
よろしくお願いします！ 

春名 昌哉 神父 

 

このたび、神戸西ブロックの共同司牧メ

ンバーとして派遣されました春名昌哉で

す。西ブロックには神学生時代、二度長期

休暇の際に滞在させていただきました。今

回の異動で帰ってきたという気がしてい

ます。 

今回は赴任後初めての原稿ですので、ま

ずは自己紹介をさせていただきます。私は

1972年8月22日生まれの39歳です。

生後 10 日目に洗礼を受けました。出身地

は兵庫県佐用町です。2009 年 8 月に集

中豪雨の被害があったところですのでご

存知の方も多いと思います。 

子供の頃教会は私にとって楽しい場所

ではありませんでした。神父さんは何を言

っているのかわからない、田舎の小さい教

会なので同世代の友達もいない。教会は私

にとって退屈な場所でしかなかったので

す。 

大学生になって、教区の青年活動に参加

するようになりました。そこで大勢の友達

もでき、楽しい日々を過ごすことができま

した。「教会も楽しい場所なのだ」。この思

いを持つことができたからこそ、今、司祭

の道を歩んでいるのだと思います。また、

1995 年にマニラで開催されたワールド

ユースデーの体験が私にとって非常に大

きなものとなりました。そして自分の人生

の中に司祭という道もあるのではないか

と思うようになりました。 

そして大学卒業後、一度社会に出てから

2003 年に東京カトリック神学院に入学

しました。 

神学校に入学してから 7 年。入学前は長

い期間がかかるなと思っていましたが、実

際に入ってみると本当にあっという間で

した。そして昨年 3 月に神学校を卒業し、

フィリピンでの研修の機会もいただきま

した。私は昔から語学が苦手でしたので、

フィリピンで一人で生活することに対し

て大きな不安を感じていました。しかし、

行ってみるともちろん言葉は大変でした

が、フィリピンの人々の優しさに支えられ、

本当に楽しい日々を過ごすことができま

した。またミンダナオ島のエウンテス・ミ

ッション・センターで研修を受けましたが、

そこでは東南アジア 7 カ国の司祭、シスタ

ー、神学生、信徒たちと一緒に勉強する機

会にも恵まれました。それらの国々の状況、

アジアの教会の現状など、日本にいるとな

かなか知ることができないことに触れら

れたことは、私のこれからの司祭生活に大

いに役立つものとなると思います。 

司祭に叙階されて 3 年目を迎えました。

まだまだ駆け出しのひよっ子です。皆様に

支えられ、成長させていただけたらと思っ

ています。 

そして皆様と共にキリストが私たちに

望んでおられることを行っていきたいと

思っています。これからもどうぞよろしく

お願いします。 

ききたたすすまま          
一同が一つになって集まっていると……（使徒言行録 2・1） 
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4 月 1 日（日）枝の主日 池長大司教と大久保助祭 
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    ４月５日（木）聖木曜日の洗足式 マルゴット神父  

４月 6 日（金）聖金曜日 主の受難 

ジェリー神父          4 月 7 日（土）復活徹夜祭 ミサ後のパーティー 

        

 



                                              きたすま ３ 

 

     洗礼・初聖体おめでとうございます  

   

洗礼 4 月 7 日（土）復活徹夜祭にて 

         マリア ステラ  HMさん 

準備を進めるにつれて感じてきた聖書や祈りの言

葉の重みと奥深さを洗礼式の間、さらに強く感じ

ました。式が終わった時は、清々しい空気に満た

されたようでした。新しいはじまりの時を迎えら

れたことに感謝しています。 

マリア カタリナ ラブレ TC さん 

洗礼式、とても緊張しました。カトリック信者に

なったことで、より教養を深めたいと思います。 

マリア ベルナデッタ  TM さん 

洗礼を受けて、改めて信者という実感がでました。 

 

初聖体 4 月 8 日（日）復活の主日ミサにて 

ミカエル TT 

たねなしパン、家でも作ったことあ

りませんでした。神父様といっしょ

に食べれてたのしかったです。初聖

体はいままでもらえてなかったの

にはじめて食べれてうれしかった

です。 

パウロ SI 

パンの作り方もおしえてもらった

し、おいしく作れたのでうれしかっ

たです。あと初聖体がたのしみです。 

幼きテレジア OM 

コルベ OJ 

    ペトロ YK

                

 

                    洗礼 4 月 8 日（日）復活の主日ミサにて 

 

S M B F ちゃん
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 2012年度 信 徒 総 会  

 

