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不不不えええららられれれたたた時時時ををを生生生きききるるる   

松浦 謙 神父 

200９年 3 月にわたしは休みを頂

いて、フランスのパリ外国宣教会本部

にしばらく滞在し、そこからアルスへ

行きました。アルスはパリから南へ鉄

道で 2 時間 30 分くらいの所、山あい

にある小さな村で聖ヨハネ・マリア・

ビアンネ司祭の働いた教会があります。

彼が住んだ司祭館や彼が建てた孤児院

の跡なども訪ねてみました。聖堂は当

時のままで、ビアンネが座って 16 時

間も告白をきいたと言われる告解部屋

もありました。ちょうどその時、聖体

礼拝がなされていて数人の巡礼者たち

が祈りをささげていました。目立たな

いけれど、イエスへの愛に燃え、ひと

り一人を本当に大切にし、牧者として

献身的に働いたひとりの司祭の生き方

を思いながら、わたしも祈りました。 

この時にわたしは以前読んだマザー

テレサのことば集の中にある次の一文

を思い出しました。「無理なことをどう

こう思い悩むのは無駄なことです。で

きないことは神様がお望みでないのだ

と思いなさい」そしてもうひとつは教

皇ベネディクト 16 世が何かの手紙に

書いておられた「祈りは時間を獲得し

ます」という言葉です。その意味を考

えました。 

教皇様が言われたのはもちろん、い

わゆる時計が刻む時間の長さではない

でしょう。「時」は神様からの賜物です。

自分に不えられた時間は限られていま

す。わたしに出来ることも限られてい

ます。だから、神様、今日、あなたが

わたしに望んでおられることは何なの

か教えて下さい。そしてそれを忠実に

はたすことが出来るように力をお不え

下さい・・。そしてなお自分の力に及

ばないことがあれば、あとは、すべて

をはからってくださる主にまかせ、み

旨が行われるようにと願おう。時の流

れの中で、主ご自身がわたしと共に働

いてくださるに違いない。そして全て

はかけがえのない恵みの時となるのだ。

そう思ったとき、わたしは新たな力が

湧いてくるように感じました。

ききたたすすまま          
わたしは、あなたたちと、そして後に続く子孫と、契約を立てる（創世記 9・9） 
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久しぶりのフリーカフェ 

2月 19日、雪の残る寒～い 1日、春の陽だまりの中でくつろいでいるような和やかな雰

囲気のうちに、久しぶりのフリーカフェが行われました。 

 

 皆様のとびっきりの笑顔をごらんください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

キッズコーナー 

 「ミサにどんな気持ちで来ている

の？」とのリーダーの問いかけに、

「昔は親に言われて・・・でも今は

日曜日にミサにくるのは生活のリ

ズムになっている・・・」そうです。 

教会への要望もいくつか出

されたそうです。 

また、みんなのものにして

いきましょう 
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ご復活祭の洗礼にむけて・・・ 

「求道者と共に歩む旅」 

共同体の仲間の皆さまと、 

祈りのうちにいい準備のときを！！ 

いくつかのグループで、ご自身の霊

名についての分かちあいが・・・ 

今、行われている神戸地区でのシルバーコースの 

分かちあいもありました。 

マリアが多いね。 

マリア・何？ 

いろんなマリアがあるんだよ

（笑） 

財務処理・・・続行中 

お疲れさま、 

ありがとう！ 
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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 ③ 

  

 

マリーテレーズ  KT 

それは中学二年の時でした。親友になった彼女の一家は熱心なカトリック信者で、鳥取県

米子市にはマリア園(保育園)と天使園（親のいない子が行く所）２ツの施設がありました。 

当時から教会には出入りし、公教要理も習っていましたが、明治生まれの母はシスターの

ことを童貞さんと呼び、姉達はマリア園に通ったらしいですが、米子の教会は敷居が高く、

お金持ちが行く所と認識していた風です。高校二年の時、母が亡くなり、親友は岡山のノー

トルダム清心に進み、当時渡辺和子学長の下で２年助手を勤め、帰ってきました。そして２

２才の時、彼女が代母となり、「今ね、アメリカ式で云うのは流行ってるの」といい、マリ

ーテレーズと決めてくれました。神戸に転勤になり、フラデボ神父様がこの名を見て、オー

と云われました。ギロチンにかかって亡くなったマリーアントワネットの母の名だったので

す。なので子供が生まれたら、かわいい霊名を付けようと思い、マリア・クリスティン（小

さきイエズス）とのつもりなのですが、間違っていたら、お聞かせください。 

 

 

２０１２年３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 

３・ 4(日)9 時 

四旬節第２主日 
Fr.ジェリー TM TK 

IR 

(北) 

①MJ 

②YK 

３, ６B, 

７地区 

K・H 

(洗) TY 
 

３・11(日)9 時 

四旬節第３主日 

 

Fr.松 浦 

 

