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「闇から光へ」 

シスター 木梨 一江

今や恵みの時、今こそ救いの日（二：コ

リ６・２）から四旬節に入り、私達は自分

が頂いた恵みを顧み、路線の修正を行ない

ながら再び神様に向き直り、姿勢を正して、

愛の実践に向かっています。出来なかった

丌足においては、痛悔と犠牲を通して神様

に許しを願いますが、私は何時もこの季節

になると思い出すことがあります。 

以前、和歌山の海南から南紀に向けて出

掛けたおり、その道中でトンネルの多い事

に驚きました。七カ所あったと思いますが、

長いところ短いところ様〄でしたが、トン

ネルの闇は無気味さがあり、心地よくあり

ませんでした。そして、光の射すところに

出るとほっとして安堵感がもどり、また、

楽しい旅となります。和歌山は自然に恵ま

れた美しいところですが、そうした人間が

作った物の陰には、必ずプラス面とマイナ

ス面があります。神様自身、闇と光を創ら

れたからでしょうか？ 

「闇」について辞書を調べますと、①真

暗なこと  ②尐しも光が見えないこと 

③合法的でないこと・・・ 

「光」について ①光線 ②光ること 

③光栄 ④希望・・・ 

 

 

 

人間の歴史の流れのリズムも、このトン

ネルのように闇から光りへの繰り返しの

ようです。聖家族はどうだったでしょう。

生活の営みのためには大工という職業は

豊かさより、むしろ慎ましさが求められて

いた事でしょう。 

イエス様は聖ヨセフのお手伝いをし、聖

ヨセフは聖マリアと共に成長していくイ

エス様について何を語り合われていたの

でしょうか。この時、すでにイエス様が十

字架を担い武む姿を垣間見ておられたの

かもしれません。私たちの罪の闇からの解

放を願い一切合切、背負って償われた十字

架の秘儀、この十字架のあとには必ず光の

復活があることを主は幾度も私達に宣言

されました。また私達に自分の十字架をと

って私に従いなさいと云われ、私達と共に

武み闇を光へと変えて下さっています。キ

リストの復活は私たちの大いなる希望で

す。 
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2012年 四旬節黙想会 

 

 

本年は、元聖トマス大学学長で現在神戸地区中ブロックを担当しておられる小田步

彦神父様を講師にお迎えした。 

神父様は、講話の趣旨もふまえてミサの前に講話を持ってこられた。講話の趣旨の

―つは、各自のミサにあずかる心の準備について。尐なくともミサの始まる15分前に

は席に着き、この1週間を静かに振り返ること。神父様はご自分の例も挙げながら、

両親の介護のような個人的なことから原発のような社会的な問題についても話され

た。 

ついで、ミサつまり「感謝の祭儀」にあずかる心構え。何を祝い、捧げたいのか。

受けた恵みを誮と分かち合いたいのか。何を癒され、ゆるして欲しいのか。「神のこ

とば」から何を徔たいのか。そして、全世界の教会とすべての人のために神に何を折

りたいのか。最後に、秘跡としての「感謝の祭儀」の意味と、実生活と秘跡の間のず

れが共同体を偽善的にする危険性について話され、まとめとされた。 

 

神父様のお話は整然としており、それでいて忘れがちになるミサの本質を思い起

こすに十分な説徔力があった。私たちがミサに関して注意すべきことのひとつは、

各自の中でミサが形骸化していくことと思う。回心の祈り、あわれみの賛歌、信仰

宜言、共同祈願、平和のあいさつ、平和の賛歌などは特に注意しないと、単なる念

仏のようになったり、形式的なものとなってしまいがちである。その賛歌、その宣

言、その行為のひとつずつに背景となる思いや理解、意識がなくてはならない。短

い時間であったが、いろんな大切なことを考えさせられた黙想会であった。 

(H 記) 
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感謝の祈りと共に 

 

 

