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召召召ししし出出出しししををを求求求めめめててて   

松浦 謙神父 

計によると、この 20 年で、日本

で働く司祭の数は約 400 人減少

しました。現在大阪教区に 85 の教会があ

りますが、それらを担当する司祭は 70 人

程度になるという見方もあります。キリシ

タン迫害の時代、司祭がいなくても信者は

信仰を守り、福音を立派にあかししました。

しかし現実にミサやゆるしの秘跡は司祭

がいなければ行えないのですから、司祭の

減少はゆゆしきことといわねばなりませ

ん。外国の宣教会、修道会などが、今もな

お司祭を日本に派遣してくださっていま

す。けれども日本の教会の中から是非とも

司祭を輩出しなければなりません。では召

し出しのために何ができるでしょうか。 

とつは青少年の信仰育成です。教

会学校、初聖体や堅信の準備、中

高生への司牧活動、青年へのサポートは教

会の優先的な取り組みであることはいう

までもありません。神父になりたいという

若者は、こどもたちや青少年の信仰をはぐ

くみ育てる教会共同体と家庭の中から生

まれてきます。自分は将来何になりたいか

を思ったとき、神と教会に仕える司祭職の

道もあるということを考えさせ、もし望む

ならその招きに応えていくことができる

ように助けたいものです。 

たつ目は召命のために祈ること

です。主イエスははっきりいわれ

ました。「刈り入れは多いが働く人が少な

い。だから刈り入れのために働く人を送っ

てくださるように、刈り入れの主に祈り求

めなさい」（ルカ 10:2）ご高齢の方たち、

教会の諸活動に時間をさくことが出来な

い人たちも、熱心に祈ることで協力できる

のです。個人で、また種〄の集まりで次の

ような意向の祈りをささげましょう。 
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☆1p：巻頭言『召し出しを求めて』（Fr.松浦） 

☆2p：『越年越冬に参加しました』 

☆3p：シリーズ 私の霊名／２月ミサ奉仕担当者表 

「いつくしみ深い神よ、わたしたちのな

かから、あなたの民の一致のために生涯

をささげる司祭を選び、導いてください。    

わたしたちが彼らと共にはたらき、神の

国の証し人となって御子によって委ねら

れた福音宣教の使命にますます駆り立て

られますように。」 

（司祭召命を求める祈りより） 

☆4p：聖人クローズアップ〈ユスト高山右近〉 

☆5p：お知らせ／編集後記 

☆6p：マンスリースケジュール 
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越年越冬に参加しました 

厳しい社会情勢を思わせるような寒さの中、今年もまた「神戸の冬を支える会」による越

年・越冬の様〄な取りくみが 12・28 日～1・5 日まで東遊園地で行われました。北須磨教

会では 1 月 5 日に社会活動委員会を中心に 5 人で参加しました。 

 おじさんたちが、噴水を取り囲むように並ぶ長蛇の列は、すっかりおなじみの光景ですが、

今年は東日本大震災の各避難所の炊き出しに並ぶ人〄の姿が重なりました。１・１７日には、

ここで阪神淡路大震災の追悼の集いが行われるそうです。今なお丌安や苦しみを抱えておら

れる被災者の方〄のために、すべての人の平和と幸せを祈りました。 

 

 炊き出しの時もそうですが、おじさんたちともっとゆっくり話したいと思ってもなかなかそうもいきませ

ん。それに替えておじさんたちの川柳を又いくつか紹介いたします。  (TMH) 

 

* 笑み浮かべ 炊き出しの後 散る仲間   麺 

* 宿なしは 「福は外」へと 豆をまく   麺 

* 野良猫が 俺より先に 飼い猫に     藤 

* 見てしまう 故郷行きの 高速バス    草 

* 陽だまりは ホームレスにも 暖かい   髭 

* ダンボール 持ち上げあおぐ 星明り   髭 

* 百均も 我が暮らしには 高級店     村 

   

「路上のうた」ビッグイシュー日本編集部[編]より    
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自分の霊名にまつわるエピソードを紹介するシリーズ ② 

 

