
 

 

偉大な宣教師クレニュー神父様 

 松浦 謙 神父 

ジャン・ルイ・クレニュー神父様と出会い、明石教会の司祭館で１年３ヶ月一緒に生活

しながら働けたのは大きな恵みでした。神父様は１９５０年５月２８日に司祭になられ、

その２年後に日本に来られたのですから、いずれもわたしの生まれる前でした。それ以来、

クレニュー神父様はパウロのことばのように「走るべき道のりを走りつくした」のです。

忠実な神の僕として今は天国に迎え入れられたと確信します。 

 クレニュー神父様はすばらしい愛にあふれた宣教師でした。食事をする前にいつも一緒

にお祈りしましたが、誰かが亡くなったり、病気になったときなど神父様はその人のため

に必ず祈られました。とりわけ求道者のために度々祈られました。信仰に導かれますよう

に、天の父の愛に生きるものとなるように・・と。自分の国と故郷を離れ、日本に来てく

れた宣教師の心を改めて感じました。お年を召されたので、多くの宣教司牧の仕事は無理

でしたが、毎日のミサを欠かさず捧げ、また夕食前に必ず聖堂に行かれ、黙想しておられ

ました。寒い日もジャンパーを着て聖堂の片隅に長く座っておられる姿を思い出します。 

 食事のときにフランスワインを飲むのが好きで、「飲みますか？」と聞かれ「ええ頂き

ます」というと、うれしそうなお顔でいそいそと倉庫からぶどう酒を持ってきてください

ました。コルク栓を抜いて「どうぞ」と。その後、「では、わたしもおゆるしをいただい

て・・」とおっしゃってご自分のグラスに。いかにもフランス人らしいユーモアを示して

くださいました。朝食のとき、わたしが二人分のコーヒーを作るのですが、いつも必ず「こ

れ、頂いてよろしいですか？」と尋ねてから飲まれるのです。本当に遠慮深い方でした。

ご自分にはとても厳しく、司祭のつとめを本当に熱心に果たされました。石井病院に入院

中、教会のできごとや信者さんたちの様子を話すと、「わたしは怠けてしまっている」と

いわれ、こちらが恥ずかしくなるほどでした。病床で聖体をお受けになることは出来ませ

んでしたが、病者の塗油の秘跡・ゆるしの秘跡にあずかられ、２ヶ月以上の闘病の生活を

立派に神様におささげになりました。結局７月２０日の朝ミサが最後になりましたが、今

は天の国の永遠の宴のよろこびにあずかっておられることでしょう。 

 わたしにとって司祭の生き方の良い模範でした。感謝の気持ちで一杯です。神父様のま

かれた種が豊かに実るように願い、宣教のつとめを果たしていきたいと思っています。

ききたたすすまま          
行きなさい。あなたの信仰があなたを救った 

（マルコ 10・52） 
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西ブロック合同堅信式 

 

 

 

 

 

 

 

 

10月7日、明石教会にて西ブロック合同堅信式が行われ、池長大司教さまによって４教

会の若者たちに堅信が授けられました。北須磨教会からは YTくん SCさん の二人が

受堅されました。おめでとうございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.M 

カトリックについて更に知りたいとい

う思いから初めてこのコースに参加しま

した。 まず第二バチカン公会議について

の説明があり、教皇を頂点として信徒に至

る「世間一般の理解」である教会の位階制

度が第二バチカン公会議により逆転し、

「キリストの理解」となって信徒が前面に

おかれ、福音を知らない人々に必要な奉仕

を行う中心になった、と知りました。この

公会議について漠然とした知識しか持っ

ていなかった私は解説の全てを理解した

とはとても言えませんが、私が見過ごし知

らなかった事柄に触れることができまし

た。「自分の信仰」「信仰共同体」につい

ての分かち合いでは自分が大きな共同体

の一部であると再認識できたように思い

ます。長いと思っていたのに終れば短い一

日で、いろいろ思いながらゆっくり歩いて

帰りました。この機会を与えてくださった

方々に感謝。 

♢信徒養成基礎コース(9/22)に参加して♢ 

11/17 には「聖体コース」が住吉教会で 10 時から開かれます。聖体奉仕に関わる方、ご聖体につ

いてもっと学びたいと思われる方、ご参加ください。詳しくはポスター、または H まで。 
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２０１２年 11 月典礼奉仕担当者表 (敬称略) 

