
 

神様によって与えられる信仰 

 

ゲラドス・レクダク神父 

 

 実に、私たちの人生は不思議な出会いに満

ちています。出会いは神様が与えてくださる

ものです。私と北須磨教会の皆さんとの出会

いもそうです。神様が出会わせてくださった。

だから、お一人お一人との出会いを大切にし

たいと私は思うのです。 

 見える出来事の中に、見えざる神様の導き、

御計画というものを見る。それが、信仰によ

る眼差しというものでしょう。私たちは、こ

の教会に集い御言葉とご聖体を受けていく

中で、この信仰による眼差しというものを与

えられていきます。今まで偶然、たまたまと

しか思わなかったこと、あるいは、自分が決

めて自分が努めてそうしてきたとしか考え

ていなかったことも、神様が導いてくださっ

たからと思えるようになるのです。 

 そのものが信仰です。私たちの信仰は、神

様が私たちに与えてくださったものです。神

様が、私たちに信仰を与えると決めてくださ

り、不思議なように私たちを教会へと導いて

くださり、信仰を与えてくださったのです。

しかし、私たちは最初からそう考えていたわ

けではありません。最初のきっかけは、友人

に誘われてということだったかもしれませ

んし、単に「キリスト教ってどんなものだろ

う」という興味だったかもしれません。両親

が教会に来ていたので、物心が付いた時には

教会にいたという人もいるでしょう。きっか

けは人それぞれです。でも、自分から教会に

来る、来てみようと思わなければ、信仰の歩

みは始まらなかったでしょう。日曜日の朝、

他にやること、やれることを捨てて教会に集

まった。それは確かなことです。私が決めて、

私が来たのです。それは間違いないことです。

しかし、信仰が与えられて今から振り返って

みると、信仰による眼差しの中で、あれもこ

れも、神様の導きだったということに気付く

のでしょう。 

イエスはヨハネ福音書 6章４４節に「わ

たしをお遣わしになった父が引き寄せてく

ださらなければ、だれもわたしのもとへ来る
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ことはできない。」ここには、信仰というも

のが神様によって与えられるものであるこ

とがはっきり示されています。この「わたし

のもとへ来る」というのは、ただイエス様の

ところに来るということを意味しているわ

けではありません。イエスを神の子と信じる

者になるということです。信仰が与えられる

ということです。父なる神様が私たちをイエ

スの下に引き寄せてくださらなければ、私た

ちは信仰を得ることは出来ない、信仰が与え

られることはないのです。 

聖霊なる神様が働いてくださって、不信

仰な私たちを、信じる者にしてくださった

からです。私たちがイエスを信じている。

このキリスト者である私たちこそ、生ける

神様の御業が今も為されていることの確

かな「しるし」に他なりません。父なる神

様が私たちを引き寄せてくださったから

なのです。 

イエスが私たちに与えてくださる救い

というものは、私たちの常識を超えている

のです。イエスというお方自体が、私たち

の常識を超えているからです。ですから、

私たちがイエスを信じるという出来事は、

私の決断とか、私の理解力とか、私の宗教

的熱心とか、そういうものによって手に入

れることが出来るものでは決してないの

です。 

私たちがイエスを愛する前に、神様が私た

ちを捕らえてくださり、イエスのもとに引

き寄せてくださり、信じ得ないことを信じ

ることが出来るようにしてくださり、信仰

の養いを与え続けて、キリストの肉と血と

（ご聖体）に与って神の国への旅路を全う

することが出来るようにと支えてくださ

っているのです。イエスが、そのようにす

べてを備えて私たちの信仰の歩みを支え

てくださるのですから、私たちは安心して

歩んでいけば良いのです。 

洗礼を受けて、私は、本当に生涯信仰を

守っていけるだろうか、そう思ってためら

うことがあったのではないでしょうか。確

かに、信仰が私の気持ちや生き方の問題で

あるならば、環境が変われば気持ちも変わ

ってしまうでしょう。自分で信仰を生涯保

つなどという自信は、とても持てないと思

います。しかし、信仰とは、父なる神様が

私たちをその全能の御手でイエスのもと

に引き寄せてくださることによって与え

られ続け、イエスの肉を食べ血を飲むとい

う命の交わるごミサの中で養われ続け、支

えられ続けるものなのです。だから安心し

て良いのです。この生かされている恵みの

現実を感謝し、その恵みの中を共に御国に

向かって歩んでまいりましょう。 
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～英語クラブより～ 

 