私 の 霊 名 

MMyy  CChhrriissttiiaann  NNaammee 

ヨゼフ HK 

私が洗礼を受けたのは、中学 3 年の冬、通っていたカトリック校でともに公教要理を受け

ていた十数人と一緒でした。それぞれ先輩などに代父をお願いするのですが、自然、何人か

が同じ人にお願いすることになってしまいます。 

 私も 2,3 人と一緒に一人の先輩にお願いしました。快く引き受けて戴きましたが、「霊名

はどうする?」と聞かれても特にアイデアは浮かんできませんでした。「誕生日はいつ?」と

聞かれて「3 月 15 日」と答えると「じゃ、ヨゼフがいいね」と言われてヨゼフになりまし

た。聖ヨゼフの祝日が 3 月 19 日と知ったのはそのしばらく後です。 

 受洗した当初は、友達がヨハネやパウロやイグナチオなどよく知られ朗読などにも出てく

る霊名なのを羨ましく感じました。ヨゼフはクリスマスの時にちょっと出てくるぐらいで目

立たずどんな生涯を送ったのかも余り分からない地味な人と思っていました。 

 しかし、家庭を持ち子供が生まれると、だんだん家庭の守護の聖人と言われマリアとイ

エスを守りぬいた聖ヨゼフの偉大さが分かってくるような気がしました。その後、教皇ヨハ

ネパウロ 2 世が使徒的勧告「救い主の守護者聖ヨセフ」を出し、聖ヨゼフの霊性を詳しく教

えて下さいました。目立たぬ人生の中にも自らの使命をしっかりと貫く聖ヨゼフの生き方を

これからも見習い続けたいと思います。

 

2012 年 1 月ミサ奉仕担当者表 (敬称略) 

典礼委員会 

《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。 

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 

2・ 5 日)9 時 

年間第 5 主日 

Fr｡ジェリー FM KK 
HK 

(北) 

①TH 

②NS 

男性 G 
K・Y 

(洗)KR 

 

2・12(日)9 時 

年間第 6 主日 
Fr｡松 浦 MS TK 

HT 

(南) 

①TT 

②HT 
男性 G 

N・O 

(洗)KR 
 

2・19 日) 9 時 

年間第 7 主日 
Fr.クレニュ    IH YS 

MS 

(北) 

①TI 

②FY 
２地区 

K・H 

(洗)KR 

Fr.ｸﾚﾆｭ 

迎送.K 

2・２2(水)20 時 

灰の水曜 
Fr｡ジェリー KM TK ＿＿＿ 

①MS 

②MN 
２地区 

K・Y 

(洗)KR 
 

2・26(日)９時 

 四旬節第 1 主日 
Fr。松 浦 

(子供ミサ 

担当） 
YS 

YK 

(南) 