この度、中ブロックの共同メンバーとなりました。北須磨の共同体のメンバーの

お一人お一人に感謝致します。私がこの共同体に交わらせていただいてから、はや

4 年、川の流れのように歳月が過ぎました。教会の中でのお手伝いは私にとって初

めての経験で皆様からの助けを頂きながら尐しでもお役に立てればと努力してまい

りました。本当にありがとうございました。新たなミッションを始めるに当たり復

活の主の輝く命をエネルギーとし生きた共同体、証の宣教を目ざしつつ出発致しま

す。どうぞ、お祈り下さいませ。 

感謝と祈りのうちに。    聖ヴィンセンシオの愛徳姉妹会 

                           シスター木梨 一江 

 

神戸地区シルバー信徒使徒職養成コース 

―――――これからの生涯をどう生きるか――――― 

 

 立春とは名ばかりの二月の土曜日の午後、三回シリーズで行われました。60 名

余りの方〄が参加され、北須磨教会からも 8 名の方が参加され、恵みの時となりま

した。 

自分の人生の武みの中でいろいろな人との出会い、さまざまな体験を思い起こし

ながら成長の歴史を通して自分自身を再発見するものでした。 

それから復活したイエス・キリストがわたしを通して働きたいと望んでおられる

ことを祈りのうちに感じとり、神さまがわたしたち一人ひとりに持っておられる夢

（私の固有の召命---存在レベルでの--）-を探しました。 

最後に、自分の信仰観を問い直しながら、次世代に何を伝えるかを分かち合いま

した。 
 
私は求め、私は選ぶ。私の内にある神の命を深めるよう、よりよく導くものを。  

               (聖イグナチオの霊躁より) 
 

今回も信仰を生きる素敵な方〄との出会いに心から感謝いたします。(TMH) 
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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 ④ 

   

 

トマス・マリア IR 

イエスさまの復活について学んだのは中学２年の時でした。生意気盛りだったその
頃の私は、担任だったシスターに向かって、「復活なんか信じられへん。復活したイ
エスさまの傷跡に手突っ込んでみたら信じられるかもしれないけど」っと今思うと怖
れ多いことを平気で云ってしまえる子供でした。数学の先生でもあったシスターは関
東出身の鋭くはっきりした物言いをする方で、その時シスターは、怒るでもなく呆れ
るでもなく、「ふんっ」と鼻で笑われたのでした。「そういう奴が最後は帰ってくるん
だよ」と静かにおっしゃいました。そして使徒トマのことを教えて下さいました。 

長い年月を経て洗礼を受けた時、神戸でも福岡でも長いこと校長を務められた後引
退されたシスターに手紙を書きました。とても喜んで下さいました。生意気な生徒で
はありましたが、ちょっとつっけんどんで頭のいいシスターを今もずっと尊敬してい
ます。あの時シスターは私の心に種をまいて下さいました。その言葉通り、此処に帰
ってくることができて心から感謝しています。 

 
 

２０１２年４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 

４・１(日)9 時 

枝の主日 

池長大司教 

大久保助祭 
NS TK 

 
①AY 

②IM 
６A地区 

K・Y 

(洗) TA 
 

４・5(木)20 時 

聖木曜日 

Fr．マルゴット 

大久保助祭 
NY YS 

 
①IR 

②UN 
 

N・O 

(洗) TA 
 

４・６(金)20 時 

 聖金曜日 
Fr．ジェリー HK TK 

 

 
①IM 

②OR 
 

K・H 

(洗) TA 
 

４・７(土)20 時 

復活徹夜祭 
Fr．松 浦 NS YS 

HK 

(北) 

KN･KS 

MS・KT 
６A地区 

K・Y 

(洗) TA 
 

4・8(日)10 時 

  復活の主日 
Fr．松 浦 HT TK 

MS 

(南) 

①UH 

②OM 

１・４ 

地区 

N・O 

(洗) TA 
 

４･15(日)9 時 

復活節第 2 主日 
Fr．松 浦 FM YS 

HT 

(北) 

①KK 

②KT 

１・４ 

地区 

K・H 

(洗) TA 
 

４･22(日)9 時 

復活節第３主日 

Fr．春 名 

Fr．クレニュ 

(子供ミサ 

担当） 
KK 

YK 

(南) 