4 月 22 日(日)ミサ後、2012 年度信徒総会が開催された。出席者５６名、委任状提

出者３７名、合計９３名。議長に石氏、書記に石田氏を選出して議案の審議に入った。

昨年度の各委員会活動報告と決算報告、今年度の活動計画と予算案の４つの議案が賛成

多数で可決された。また意見や要望も多くだされた。いっそう活発な活動を求める声、

評議会や教会活動の透明性の確保に対する意見、信徒による通夜司式に対する質問、宣

教活動を教会の中にどう位置づけていくのかといった疑問など様々な問題が提起され

たことにより、北須磨教会が抱える問題をあらためて共有することができた総会であっ

たといえる。 

委員長退任の挨拶 

 この度 2 年の任期を終えて退任される各委員会の委員長に退任に際してご挨拶をいただきました。 

 

総務委員会 TI 

教会の様々な活動が円滑に進められるよ

う環境を整備し、維持管理するのが総務

委員会の大きな役割であると思います。

この 2 年間、総務委員会の活動に対し、

松浦神父様はじめ信徒の皆様に、多くの

ご理解、ご協力を賜り、本当に有難うご

ざいました。この度、委員長を交代しま

すが、引続き総務委員会の活動に皆様の

ご協力をよろしくお願い申し上げます。 

地区委員会 マリアトマス AY 

この度、教会を離れている方々を訪問し、

次年度もこの事を受け継いで頂けるよう、

名簿を作成できましたこと、地区委員の

皆様に感謝です。 

これからも、この名簿を生かして、松浦

神父様が、予てからおっしゃっておられ

る、信徒間のコミュニケーションが、今
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まで以上に豊かになりますよう神様に祈

りいたします。2 年間、本当に有難うご

ざいました。 

 

広報委員会 IR 

2 年間どうもありがとうございました。

おかげさまで広報「きたすま」も 100

号を超え、記念合本を発刊することがで

きました。これまで支えて下さったすべ

てのみなさんに、お礼を申し上げます。

そしてこれからもよろしくお願いします。 

 

 社会活動委員会 NY 

短いようで、長い２年間でした。一歩一

歩着実に老化の道を下って行く身には、

なかなか厳しいこともありましたが、今

まで気付かなかった事に気付かされたり、

いつもなら参加しないであろうプログラ

ムに参加して感動したり、「濃い」２年間

ではありました。 

この２年間、いろいろな呼びかけに応え

て下さった方々、陰で支えて下さった

方々、不手際に目をつむって下さった

方々に感謝します。ありがとうございま

した。 

 

高齢者支援委員会 SM 

「いつも喜んでいなさい。絶えず祈りな

さい。」 

これは高齢者のお仕事をさせていただき

ながら、いつも学んだことばです。 

麦の穂会のミサでの素朴な祈りや、病者

の訪問をとおしていただいた勇気と希望

は、わたしにとって大きな恵みでした。

主の道具として働いた成果の評価は神様

にお任せします。この二年間どうもあり

がとうございました。 

 

 

 

典礼委員会 マリア・マグダレナ KT 

今年も典礼の聖なる過越しの神秘の三日

間を通してイエスの死と復活へと私たち

を導いて下さったことを感謝します。典

礼に関して、大変なお仕事だなぁーと思

いながら、この 2 年間お役を引き受け典

礼委員の方々、神父様、シスター、信徒

の方々に励まし、教え、導いていただき

ながら失敗をしつつよろよろ歩き、皆様

にどんなにかご迷惑をおかけしたことで

しょう。心からお赦しくださいと申し上

げます。でも、私はよい体験をさせてい

ただきました。 

主からの贈り物でした。この体験がなか

ったら、ミサに喜んで参加させて頂き、

感謝のうちに過ごして終わったことでし

ょう。特に主日のミサは、皆で創るもの

だということの気付きをいただきました。

これからも小さなことでも私にできるこ

とは、聖霊の導きを願って潔められた、

上からの知と力と恵みによって参加させ

ていただこうと思いました。私に必要な

のは祈りのうちに主との一致です。（三位

一体）教会の信徒の兄弟姉妹との一致も

願い、ミサの中での北須磨教会の元気な

賛美を喜びます。主に向かって歌い、主

のみ前にひれふして、ほめたたえます。

ハレルヤ、現在のこの我が国の大変なこ

の時にこそ希望を持って生きたいと思い

ます。 

 「希望はわたしたちを欺くことがあり

ません。わたしたちに与えられた聖霊に

よって神の愛が私たちの心に注がれてい

るからです。（ローマ、５：５）」 

この 2 年間のすべてのこと、主への感謝

のうちに 

なお、財務委員長は YR さん、青少年委員長は

YS さんでした。各委員長の皆様、2 年間本当に

お疲れさまでした。 
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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 ⑤ 

   

 

ベルナデッタ YK 

 