①子供ﾐｻ担当 

②   〃 

( 子供ミ

サ担当） 

N・O 

(洗)KR 
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信仰の遺産を受け継ごう！ 

第３回：ユスト高山右近（1552-1615） 

【愛に生きる決心】 

 ザビエルの日本布教が

始まって15年目となる

1564年、少年高山右近

はイエズス会の日本人修

道士ロレンソ了斎からユ

スト（義人の意）の霊名

で受洗した。 

 21歳の右近は幼なじみの高槻城主和田

惟長に仕えていたが、惟長は家臣の人望を

集めていた右近を妬み暗殺を企てる。その

噂を聞いた右近は惟長に詰問するが、いき

なり切りかかった惟長に応戦し殺してしま

う。自分の敵意によって友を死に至らせた

ことを痛悔した右近は、「汝の敵を愛せよ(マ

タイ5:44)」という聖書のみ教えを思いだし、

たとえ裏切られても自分は決して裏切らな

いことを決心する。 
  

【キリストの国づくり】 

 まもなく高槻城主に任ぜられた右近は、

キリストの愛に基づく国づくりを始める。

家族と共によく祈りながら、教会や神学校

の建築運営、盛大な復活祭、貧者や孤児の

援助に熱心に取り組んだ。身分の高低を問

わず武士も農民も共にミサに不った。他宗

教にも寛容であり、寺の安全も守った。 

 1578年、荒木村重が織田信長に謀反を

企てる。村重の管下にいた右近は中止を説

徔するが村重は聞き入れず、右近の息子を

人質に捕る。一方信長は村重方の右近の高

槻城に攻め入ろうとするが失敗し、右近の

弱みに付け込む戦略に切り替え、降伏しな

ければ領内の宣教師と民を皆殺しにすると

脅した。右近は村重と信長との狭間で苦し

み、一晩祈り考えた末、断髪し刀を捨てて

信長の前にひざまずき、武将を辞める代わ

りに宣教師と領民の命ごいをした。また武

将の権限を捨てることで、村重が人質を捕

る意味を失い、息子を解放してくれること

も期待した。一人の命も見捨てないための

判断だった。信長はこの誠実さに感心し武

将として生かしておく価値があるとみて右

近を許した。村重は抗戦を諦め、息子も無

事解放された。 

 右近の献身的な働きによって、高槻では

２万人以上、その後に統治した明石でも３

万人の領民が改宗した。 
 

【全てを捨てて流浪の旅へ】 

 本能寺の変の後、秀吉の配下となる。仲

間の武将たちに宣教し、続〄とキリシタン

が増えた。しかしその5年後、禁教令が発布

され、右近に棄教が迫られた。仲間のキリ

シタンが次〄と棄教する中、右近は「たと

え人は全世界を手に入れても自分の魂を失

ったら何の徔がありましょう (マタイ

16:26)」と信仰を堅持し領地を全て返上し、

追放の身となる。秀吉への恐れで右近を助

ける者もおらず、孤独な流浪の旅が始まる。

その後親友の前田利家が秀吉に執り成し、

右近は金沢で26年間家族と共に遍ごした。

しかし家康の時代になると、右近は国外追

放命令を受け、形だけでも棄教するよう説

徔する友人たちもいたが、棄教しなかった。 
 

【義人の最期】 

 右近は家族を連れて金沢からフィリピン

のマニラへ向かう。馬の利用を許されたが

キリストのご受難を偲び、雪道の中歩くこ

とを選択した。一行は殉教に備えて日夜祈

りを怠らず、悪環境の船旅にも耐えた。 

権力や財産に目もくれず聖徳の道を貫い

た右近の噂を聞いていたマニラの人〄は、

聖堂の鐘と祝砲をもって町をあげて大歓迎

した。しかし到着して40日後熱病に倒れ、

家族に信仰を守るよう励まし、「イエズス、

マリア」のみ名を繰り返しつつ人〄の愛に

包まれて1615年63歳の生涯を閉じた。 

 下克上の戦国時代において、敵をも愛す

るという神の普遌のみ教えを守りぬいた右

近は日本の誇りである。日本の聖人は現在

殉教者のみであるが、右近が列福列聖され

れば、日本初の証聖者（殉教せず人生を通

して信仰を証した聖人）の誕生となる。 

ｼｴﾅのｶﾀﾘﾅ YM 

 

 

 

「信仰を捨てて、デウス(神)に背けとの仰せは、 
たとえ右近の全財産、右近の生命にかけても 
従うことは出来ないのです。」by ユスト高山右近 

 
＊参考資料：『歴史秘話ヒストリア 私は“愛”を信じます～絶対に裏切らない武将・高山右近～』NHK 放送／ 

『高山右近』片岡弥吉著／『人物中心の日本カトリック史』池田敏雄神父著 
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おお 知知 らら せせ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１）昨年１１月２０日開催ミニバザーの売

り上げ報告を前号で記載しましたが追加

で下記の報告が来ております。 

直接支援先へ手渡したもの  

78,900円 （３店）   

これにより今回のミニバザー売り上げの

合計は 310,905円 となりました。 

ご協力を感謝いたします。 

 

２）１月７日（土）信徒による通夜の司式

者第２回の研修が垂水教会で開催されまし

た。今後は下記の予定で開催されます。 

３月１０日（土） 明石 

 ４月１４日（土） 北須磨  

         

 

 

ＨＯＪ支援についてのお礼とお願いです 

 中川神父様が北須磨に赴任して来られ

てから始まったＨＯＪ支援も８年を遍ぎ

ました。今も２０名余りの方が協力して下

さっています。 

 ＨＯＪの設立者の鳥山さんが、旧年右足

半分切断という結果になりました。この様

な状態になられた時に、ＨＯＪの子どもた

ちのこれからに自分が何をしてあげられ

るか？支援者の皆様の望みにこたえる事

が出来るだろうか。そして、深く考えられ

たのが「生きる事は愛する事」「見える行

動で見えない愛を表現したい」皆様へのお

礼と感謝で改めて「今もう一度」と思われ

たそうです。 

 中川神父様からもジェリー神父様にＨ

ＯＪの話をされ、ジェリー神父様も積極的

な興味を示して下さったそうです。私たち

も出来る範囲で続けて行けたらと思いま

すので、今迄支援して下さっている方も引

き続きお願い致します。また新しく支援し

て下さる方１ケ月 500 円です。 

ＨＯＪについて詳しくお知りになりた

い方は鳥山さんからのニュースレターも

来ております。聖堂入口のテーブルの上に

置いてありますのでよろしくお願い致し

ます。           

世話係 U 

 

☆成人おめでとうございます☆ 

NK さん 

HK さん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評評 議議 会会 よよ りり  

編 集 後 記 

  高山右近の生涯を学び、その聖徳の

偉大さに非常に感動しました。当時の侍

がキリシタンになった姿は本当に美し

いものです。右近を始め、日本を執り成

す聖人が増えることをもっと熱心に求

め、祈ろうと思います。 

(Ｍ.Ｙ) 

 

ユスト高山右近の列福祈願ミサ 

今回の『聖人クローズアップ』でご紹介

したユスト高山右近（2 月帰天）の列福祈

願ミサとシンポジウムが、26 聖人殉教者

の祝日 2 月 5 日（日）午後１時より、大

阪カテドラル聖マリア大聖堂で行われま

す。詳しくは掲示板をご覧ください。 
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