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私たちの復復復活活活の先がけ 

ゲラドス・レクダク 神父 

タイ福音書の２８章は主イエスの

復活を語っています。ここで語られ

ているのは、主イエスの遺体を納め、大き

な石で蓋をされ、封印がなされ、番兵まで

置かれていた墓が、からっぽだったという

こと、それから、生きておられる主イエス

が婦人たちや弟子たちに出会って下さっ

たことです。 

が空だったことを最初に見たのは、

マタイ福音書には、「マグダラのマ

リアともう一人のマリア」とあります。こ

の二人の女性が、週の初めの日の明け方に、

主イエスの墓に行ったのです。この二人の

女性は、「墓を見に行った」のです。しか

もこの「見る」という言葉は、「じっと見

つめる」というような、強い言葉です。こ

こは、「墓を見つめるために行った」と言

われているのです。主イエスの葬られた墓

を見つめるために彼女らは出かけた。つま

り、ここで彼女らは、主イエスの墓をじっ

と見つめていたのです。何をするでもなく、

墓をじっと見つめて座っている二人の女

性たち。その姿は普通ではないです。愛す

る者の死の悲しみによって心が砕けてし

まった、日常の生活の何にも手がつかなく

なってしまった、そういう姿であると言え

るでしょう。     

い嘆き悲しみの内にただ墓を見つ

めて座っている、この朝も、そのた

めにのみここへやって来たこの女性たち

に、主イエスの墓が空であるという事実が

告げられます。大きな地震が起ったとあり、

それは天使が、墓を塞いでいる石をわきへ

転がしたことによるのだとあります。この

出来事は、彼女たちに、主イエスの墓が空

であることを示すためのものです。主イエ

スご自身は既に復活してここにはおられ

ないのです。天使が彼女たちに告げたのも

そのことでした。「恐れることはない。十

字架につけられたイエスを捜しているの

だろうが、あの方は、ここにはおられない」。               

（次ページへ） 
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あの方は、主イエスは、ここには、この墓

の中にはもうおられない、それが、復活と

いうことです。主イエスはもう墓の中には、

死者の中にはおられない。「復活なさった

のだ」と天使は告げます。この言葉は正確

に訳すならば、「復活させられたのだ」と

いう受け身の形です。 

活は、父なる神様のみ業なのです。

父なる神様が、主イエスを復活させ

たのです。復活は主イエスのご生涯におけ

る最大の奇跡であると言えますが、それは

主イエスがなさったことではなくて、父な

る神様のみ業です。復活において、主イエ

スは、父なる神様の救いの恵みを受けてお

られるのです。それゆえに私たちは、同じ

恵みが、復活の命が、私たちにも与えられ

るという希望を抱くことができるのです。 

イエスの死は、私たちの罪を背負っ

ての、私たちの身代わりとしての死

でした。その主イエスを復活させて下さっ

たことによって、父なる神様は、私たちの

罪が赦され、新しい命が与えられる恵みを

示して下さったのです。主イエスの復活は、

私たちの復活の先がけなのです。 

 

 

 

新諮問評議員あいさつ 

総務委員会 IM 

 前委員長の退任の挨拶にもあるように、

「教会の諸活動が円滑に行われるよう環境

の整備・維持・管理に努めることが総務委

員会の主たる役割である」と私も思います。

その委員会の一番新しい参加者で、時々諸

先輩の手伝いをするだけの私が委員長にな

りました。いろいろトンチンカンなことを

やり、的はずれなことをお聞きすると思い

ます。受洗４年目の新人で微力の私には重

責ですが、共同体のために少しでも役に立

つことが出来れば、と願っております。委

員会の諸先輩をはじめ、教会の皆様のお力

添えを切にお願い致します。 

 

 

 

財務委員会 KS 

 財務委員会には、昨年入ったばかりでま

だ経験が浅かったため、委員長に指名され

た時は、えっ自分がという驚きと、果たし

てその役が務まるのかという思いでためら

いました。私は、妻が洗礼のお祝いに頂い

た木彫りの額に書かれている、「常によろこ

べ たえず祈れ どんなことにも感謝せよ」

の言葉が好きですし、思えば教会役員は、

伊丹教会で青年部代表の運営委員を務めて

以来のことで、これも神の思し召しかと考

え、謹んでお受けすることにしました。  

 現在は仕事の条件にも恵まれており、こ

れからの２年間、大切な教会財産の管理、

運営に全力投球しますので、どうかよろし

くお願い致します。 

 