典礼委員会 

月日 主日 司式者 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 

11・ 4(日)9 時 

 年間第 31 主日 

（集会祭儀） 

松永 助祭 H.T Y.S 
N.Y 

(南)  

①A.N 

②I.T 
５地区 

N・K 

(洗)K.R 

集会 

 祭儀 

11・11(日)9 時 

年間第 32 主日 
Fr. 松 浦 F.M T.Y 

N.S 

 (北) 

①A.Y 

②I.M 
６A 地区 

I・H 

(洗)K.R 
 

11・18(日) 9 時 

年間第 33 主日 
Fr. 春 名 

(子供ミサ

担当)  
Y.S 

H.K 

 (南) 

①子供ﾐｻ担当 

②   〃 

(子供ミサ

担当) 

K・Y 

 (洗)K.R 

七五三 

 ミサ 

11・25(日)９時 

王であるキリスト 

(年間最後の主日) 

Fr. 春 名 M.S T.Y 
H.T 

  (北) 

①I.R 

②U.N 
1・4 地区 

N・K 

 (洗)K.R 
バザー 

《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。 

自分の霊名にまつわるエピソードを紹介するシリーズ ⑨ 

 

 

マルセリーノ H.M 

私の霊名はマルセリーノです。この名前を聞くと多くの方が映画「汚れなき悪戯」を

思い出されるのではないでしょうか。私にこの名前がつけられたのもこの映画がもとに

なっています。映画を見た母が次に男の子が生まれたらマルセリーノと名付けようと決

めていたようです。そこに生まれてきたのが私だったのです。 

 聖マルセリーノがどのような人物であったのか、実のところ私はよく知りません。映

画の主人公が聖人だと思う方もおられるかもしれませんが、映画はイタリアの民間伝承

を元にした小説を映画化したもので、彼が聖人ではありません。映画の中に 6 月 2 日に

拾ったのでその日の聖人、マルセリーノと名付けようという修道士の台詞があります。

それに基づいて聖人伝を調べてみましたが、ローマ時代の殉教者ということが記されて

いるだけで、その他のことはほとんどわかりませんでした。 

 しかし最期まで信仰を守りとおした聖人の姿、映画の主人公の純粋な信仰、この両者

には共通点があると思います。最期まで信仰を守り抜くために必要なことは純粋な心で

神様と向き合うことが必要だからです。私自身も彼らの姿に導かれて、信仰の道を最期

まで歩み続けたいと思っています。 

私私  のの  霊霊  名名  
MMyy  CChhrriissttiiaann  NNaammee  
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典礼シリーズ～ 第4回 

「聖書朗読」 

典礼委員会

現行の主日ミサでは 「ことばの典礼」

の中で 3 つの朗読が行われる。主として

旧約聖書から第 1 朗読が、福音書を除く

新約聖書から第 2 朗読が、そして最後に

福音書が朗読されている。福音書は司式

司祭によって朗読されるものと思ってい

る人がいるかも知れないが、伝統によれ

ば朗読は司式司祭ではなく、助祭または

別の司祭によって読まれるのが適当とさ

れてきた。しかし、実際には助祭や他の

司祭がいない場合が―般的であり、結果

として司式司祭が福音朗読を行うのが、

小教区では通例となっている。(ミサ典礼

書の総則 34) 

改訂以前のミサでは、書簡の代わりに

旧約聖書から読まれることもあったが、

一般的には書簡と福音書の二つが朗読さ

れた。朗読は助祭か司祭によってラテン

語で読まれた。朗読に関しては厳しい規

定があり、司祭か叙階を受けた 「読師」

でないと聖書の朗読はできなかった。現

在は、信徒が福音書以外の第 1 朗読と第

2 朗読を担うようになったが、決して朗

読の重要さが軽く見られるようになった

訳ではなく、従って朗読する信徒はそれ

なりの準備と心構えが必要だろう。又、

ほとんどの主日で第 1 朗読では旧約聖書

から読まれるようになったのは、第 2 ヴ

ァティカン公会議によって新約聖書の優

越性を認めつつ(神の啓示に関する教義

憲章 17)も、旧約聖書と新約聖書の―貫

性が重んじられるようになった(同 16)