英語クラブ（土曜英語聖書＆会話クラス）は毎週土曜日午後 2 時から活動してい

ます。先日のテーマのひとつは「どうやって暑い夏を涼しく過ごすか？」 まだま

だ暑さが続きます。ご一読の上、是非ともお試しください。「よくわからないなぁ～」

という方はどうぞ英語クラブメンバーまでご質問を！ 

 

During the hot summer days, how can we stay cool?  These are some ideas that the Saturday 

English Bible and Conversation Class came up with as part of a class activity. 

 

How do you plan to stay cool in Summer? 

-- take a cool water bath/shower 

-- sleep on a straw mat （ござ） 

-- eat cool food (e.g. そうめん) and ice (ice cream, scraped ice) 

-- no active life (sleep more); and go places in the evening 

-- use the air conditioner (but switch on for 15 minutes, turn off for 45 

minutes) 

-- use a “cool gel mat and pillow” 

-- go to Rokkosan                      ZZZZZZZ…. 

-- attend English Bible Study and Conversation Class 

-- wear a “cool scarf” 

-- take afternoon naps 

-- see a horror movie 

-- eat cold fruit (e.g. watermelon and pineapple) 

-- go to sleep early and wake up early 

-- instead of staying home and thinking of the heat,  

   go out (walk around, go places) 

-- go to the movies, preferably a double feature 

-- go to shopping centers 

-- grow a “green curtain” 
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福島こどもプロジェクト 合同キャンプを終えて 

 