復 
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地区委員会 OT 

この度、大変なお役をお引き受け致しま

した。神戸に来て３年目で北須磨教会の事

や、地理も良く分からない状態で非常に不

安です。連絡係りのつもりで、力まずにお

手伝いさせて頂きます。神様が、そろそろ

働きなさいと言われているのかも知れま

せん。まさに召し出しだと思います。皆様

のご協力を頂いて地域の関係を、密に出来

るようになればと思います。どうぞ、ぶど

うの木の様に連なって下さい。宜しくお願

い申し上げます。 

 

青少年委員会 KK 

 この度再度青少年委員会の委員長を担当

することになりました。よろしくお願いい

たします。内容としては、主に教会学校の

活動がメインになってきますが子どもたち

の教会離れが目立ってくる昨今何か新たな

体制を考えていかなければなりません。 

教会内においての子供たちの役割、場所等、

色々な課題は、たくさんありますが、これ

らの問題は、私だけの力では解決できるも

のではありません。信徒のみなさまの理解

と協力が不可欠となってきます。教会学校

の子供達が元気で活発であればその教会は

元気になります。私はそう信じています。  

 教会のため、子供たちのため、何らかの

力になれますように精いっぱい動きたいと

考えています。 

 

社会活動委員会 TM                           

委員会にほとんど出席したことのなか

った私が委員長を引き受けてしまった不

安があるのと同時に、まだまだ自覚があり

ません。これから歴代の委員長さん方々に

いろいろと教えていただき、少しずつ自覚

が持てるように成長していきたいと思っ

ています。神戸地区社会活動委員会の担当

司祭になられたブラッドリー神父様が「社

会の中でキリストを証する宣教活動をご

一緒にできることを嬉しく思います。」と

言っておられました。皆さんとご一緒に嬉

しく思える活動をしていきましょう。よろ

しくお願い致します。 

 

＊なお、典礼委員長には IH さん、広報委員

長には TH さんが就任されました。 

 

西西区区ののミミササ  幕幕をを閉閉じじるる  

 

毎月第2日曜午後2時から西神ニュータウンの西区民センターで行われてきた西区のミサ

が5月13日で幕を閉じました。最後のミサではこれまでの１５年を思い起こし、参加者全員

の共同祈願を奉納しました。アルバムの中に懐かしい顔を見つけ、あの時は…あっ、あの人

も…とそれぞれの想い出にひたりつつ、神の導きに感謝しました。新たな神の計画に信頼と

希望を祈った最終回でした。これからは又新しい形でこれまでの働きを引き継いでいきます。

６月９日（土）１４時に、地域の皆でこれからの方針を話し合います。    
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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 ⑥ 

   

 

シエナのカタリナ トマス YM 

 私の洗礼名のカタリナは、１４世紀のドミニコ会第三会員でイタリアの聖人です。プロテ

スタントから改宗するときお世話になったシスターがドミニコ会の修道院長でした。その修

道院でカタリナに出会ったのです。 

 私の名に実は堅信名の「トマス」がついています。使徒トマスでなく、16 世紀のイギリ

スの聖人トマス・モアです。私の将来の夢であった政治家の守護聖人でした。  

 私がカトリックの教えで最も感動したことは「婚姻」の神秘です。このことこそ、霊名の

二人が私に教えてくれたことです。 

 カタリナは生涯独身を貫き、主との霊的婚姻を体験するという貞潔の究極を悟りました。 

 トマスは家庭を持ち、英国王ヘンリー８世に仕える大法官（現代の首相に相当）でした。

ヘンリーは離婚をしたいために、トマスの署名を必要としました。しかし教会の教えに忠実

だったトマスは署名せず、最後までヘンリーの改心を願いましたが処刑されてしまいました。 

 カタリナとトマスの二人はそれぞれの立場で、主との汚れなき一致を意味する婚姻の尊さ

を身をもって世に示しました。この世において結婚を清く保つことは、唯一の神との清い関

係を保つことにつながります。「目に見える兄弟を愛さない者は、目に見えない神を愛する

ことはできません。(Ⅰヨハネ４：２０)」。花婿なるキリストと花嫁なる教会との婚姻が愛の

完成であり、私たちの究極の目的です。それは、独身であっても結婚しても同じです。その

花嫁から一人も欠けることのないように命を捧げたトマスに私は深く感動しました。 

 

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 

６・ ３(日)9 時 

三位一体の主日 
Fr.ジェリー KT YS 

NY 

(北) 

①MS 

②MN 
５地区 

K・Y 

(洗) TY 
 

６・１０(日)9 時 

キリストの聖体 
 Fr.春 名    TM 

 

TK 

NS 

(南) 