ことによる。 

  教会の歴史の中で、写本時代はもちろ

ん印刷術の発明後であっても信徒の識字

率は低く、朗読の果たす役割は極めて大

きかった。現在も、朗読のときは手元の 

「聖書と典礼」等を見ないで、朗読を 「聞

く」ことに専念するように勧められてい

る。従って、朗読を担当する信徒にはそ

れだけの責任があり、せめて自分の朗読

箇所には十分な理解を持って朗読に臨ま

ないと、会衆の心に届く朗読をすること

はできないのではないだろうか。 

〈文責：H〉 

  

 

「信仰年」のために教皇庁新福音化推進評議会によって準備された公式聖歌「クレ

ド・ドミネ（主よ、わたしは信じます）」の楽譜、及び mp3 での演奏が、カトリック

中央協議会のサイトからダウンロードできます。日本語の歌詞は日本カトリック司教

協議会の 2012 年度特別臨時総会によって承認されました。１～５節の歌詞はそれぞ

れ、待降節、降誕節、四旬節、復活節、聖霊降臨に関連した内容になっています。 

《 http://www.cbcj.catholic.jp/jpn/feature/2012/year_faith.htm 》 
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信信 仰仰 年年 企企 画画   

「カトリック教会のカテキズム」の勉強会 

１１月６日から毎週火曜日１０：００から   担当：松永敦 助祭 

レクチオディビナ（聖なる読書）による「聖書の分かち合い」 

１１月１６日から毎週金曜日１３：３０から  担当：松浦謙 神父 

評評 議議 会会 よよ りり  

信仰年の過ごし方について日本の司教団は さまざまな信仰共同体が 信仰年の意向を

意欲的にくみ取りそれぞれの豊かな計画や行動を発案し この恵みの時を有意義に過ごす

ように勧めています 

評議会でも協議した結果 次のような取り組みを考えています 

1）ミサの中での信仰宣言に ニケア・コンスタンチノーブル信条を唱える 

2）月１回 ミサの後２０分程度の時間をとって 公認の要理書「カトリック教会の教え」

の朗読を聞き 味わう 

3）各執行委員会で 現在実行している諸活動の中に典礼暦を中心にして 信仰年の意向を

組込んでいく 

   待降節＝信じること    四旬節＝祈ること   復活節＝祝うこと   

   聖霊降臨＝信仰を生きること    聖母被昇天＝信仰を伝えること  等です 

４)その他これからの１年間に 信仰年の意向に沿った計画を取り上げていく 

この信仰年が北須磨教会においても 真に実りあるものとなりますように 祈り実践

していきましょう 

社社 会会 活活 動動 委委 員員 会会 よよ りり   

１．２０１２社会活動神戸センター・須磨夜回り会支援のクリスマスチャリティーコンサ

ートを１２月１日（土）午後１時から４時まで 

神戸中央教会で開催いたします。昨年同様、松

浦神父様ファミリーもご出演されますので皆

さんのお誘い合わせの上、是非ご参加ください。 

２．‘お家で眠っているテレホンカードはありま

せんか？’ 

 シナピス難民委員会から未使用・または度数

の残っているテレホンカードの寄付依頼があ

りました。 ご寄付いただける方は T までお願

いします。 

お知らせ 

編 集 後 記 

 厳しかった残暑も急に涼しく秋めいて

体がついていかないとお嘆きの方も。 

典礼歴も年末を迎え、今月は諸聖人、死

者の日、王たるキリストとフィナーレへ。 

信仰年の企画も様々に充実してきました

が、メニューに負けないよう自らの中身

の充実を真剣に求めたいと思います。 

K.J.H 
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