①子供ﾐｻ担当 

②   〃 

(子供ミ

サ担当) 

K・Y 

(洗) TA 

Fr.ｸﾚﾆｭ 

迎送:K 

４･29(日)9 時 

復活節第４主日 

集会祭儀 

司式：石 龍二 

勧め：平尾孝子 
NY TK 

HK 

KT 

①ST 

②SM 
２地区 

N・O 

(洗) TA 
 

 

《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  

 

 

・信徒による通夜司式者研修の最終回が

４月１４日（土）行われます。それに

伴いまして、４月１５日以後西ブロッ

ク３教会で行われます葬儀の通夜につ

きましては、司祭により認定を受けた

司式者及び奉仕者が執り行う予定にな

っております。 

・4 月１５日（日）ミサ後、北須磨教会

評議会が行われます。 

・4 月２２日（日）ミサ後、信徒大会が

行われます。皆様ご参加ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・４月５日（聖木曜日・主の晩餐） 

ミサ 午後８時～ 

・４月６日（聖金曜日・主の受難） 

午後８時～（大斎・小斎） 

・４月７日（聖土曜日・復活の聖なる徹

夜祭）ミサ 午後８時～ 

・４月８日（復活の主日・復活祭） 

ミサ 午前１０時～ 

 

 

 

 

・4 月 7 日（聖土曜日）と 4 月 8 日（復

活の主日）の２日間は、ミサ後ティー

パーティーを行います。たくさんの方

のご参加をお待ちしております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・4 月は復活祭のため西区でのミサはあ

りません。 

 

評評 議議 会会 よよ りり  

編 集 後 記 

春は別れの季節。毎度毎度久しぶり

にしか登場することのない私にも、シ

スターはいつも声をかけて下さいまし

た。「新たなミッション」という言葉に 

厳しさと責任を感じます。私たち一人

一人にも何か「ミッション」があるの

でしょうね。この年になってもまだ何

なのか見えてこないのだけれど・・・。 

 春は旅立ちの季節でもあります。シ

スターが新たなミッションを全うされ

ることを心からお祈りしています。そ

して私自身も頑張って探し続けます。 

             (R.K) 
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日 ・ 曜日 2012

4/1 日 受難の主日 ミサ 9:00～ 信仰講座(ミサ後)

2 月 卓球(13～17)

3 火

4 水 朝ミサ　７：30～

5 木 聖木曜日（主の晩餐）　ミサ　20:00～
 卓球(13～17)

6 金 聖金曜日（主の受難）　20:00～　（大斎・小斎）

7 土 聖土曜日（復活の聖なる徹夜祭）　ミサ　20:00～ 英語クラブ（14～16)

8 日 復活の主日（復活祭）  ミサ 10:00～

9 月 卓球(13～17)

10 火 社会活動センター炊き出し(第2火曜9：30～)

11 水 朝ミサ　７：30～

12 木 オカリナ(第2･4木曜13～15)卓球(13～17)

13 金 朝ミサ　７：30～

14 土 教会清掃教会清掃( 第１，４地区) 英語クラブ（14～16)

15 日 復活節第２主日  ミサ 9:00～ 信仰講座(ミサ後)

16 月 卓球(13～17)

17 火

18 水 朝ミサ　７：30～

19 木 卓球(13～17) 男の料理教室（第3木曜17～）

20 金 朝ミサ　７：30～

21 土 教会清掃なし 英語クラブ（14～16)

22 日 復活節第３主日  ミサ 9:00～

23 月 卓球(13～17)

24 火

25 水 朝ミサ　７：30～

26 木 オカリナ(第2･4木曜13～15)卓球(13～17)

27 金 朝ミサ　７：30～

28 土 教会清掃( 第２地区) 英語クラブ（14～16)

29 日 復活節第４主日  ミサ 9:00～ 信仰講座(ミサ後) 

30 月 卓球(13～17)

5/1 火

2 水 朝ミサ　７：30～

3 木 卓球(13～17)

4 金 朝ミサ　７：30～

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。

北須磨教会評議会(ミサ後)

信徒総会（ミサ後）

マンスリースケジュール4月
 