KK 

 今年の 2月から第１回の実行委員会

が行われてから約半年。福島の子供達と復

興（福神）の名のもとすばらしいキャンプ

が実現しました。始めの内は内容の大きさ

に本当に実現できるのだろうか？不安な

所もありましたが、多くの応援者やスタッ

フの協力もあって夢のようなキャンプが

できました。私たちが知らない所で福島の

子供たちやたくさんの人々が放射能の不

安と戦いながら生活を続けている子供を

持つお母さん達にとっては苦しい毎日が

ストレスとなり、我慢の限界とも聞きまし

た。そんな話を聞いて私たちが何かやれる

事はないだろうか？そんな気持ちが大き

くあり、ぜひキャンプに参加して協力した

い。そんな思いがありました。第１回の準

備会から参加していて少しづつキャンプ

の内容が見えてきました。 

福島の子供たちに神戸での思い出をた

くさん体験していただく為に色んなアイ

デアやプログラムが決まってきました。初

日には神戸港でクルーザーに乗ってのデ

ィナークルーズに始まり、明石海峡大橋

（橋のプロムナード）での見学、そ

して福島の子供たちがいちばん望

んでいた海水浴。また、翌日には観

光バスに乗って明石海峡大橋を渡

り淡路島へ遠足。このプロジェクト

の代名詞として使われている「ふっ

こうのかけ橋」の名のように大橋を

中心にプログラムが作られました。

福島と神戸をつなぐかけ橋となれ

るようにとの思いがあったからで

す。 

すべてのプログラムが終わる最終日の

閉会式の時に福島から参加されていたお

母さんの言葉に感動しました。 

「こんな私たちのために神戸でやりた

いことを聞かれ、たくさんのわがままを言

ってしまいました。しかし神戸の方々は私

たちのわがままに『良いよ、良いよ』と言

って私たちのわがままをひとつひとつ実

現させてくれました。ありがとう、ありが

とう、ありがとう…。」 

何度も感謝のことばを声を詰まらせなが

ら涙声で話してくれました。この言葉を聞

いてスタッフや参加者の中にももらい泣き

された方も多かったと思います。新神戸駅

での別れはぎりぎりまで手を取りあって再

会を願い、改札まで見送りました。 

私はこのプロジェクトに参加すること

ができ本当に良かったと思っています。こ

のキャンプの中で多くの方々の参加と協

力があって全てが実現できたことに心か

ら感謝いたします。 

ありがとうございました。 
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TT（小２） 

 ふっこうのキャンプたのしかったで

す。一番思い出に残った事は 2日目の夕が

たしたふれあいまつりです。カード一枚で

ドリンクや食べ物が買えるからです。ぼく

は、ドリンクをのんだあとにボールあてを

しました。そこで、もう一本ジュースをも

らいました。うれしかったです。 

あと北すまきょう会のゲームもやりま

した。さいごまであなにおちずにゴールし

たのでクッキーをひとふくろもらいまし

た。おいしかったです。すごく楽しかった

です。 

三日目はあわじしまにいきました。かん

らん車にのりました。楽しかったです。 

 

WS（小４） 

ぼくは復興のキャンプに初めてでした

がいろんなことがあってとても楽しかっ

たです。その中でも一番気に入ったことは

初めて淡路の大観覧車にのったことです。

一番上からみた神戸の町はありのように

小さかったです。でもポートタワーや六甲

山は少し見えました。 

また、明石教会の六年生の子と友達にな

りました。リーダーは高校２年、1年の人

がいました。たくさん遊んでもらったので

うれしかったです。 

OJ（小２） 

3日目の観覧車は６５mといっていたの

でびっくりしました。一ばん上にきたとき

スピードがおそくなってふるえ上りまし

た。すごくたかくて人がまめつぶみたいに

見えました。もうこわくてこわくてかんら

ん車のゆかをながめていました。およそ

20分かかりました。ぼくにとってはなが

く思いました。 

あかしかいきょうおおはしも見えまし

た。うみもきれいでした。あかしかいきょ

うおおはしはいっぱい車が通っていまし

た。ほんとはこわかったです。けどかんら

んしゃをおりてからおにごっこをしまし

た。ほんとにたのしかったです。 

 

OM（小２） 

まえのキャンプはうみにいけなかって

ざんねんだったけど、こんどはいけました。

うみの水はしおからかったです。うみの水

はつめたかったです。水はにごっていて、

くさかったです。   

3日目にあわじしまにいってだいかんら

んしゃにのりました。かんらんしゃは、ア

ンパンマンやプーさんはありません

でした。かんらんしゃの高さは６５m

ありました。いちばん高いところをす

ぎたら、ちょっとスピードがおそくな

りました。かんらんしゃからのりおわ

ってから「またのりたいな」と言いま

したが、のせてくれませんでした。 
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高齢者支援委員会・委員長あいさつ 

 

高齢者支援委員会 委員長 MN 

高齢者支援委員長に任命され、おどろきととまどいを感じております。私事ではあり

ますが、この数年間母をはじめ身内の事でおわれておりましたがこの度重荷となってい

た事に大きな恵みを頂き、感謝の意味でも…他者に外に目を向けるよう呼びかけられて

いるように感じました。貧しい者ですが、主が共に働いて下さる事に信頼し励みたいと

思います。高齢者支援、チーム北須磨と地区委員との関連がまだ良く理解出来ていない

状態ですが、前委員長はじめ今日まで活躍された方々の実績を大切にし、Sr 前田、K

さん、I さんに助けて頂き、任期を果たすことが出来ますようご指導宜しくお願いしま

す。 

 

 

 

 

自分の霊名にまつわるエピソードを紹介する新シリーズ ○7  

 

