
 

 

初めまして 

 松永 敦 助祭 

初めまして。コンベンツアル聖フランシ

スコ修道会の助祭松永敦と申します。生ま

れは大阪市で、育ちは三重県の名張市です。

幼児洗礼で洗礼名はステファノです。趣味

は美術鑑賞とジョギングです。美術を通し

て信仰を深め、また宣教にも活かせること

ができればと考えています。昨年度は西宮

市にある仁川学院高校で宗教科を担当しな

がら、仁川教会でも実習させていただいて

いたので、神戸には何度も来たことがあり

ます。この神戸西ブロックではできるだけ

たくさんのことを学びたいと考えています。 

今回、自己紹介ということで何を書こう

か迷ったのですが、私の召命について書か

せていただきます。 

私が司祭への道を歩むきっかけを与えて

くれたのは熱心な信者だった祖父です。 

「敦。司祭にならないか。お前はむいて

いる」。 

どういう話の流れだったのか覚えていま

せんが、高校 1年生だった私に祖父がそう

言いました。当時は生涯独

身なんて考えられなかった

ですし、ましてや聖職者の

ような徳の高い人格者にな

れるはずがないと思ってい

ました。そういう訳で、その時は丁重にお

断りしたわけですが、その祖父の言葉は私

の心に種として残り、司祭や修道者という

生き方に興味を持つようになりました。 

歳月が過ぎ、20 代前半。大阪に引っ越

した私は故郷の名張教会から阿倍野教会に

信者籍を移しました。阿倍野では初めて訪

れた日からウェルカムな状態で、ホスピタ

リティあふれる教会の姿に感銘を受けたこ

とを今でも覚えています。そして、阿倍野

では信者の方々、特に青年達と仲良くなり

ました。教会に行けば誰か友達がいました

し、楽しかったので、やがて入り浸るよう

になりました。そんな中でミケランジェロ

神父様に司祭にならないかと声をかけられ

ました。そして司祭の道も冒険だと、この

道を歩む決心をしました。 

以上が、私の召命の話です。まだ助祭と

いうことで司祭にはなっていませんので、

これからも主の道をまっすぐ歩んでいける

ように、お祈りしていただければと思いま

す。また、一人でも多くの召命が生ま

れるようにお祈りしていただければ

と思います。 

それでは、北須磨教会の信徒の皆様、

どうぞよろしくお願い申し上げます。
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  キリシタン地蔵を訪ねて 

去る10月25日、木曜講座「キリシタン史を通して現代の信仰を

考える」のキリシタン地蔵を訪ねる郊外学習がありました。 

当講座では、春名神父様のご指導のもと、キリシタン史を学んで

います。この度は、キリシタン地蔵・墓碑についての事前学習を積

み、当日、神父様率いる20名のバスツアーで大日寺の背面十字架

像を初め、普明寺、多門寺のキリシタン石仏群を訪ねました。 

現地では、それらが実際に立つ、その環境、たたずまい、肌触り

等にふれることが出来、困難な中に生きた信仰に遠く想いをはせる

とともに、今の自分が包みこまれている信仰を生活者

として眺めみる機会となりました。 

秋の穏やかな陽光の中、歩く田舎道も愉しく、和や

かな親睦の一日でもありました。  

時を越える信徒の交わりの恵に招いて下さった神

に、心から感謝せずにはいられません。（T） 

     教 会 学 校 遠 足 
コルベ OJ 

きょうは、えんそくに行きました。ロープウェイにのるとすごくこわかったけど、のっ

たら、なれてきました。だけど、「ガタン」となるときが多いのでやっぱりこわかったで

す。やがて、いちばんちょうじょうのえきについたら、ほっとしました。えきからちょっ

とあるいたところにいばらのつうろみたいなところがありました。そこでまた、「ぞっ」

としました。ごはんがおわって帰るときがきました。ずぅーとあるいて門がありました。

門を通ってきゅうなさか道をすごくあるきました。とちゅうにたきがいっぱいありました。

すごくあるいて、いちばん下まで2時間じゃくもかかって行きました。すごくあるいたの

で足がいたくなりました。しんこう戸えきに行きました。そして電車で帰りました。行き

しはみどりの電車なのに、帰りしはちゃ色でした。名だにえきでおりました。ほんとにた

のしかったです。 

テレジア OM 

きょうぬのびきハーブ園にいきました。ロープウェイにのりました。ハーブえんの中でか

おりぶくろをつくりました。いいにおいがしました。つぎにおんしつにいきました。おん

しつでは、コーラのにおいがしました。ちょっとくさかったです。けどいっぱいしょくぶ

つとか花があってたのしかったです。 



                                               きたすま 3 

 

ミカエル TT 

今日こうべぬのびきハーブ園に行きました。今日はしぜんをみつけるというテーマでし

た。ハーブえんについたら、ちょうじょうまでいきしはロープウェーにのりました。ちょ

うじょうにあがったら、少しおりてにおいぶくろをつくりました。できたらいいにおいが

しました。かえりはあるいてかえりました。かえり山をおりるとちゅうおひるごはんをた

べました。おいしかったです。それからすこしあそびました。ごはんがおわったらたきを

見ながらえきに行きました。楽しかったです。 

 WS 

 ロープウェーに乗ったのはひさしぶりだったのでこうふんしました。上りはロープウェ

ーだったから楽だったです。布引ハーブ園山頂駅の近くのグラスハウスで香り袋を作った

りいろんなスパイスの香りをかいでみた

りしました。温室の中ではまるでジャン

グルにいる感じでした。広場でお弁当を

食べました。おいしかったです。少しリ

ーダーと散歩しました。いろんな花がさ

いていてきれいでした。帰りは急な下り

坂だったので、歩きにくかったです。や

っと新神戸駅まで来たけどつかれていま

した。でも楽しかったです。 

七 五 三 の お 祝 い 

１１月１８日のミサで七五三のお祝いがありました。 

子供たちは春名神父さまから祝福を受けました。 
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典礼シリーズ～ 第５回 

