA 
 

1・15 日) 9 時 

年間第 2 主日 
Fr.クレニュ HK KK 

 

NY 

(北) 

①KK 

②KT 
６A地区 

K・Y 

(洗)OA 

Fr.ｸﾚﾆｭ 

迎送・IR 

1・２2(日)９時 

年間第３主日 
Fr.松 浦 

(子供ミサ 

担当） 
TK 

NS 

(南) 

①子供ﾐｻ担当 

②   〃 

( 子供ミ

サ担当) 

N・O 

 (洗)OA 
 

1・29(日)９時 

年間第４主日 

集会祭儀 

司式：MS 

勧め：IR 
HT YS 

NY 

HK 

 ①ST 

②SM 

1･4 

地区 

K・H 

 (洗)OA 
 

《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。 

 

自分の霊名にまつわるエピソードを紹介する新シリーズ ① 

 

 

 

 

フィリッポ MS 

 

ある時、ある海で嵐に見舞われた船が難破してしまいました。幾人もの人が荒れる海に

投げ出され、浮いているものにしがみつきながら救助を待ちました。 

そんな時、少年の歌声が聞こえたのです。人〄はその歌声にささえられ、励ましあいな

がら救助を待ちました。 

 おおよそこんな話を、小学校６年生の国語の時間に学びました。そして、「心に太陽を、

くちびるに歌を」ということばと少年の名前「フィリップ」が、頭に刻み込まれました。 

 中学生になって洗礼の恵みにあずかった時、霊名は迷わず「フィリッポ」を選びました。

神父さんは前述の話を聞いていい選び方だとおっしゃいました。 

以来どの教会に籍を置いても、賛美の歌を歌うことに限りない喜びを感じています。 

 

私私  のの  霊霊  名名  
MMyy  CChhrriissttiiaann  NNaammee  
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おお 知知 らら せせ  

社社 会会 活活 動動 委委 員員 会会   

 

 

 

１）11 月２０日開催ミニバザーの売上報告

が下記のように来ております。 

・社会活動委員会へ集められたもの 

216,005 円（８店） 

・直接支援先へ手渡したもの 

15,000 円（２店） 

・評議会で受け取ったもの 

1,000 円（１件） 

これから支援目的通り支出していく予定

になっています。 

２）12 月１０日（土）信徒による通夜の司

式者第 1 回の研修会が開かれました。垂

水、明石教会からも司式者が参加して松浦

神父、ジェリー神父の講義に耳を傾けわか

ちあいをいたしました。 

次回は 1 月 7 日、垂水教会の予定です。 

 

 

 

神戸・越年越冬のお知らせ 

2011 年 12 月 28 日～2012 年 1 月 5 日 

午前 10：00～午後 3：00 

東遊園地にて 

北須磨教会は１/5 に参加します。 

みなさまの参加をお待ちしています。 

 

 

 

☆信仰講座「共に歩む旅」☆ 

テーマ「秘跡の心を学ぶ」 

場 所：カトリック北須磨教会 

日にち：毎週木曜日 10:00～12:00 

期 間：1 月 12 日～3 月 8 日まで 

（全 9 回） 

対 象：どなたでも参加できます。 

内 容：神のみことばに触れながら、教 

会の７つの秘跡について学び、 

分かち合いと祈りをします。各 

自聖書をお持ちください。 

担 当：カテケージス奉仕者 松浦神父 

プログラム： 

日にち テーマ 

①1/12 入信の秘跡・洗礼 

②1/19 入信の秘跡・堅信 

③1/26 入信の秘跡・聖体 

④2/ 2 いやしの秘跡・ゆるし 

⑤2/ 9 いやしの秘跡・病者の塗油 

⑥2/16 交わりと使命を育てる秘跡・結婚 

⑦2/23 交わりと使命を育てる秘跡・变階 

⑧3/ 1 まとめ・新しい天と地 

⑨3/ 8 聖徒の交わり・聖母マリア 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評評 議議 会会 よよ りり  

編 集 後 記 

クリスマスおめでとうございます。 

この時期、いつも幼い頃わくわく待ち望ん

だクリスマスの思い出がよみがえります。ク

リスマスのミサで侍者をし、香部屋に戻ると

決まって神父様がひとりひとりにチョコレ

ートを下さるのです。当時余所では見たこと

もないクリスマスのレリーフの入った大き

なチョコレートでした。パッケージには外国

の言葉が書かれていて、異国の香りがしまし

た。そのチョコレートをそれはそれは大事に

少しずつ何日もかけて食べたものでした。 

いつまでも、あの頃のようにわくわくしな

がら主のこられるのを待ち望んでいたいと

思います。           （GTH） 
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