TY YS 
KT 

(南) 

①YY 

②YK 

３, ６B, 

７地区 

K・Y 

(洗) TY 
 

３・18(日)9 時 

四旬節第４主日 

黙想会・回心式 

Fr.小 田 KT TK 
NY 

(北) 

①AN 

②IN 
５地区 

N・O 

(洗) TY 

Fr ｸﾚﾆｭ 

送迎;H 

３・25(日)９時 

四旬節第５主日 
Fr.松 浦 

(子供ミサ 

  担当) 

 

KK 

 

NS 

(南) 

①子供ミサ担当 

②   〃 

(子供ﾐｻ 

  担当) 

K・H 

(洗) TY 
 

 

《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。 

 

  

  

 

私 の 霊 名 

MMyy  CChhrriissttiiaann  NNaammee  
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おお 知知 らら せせ  

社会活動委員会より 
 

 

 

１）信徒総会の日取りが決まりました。 

２０１２年４月２２日（日） 

ミサ後です 

各執行委員会は 新委員長選出等 

ご準備をお願いいたします。 

２）聖堂北側ステンドグラスの修理を始

めます。 

ガラスが部分的に欠落したり、剥離し

て危険になっています。準備をしっか

り立て、作業にかかることになります。 

細かな仕事で長期になる予定ですが 

ご協力をお願いいたします。 

 

 

 

四旬節黙想会・共同回心式 

 3月18日9時より  小田神父様 

 テーマ；「感謝の祭儀」 

  

2012 年度司祭・司牧者異動発表  

北須磨教会に関係の深いものを 

紹介いたします。(敬称略) 

・Sr 木梨が神戸中ブロック共同チームに 

・洲本教会中川神父が神戸北ブロックへ 

・洲本教会が西ブロック共同司牧に加わり、

春名神父が神戸西ブロックに 

・山口神父が加古川教会主任に 

その他、詳しくは掲示板を。 

着任は原則復活祭翌週の予定です。 

 

 

 

 

 

 

シナビス学習会 神戸地区 

「いのちをつなぐ」 

(なぜ赤ちゃんポストをつくったか?) 

慈恵病院理事長 蓮田太二さん他 

3 月 18 日(日)午後 1 時より 4 時頃まで 

場所：垂水教会 入場無料 

支援金の送り先 

ミニバザーの売上から東日本震災支援

10 万円を差し引いた残りに教会からの支

援金とクリスマス献金を加えて下記の通

りお送りしました。 

収入   支援金 210 

バザー売上残り 133 

クリスマス献金  72  

合計 415(千円) 

送り先(順丌同)   

 社会活動センター 60/須磨夜回り会 60 

ミカエラの家 20/こどもの里 20/コムニ

タス 20/阪神カトリック女性の会 20/東

条湖の家 20/カトリック難民移住移動者委

員会  20/ふるさとの家  20/大阪希望館 

20/愛徳姉妹会 50/フォンダシオ 25/AIC 

 20/釜ヶ崎出会いの家  10/アガペの家 

20/円ブリオ基金 10//合計 415(千円) 

 

評評 議議 会会 よよ りり  

編 集 後 記 

 この前、新年のあいさつを済ませた

と思っていたら、もう四旬節です。 

冬景色の中にも春の訪れを探しとる 

希望の心を持ち続けたいものです。 

(K.J.H) 
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日 ・ 曜日 2012

3/1 木

2 金 朝ミサ　７：30～ 十字架の道行(13:00～)

3 土 教会清掃(第３,６Ｂ,7地区) 英語クラブ（14～16)

4 日 四旬節第2主日 ミサ 9:00～ 信仰講座(ミサ後) 神戸地区宣教評議会（14:00～鈴蘭台教会）

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～ 十字架の道行(13:00～)

10 土 教会清掃なし 英語クラブ（14～16)

11 日 四旬節第3主日  ミサ 9:00～ 信仰講座(ミサ後) 北須磨教会評議会(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～ 十字架の道行(13:00～)

17 土 教会清掃(第５地区) 英語クラブ（14～16)

18 日 四旬節第4主日  ミサ 9:00～ 四旬節黙想会

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～ 十字架の道行(13:00～)

24 土 教会清掃なし 英語クラブ（14～16)

25 日 四旬節第5主日  ミサ 9:00～ 信仰講座(ミサ後) 

26 月

27 火

28 水 朝ミサ　７：30～

29 木 卓球(13～17)

30 金 朝ミサ　７：30～ 十字架の道行(13:00～)

31 土 教会清掃( 第６Ａ地区) 英語クラブ（14～16)

4/1 日 枝の主日 ミサ 9:00～ 信仰講座(ミサ後)

2 月 卓球(13～17)

3 火

今月のお茶当番は第６Ａ地区(西神ニュー夕ウン（西神南を除く）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](木曜10:00～)

共同回心式

信仰講座｢共に歩む旅](木曜10:00～)