①MJ 

②YK 
6A,地区 

N・O 

(洗) TY 
 

６・１７(日) 9 時 

年間第 11 主日 
Fr.クレニュ TY 

 

YS 

HK 

(北) 

①YY 

②YK 
６A地区 

K・H 

(洗) TY 

Fr.ｸﾚﾆｭ 

迎送.K 

６・２４(日)９時 

洗礼者聖ヨハネ 

の誕生(年間 12) 

  (集会祭儀) 

司式： 

HT 

勧め： 

NY 

HK 

 

TK 

 

KT 

NS 

 

①子供ﾐｻ担当 

②   〃 

 

 

(子供ミ

サ担当) 

 

K・Y 

(洗) TY 
 

  

  

 

私 の 霊 名 

MMyy  CChhrriissttiiaann  NNaammee  

２０１２年６月ミサ奉仕担当者表 (敬称略) 

《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。 

典礼委員会 
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おお 知知 らら せせ  

 

 

１）典礼委員長が決まりました。 

 5 月 20 日の典礼委員会で協議の結果   

IH さんが委員長に選出されました。 

 諮問委員もオブザーバーとして参加し 

選出に協力しました。 

 新委員長に皆様のご協力をお願いいた

します 

 

２）「ふっこうのかけ橋」プロジェクトに

募金の協力をお願いいたします。 

 この夏、福島の子どもとお母さんを神戸

に招待して放射能の不安から解放して戸

外で思い切り遊んでいただく計画です。 

 神戸全体の小教区で取り組みます 被

災地の苦しみを共に担いましょう。 

 

 

         

 

☆受洗おめでとうございます☆ 

ヨゼフ KS様  

5月15日 グループホームそよ風にて 

 

☆転入されました☆ 

ようこそ北須磨教会へ！ 

U T様 

U R様（高１） 

4月25日付 夙川教会より6A地区へ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評評 議議 会会 よよ りり  

編 集 後 記 

 聖トマス・モアの記念日は６月２２日

です。結婚は神との関係を象徴する尊い

ものであるということを常に心に留めて

おきたいと思います。(Ｍ.Ｙ) 

 

初聖体（４月８日）の感想 

テレジア 大原みれいさん（２年） 

はつせいたいでパンをいただいておい

しかったです。ちょっとドキドキしまし

た。はつせいたいでパンのあじがぶどうの

あじがしました。 

 

コルベ 大原十全くん（２年） 

「はつせい体でなにがあるのかな？」と

おもいました。たのしみにしていました。

はじめてパンをいただくときにドキドキ

しました。 
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日 ・ 曜日 2012

6/1 金 朝ミサ　７：30～ 小共同体担当者講座 第4回（13：30～）

2 土 教会清掃なし 英語クラブ（14～16)

3 日 三位一体の主日 ミサ 9:00～ 信仰講座(ミサ後) 教会学校遠足　教会周辺清掃

4 月 卓球(13～17)

5 火

6 水 朝ミサ　７：30～

7 木 信仰講座（10：００～） 卓球(13～17)

8 金 朝ミサ　７：30～ 小共同体担当者講座 第5回（13：30～）

9 土 教会清掃( 第６Ａ地区) 西区住民集会14～(西区民センター)　　　英語クラブ（14～16)

10 日 キリストの聖体  ミサ 9:00～ 信仰講座(ミサ後) 北須磨教会評議会(ミサ後)

11 月 卓球(13～17)

12 火 社会活動センター炊き出し(第2火曜9：30～)

13 水

14 木 オカリナ(第2･4木曜13～15)卓球(13～17)

15 金 朝ミサ　７：30～

16 土 教会清掃なし 英語クラブ（14～16)

17 日 年間第11主日  ミサ 9:00～ 信仰講座(ミサ後) 

18 月 卓球(13～17)

19 火

20 水

21 木 信仰講座（10：００～） 卓球(13～17)

22 金 朝ミサ　７：30～ 男の料理教室(第4金曜17～)

23 土 教会清掃( 第１，４地区) 英語クラブ（14～16)

24 日 洗礼者聖ヨハネの誕生　集会祭儀　９：００～ 信仰講座（ミサ後）

25 月 卓球(13～17)

26 火

27 水

28 木 信仰講座（10：００～） オカリナ(第2･4木曜13～15)卓球(13～17)

29 金 朝ミサ　７：30～ 小共同体担当者講座 第6回（13：30～）

30 土 教会清掃なし 英語クラブ（14～16)

7/1 日 年間第１３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3・６B・７地区です。

　　　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。

西ブロック4教会連絡会 14～(北須磨教会)

 

 