 指導神父さまのお勧めでわが誕生日に帰天された聖ベルナデッタの名を頂いた。その後

聖ベルナデッタとはどんな人かと本を買って読んだが、それほど身近に感じなかった。勿

論ルルドの奇跡は知られているけれど、わが霊名にもかかわらず、あの場所に行きたいと

も、そのままの姿の聖女に会いたいともあまり思わなかった。霊名が信徒にとってどんな

ことを意味するのか、、、という疑問もあったが、そのまま今まで過ごしてきた。 

 後で音楽ファンだった私はチェチーリア（セシリア）のほうが良かったなどと思ってい

たのでした。しかし今この霊名に馴れ親しんでいる。ネット上の掲示板に私のハンドルネ

ームでベルナデッタを使い、メールアドレスには bernadette を使っている。 

 聖ベルナデッタの生涯は３５年。すでに私はその２倍以上も生きている。病弱だった彼

女は日々どのように過ごしたのか… 

「私は、何もできなくなったこの状態を自分で選らんだのではありません。祈りだけが私

の唯一の武器です」とは聖女の言葉ですが、これを私の最後の時を過ごす日々の糧にしよ

うかな、と今は思っている。 

 

 

２０１２年５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 

５・ ６(日)9 時 

復活節第５主日 
Fr 松 浦 MS YS 

YK 

(南) 

①TH 

②NS 
２地区 

K・H 

(洗)KR 
 

５・1３(日)9 時 

復活節第６主日 

Fr ジェリー 

Fr クレニュ 
IH TK 

IR 

(北) 

①TT 

②HT 

３、６B,

７地区 

K・Y 

(洗)KR 

Fr. ｸ ﾚ ﾆ ｭ 

迎送.K 

５・２０(日) 9 時 

主の昇天 
Fr 春 名 KM YS 

KT 

(南) 

①TI 

②FY 

３，６B， 

７地区 

N・O 

(洗)KR 
 

５・２７(日)９時 

聖霊降臨の主日 
Fr 松 浦 

(子供ミサ

担当) 

 

TK 

 

NY 

(北) 

①子供ﾐｻ担当 

②    〃 

(子供ミ

サ担当) 

K・H 

(洗)KR 
 

 

《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が終了し、

以下の8名の方々が司祭により認定を

受けました。（敬称略） 

KM  TM  MT   NY   

HK  MS  KN  NS 

・西区の主日のミサは 5 月 13 日が最後

になります。15 年間続いた感謝と新

たな体制が始まることへの祈りを捧げ

ます。 

 

 

☆キリスト教入門講座「共に歩む旅」☆ 

日 程：5 月 13 日～7 月 29 日 

以下の日程で全 7 回 

①5/13, ②5/27, ③6/3, ④6/17, 

⑤7/1,   ⑥7/15, ⑦7/29 

（いずれも日曜夜 18:00～20:30） 

場 所：カトリック垂水教会  

内 容：食事を共にしながら、日常

生活におけるさまざまなテーマを話

し合い、聖書の教えに触れます。 

参加費：夕食代５００円 

担 当：松浦 謙 神父 

問い合わせ：石津正夫 

 

☆小共同体づくりのノウハウを学ぶ会☆ 

小グループ・家庭集会・地区の集まりな

どで聖書を読んだり、分かち合ったり、

共に祈る際の司会の仕方を、実践を通し

て学びます。 

日 程：５月１１日～７月２０日までの

毎金曜日 13:30～15:30 全９回 

場 所：カトリック北須磨教会 

指 導：松浦 謙 神父 

持ち物：聖書 

内 容：７ステップスおよびレクチオ・

ディビナ（聖なる読書）による福音の分

かち合いの方法 

キリスト教講座「共に歩む旅」の進め方 

（参加申し込みは松浦神父様まで） 

 

☆信仰講座「キリシンタン史を通して 

現代の信仰を考える」☆ 

場 所：カトリック北須磨教会 

日 時：毎週木曜日午前 10 時より 

5 月 10 日スタート 

担 当：春名 昌哉神父 

堅いタイトルですが難しい内容ではあ

りませんのでどなたでも参加してくだ

さい。 

 

☆「サークル・オブ・フレンズ 

  フィリピン教育里親基金」の終了の報告☆ 

今年はサークル・オブ・フレンズ発足

３０周年になります。北須磨教会がそれ

に参加したのは平成元年４０名余りの

里親で支えてきました。ハイスクール卒

業までということで、この３月に最後の

ひとりが卒業できたのを機会にこの北

須磨教会のグループとしての活動を終

わりにします。皆さんのご協力感謝しま

す。けれどもだからと言ってこれで支援

が不要になった訳ではありませんので、

引き続き里親運動を支援してくださる

方は事務所へご連絡ください。（F） 

事務所 TEL&FAX 078-786-1468

ザ・サークル・オブ・フレンズ 

 

☆帰天されました☆ 

モニカ YY 様 

３月２４日葬儀ミサが行われました。 
 

ユダ タデオ NH 様 

4 月 2５日葬儀ミサがおこなわれました。 

永遠の安息とご遺族の平安をお祈りします。 

 

☆転入されました☆ 

ようこそ北須磨教会へ！ 

NH 様 

垂水教会より第３地区へ

評評 議議 会会 よよ りり  
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