 

 

PJ C 

インドのキリスト教の伝来は古くは聖トマが布教を行ったと言われているが、カト

リックに関してはポルトガルの植民地となった１５世紀頃、ゴアを中心に広がり、ヒ

ンドゥー教、イスラム教につぎ、現在では 600 の教会を数える規模とのこと。 

インド人の名前のつけかたは様々だが、P さんの名前は３つの部分からなる。最初

の P は 7 月 11 日生まれなので、その日の聖人よりとったもの。2 番目の J は教会

の聖人からとったもの。C は家族名である。要は前の二つはクリスチャンネームと言

ってよいのではないだろうか。 

P さんは９人の大家族に生まれた。両親(父 J C C,母 I)、姉 2 人(L, I)、弟 2 人(O, A)、

妹 2 人(A, U)。P さんは、上から 3 番目。二人の姉のうち、I さんは修道会に入りシ

スターとなった。もうすでに兄弟姉妹のうち 4 人は亡く、健在なのは３人とのことだ。 

インドでは P さんのように生まれた日の聖人を名前につけたり、弟の O さんのよ

うに代父の名前をもらったり、という名前の付け方が一般的らしい。                        

（編集部取材・執筆） 

 

 

私私  のの  霊霊  名名  
MMyy  CChhrriissttiiaann  NNaammee  
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～典礼シリーズ～ 第２回  

「あわれみの賛歌」 

    北須磨教会典礼委員会 

 

 

 ミサの中で理解が困難なものがあるが「あわれみの賛歌」もそのひとつと言えよ

う、何も考えずに毎週何となく歌ったり唱えたりしていることも少なくないだろう。

多くの場合、教会への純粋な従順さからそうなっていると思うが、時にそれが惰性

や習慣化に繋がってしまうこともある。「あわれみの賛歌」は長い歴史の申で典礼が

変化してきた言わば名残りのようなもので、分かりにくいのはある意味当然かも知

れない。もともと連願に対する答唱であったのが、その答唱部分だけ残って現在の

形になっている。例えば、共同祈願で祈願がないのに「私達の祈りを間きいれてく

ださい」と唱えている状態と言えば分かりやすいだろう。現行のミサでは「回心の

祈り」の第三形式が、元の形に近いと言えるかも知れない。古代教会では司式者が

止めるまで連願は続けられたという。現代でも、東方教会や東方典礼教会では長い

連祷が続くことがあるようだ。そのつど、会衆は「主よ、隣れめよ」と１回もしく

は３回唱えるとのことである。 

周知のように、公会議前は「あわれみの賛歌」は「キリエ」と呼ばれていた。キ

リエ Kyrie はギリシア語のキュリオス（主）のラテン語読みで、典礼文がラテン語

に翻訳されるとき、綴りだけをラテン式にして残された唯一のギリシア語である。

これは「キリエ、エレイソン、クリステ、エレイソン」という音の響きにまさるラ

テン語がなかったためだと、以前グレゴリオ聖歌に関する本で読んだことがある。

「主よ、あわれみたまえ」という答唱の歴史は相当古く、４世紀以降キリスト教に

改宗し始めたゲルマン人の共同体でも、彼らの言葉ではあったが、同様の意味の答

唱が行われていたという記録がある。時代を経るうちに社会環境も変わり、少しづ

つ「あわれみ」の意味は変化したが、現在の「あわれみの賛歌」の「あわれみ」に

は「主よ、わたしたちの罪をお赦し下さい」という意味も含まれており、「回心の祈

り」とは密接な関係がある。事実、「回心の祈り」の第三形式には「主よ、あわれみ

たまえ」という文言が組み込まれており、この形式の場合は「あわれみの賛歌」は

省略されることになっている。（ミサ典礼書の総則 52）      （文責：H）
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２０１２年９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 

９・ ２(日)9 時 

年間第 22 主日 
Fr.松 浦 KT TK 

NY 

(南) 

①TH 

②NS 
6A,地区 

I・H 

(洗) TY 
 

９・ ９(日)9 時 

年間第 23 主日 
Fr.春 名 TM TK 

KT 

(北) 

①TT 

②HT 
６A地区 

K・Y 

(洗) TY 
 

９・1６(日) 9 時 

年間第 24 主日 
Fr.ジェリー TY YS 

NS 

(南) 

①TI 

②FY 

１・４ 

 地区 

N・K 

(洗) TY 
敬老ミサ 

９・2３(日)９時 

年間第 25 主日 
Fr.春 名 

(子供ミサ

担当) 
TK 

HK 

(北) 

①子供ﾐｻ担当 

②   〃 

(子供ミ

サ担当) 

I・H 

(洗) TY 
 

９・30(日)９時 

年間第 26 主日 
Fr.松 浦 NY YS 

HT 

(南) 

 ①MS 

②MN 
２地区 

K・Y 

(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。 

 

 

 

 

 

１）バザー実行委員会がスタートしま

した。11 月 25 日開催予定の北須磨

教会バザーの実行委員会メンバーが各

執行委員会より1名ずつ選出されまし

て次の 8 名の方に決定しました。 

 委員長  KS さん 

 副委員長 IM さん 

 会 計  IM さん 

 記 録  NK さん 

 委 員  IR さん 

 KT さん 

 MN さん 

 KK さん 

実り豊かなバザーに向けてこれからの

ご協力をお願いいたします。 

２）ゲラドス・レクダク（ジェリー）

神父様が加古川教会主任司祭に異動さ

れます。 

 ご指導を有難うございました。新任

地でのご活躍をお祈りいたします。 

 

３）クレニュー神父様が入院中です。 

ご回復をお祈りいたします。なお、お

見舞いは控えるように要請されていま

す。 

 

 

 

 

 

評評 議議 会会 よよ りり  
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☆キリスト教入門講座☆ 

「共に歩む旅」 

 

イエス・キリストは何を語り、どの

ように生きたのでしょうか?現代のわ

たしたちに何を教えているでしょう

か?信じるとはどういうことか?幸福

な人生とは?これらのことについて福

音書を読みながら共に考えましょう。 

 

日にち:月 2 回程度日曜日の夜 

時 間:18:00～20:30 

場 所:カトリック垂水教会 

期 間:9月2日～12月9日まで以下

の日程で全 8 回 

① ９月 2 日 ② 9 月 16 日 

③ 9 月 30 日 ④10 月 14 日 

⑤10 月 28 日 ⑥11 月 11 日 

⑦11 月 25 日 ⑧12 月 9 日 

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、イエスキリストの教えに触れます。 

参加費:タ食代 500 円 

担 当:松浦 謙 (カトリック司祭) 

 

☆お悔み申し上げます☆ 

テレジア TY さま(北落合) 

アンジェラ FM さま(東落合) 

永遠の安息をお祈りいたします。 

 

☆転出されました☆ 

NS さま 

垂水教会へ 

どうぞお元気で！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編 集 後 記 
 

きたすま 110 号をお届けします。多くの

記事をお寄せいただき有難うございました。 

★異動のためジェリー神父さまの巻頭言も

これが最後です。「出会いは神様が与えてく

ださるものです。私と北須磨教会の皆さんと

の出会いもそうです。（巻頭言）」★英語クラ

ブから寄稿をいただきました。楽しんで活動

している様子がうかんできます。★「ふっこ

うのかけ橋」プロジェクトの合同キャンプに

ついては企画段階からのレポートをいただ

きました。★なお、このプロジェクトを読売

系「24 時間テレビ・愛は地球を救う」が密

着取材。本日 8 月 26 日午前 11：30～12：

20 に放送されます。どうぞご覧ください 

（GTH） 

おお しし らら せせ  



きたすま１０                                               

 