「答唱詩篇とアレルヤ唱」 

典礼委員会

答唱詩篇 

 現在、第１朗読の後に唱えられる答唱

詩篇、以前は昇階唱 Ｇraduale と呼ば

れ、使徒書（書簡）とアレルヤ唱の間で

唱えられた。現行のミサでは第 1 朗読と

第 2 朗読の間に答唱詩篇として唱えられ

る（歌われる）。よく第 1 朗読に対する

答唱と思っている人がいるようだが、（勿

論第１朗読と内容的に深い関係はある

が）ここでの答唱とは、言わば唱え方の

形式であり、敢えて言えば詩篇に対する

答唱である。古代から詩篇に親しむため

に、各朗読の間に皆で詩篇を歌う習慣が 

あり、典礼が確立していく中で「答唱法」 

という唱え方が確立していった。まず先

唱者が信徒の歌う答唱句を示してから次

に詩篇を歌い、詩篇がうたわれるごとに

先唱者によって示された答唱句を信徒が

歌い、詩篇が歌われるごとに先唱者によ

って示された答唱句を信徒が歌い、それ

が繰り返されるという唱え方である。つ

まり現行の答唱詩篇で行っているやり方

（唱え方、歌い方）である。 

 

アレルヤ唱 

 アレルヤ唱は、第１、第２のふたつの

朗読と福音書朗読のあいだに唱えられる

が、このことに大きな意味がある。これ

は教会の初期からの共通する伝承の一部

で、アレルヤ唱は、主キリストを迎える

歓喜の序曲のようなものである。だから、

四旬節にはアレルヤ唱は控えられ、前後

にある「アレルヤ」を省いた唱句のみの

形である詠唱として唱える。復活祭と聖

霊降臨の主日に唱えられる続唱は、本来

アレルヤ唱に続く唱歌であるが、アレル

ヤ唱と福音書朗読との繋がりをより重視

したことにより、現在では続唱はアレル

ヤ唱の前に唱えられる。 

 アレルヤはホザンナ（「私たちを救い

たまえ」）やアーメン（「その通りです。

もしくは、そのようになりますように」）

と共に、伝統的にヘブライ語のまま用い

られてきたひとつである。ちなみにアレ

ルヤの意味は「主をたたえよう。賛美し

よう」である。 

〈文責：H〉 
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聖体コース（ミサと聖体）に参加して 
MN 

この度、病者・高齢者の訪問に呼ばれ、教会へ来

られない方へ御聖体をお持ちすることの必要性、大

切さを感じ出席しました。ユダヤの過越しの祭り、

イエスの最後の晩餐、食卓を囲み、イエス様が記念

として行いなさいと云われたミサの歴史から、教会

の始まりであり信仰の中心であるミサと御聖体。イ

エス・キリストが十字架上であがなわれたミサに与

ることは大きな恵みがと力があること。叙唱、奉献

文の司祭の按手と祈りは聖霊が力強く働き、捧げら

れたキリストの御体と御血と共に意向をもって与ることは大きな働きがあること。自分の

信仰を見直し、深めることの大切さを信仰年にあたり、強く感じました。又、ミサと集会

祭儀の違いについての話の中で、「今日はミサではないのでお休みする」傾向は共同体の

一致を問われている事。養成され祈りを豊かなものにすることと「共同体が召し出しのた

めに祈ることが最も大切ではないでしょうか」と云うお話は心をうたれました。このよう

なコースに多くの方が参加される事の大切さを感じました。 

ET 

 この度、ミサと聖体の講話を受け、ミサの歴史は、ユダヤの過越しの祭り、家庭集会か

ら始まり、食卓を囲む共同体教会とのことが、私の中で再度認識させられました。また、

聖体とは私達の過越しであり生けるパンであるキリストご自身が含まれ、あがない、救い

であると知りました。主日のミサも私にとって新たな恵みになることでしょう。 

自分の霊名にまつわるエピソードを紹介するシリーズ ⑩ 

 
 

 
ミカエル KS 

 私は伊丹市の出身で、1971年のクリスマスに伊丹教会で、アメリカ人司祭のエド 

ワード・ウィリアムス神父から洗礼を受けました。 

 私がキリスト教と出会ったのは小学生の時で、近所の人や同級生等を通じてキリスト 

教に触れ、5年生の時からプロテスタントの日曜学校に通い、担当の先生がとてもやさ 

しくて教え上手な女性だったこともあって、抵抗なく教えを受け入れていきました。 

 成長の過程で信仰のことをどこかに置き忘れた時期もありましたが、23歳の時に 

再び目覚めて信徒になる決心をしました。ただ、どの宗派に属するかは各教会を巡って 

決めることにして、2番目に訪問したのがカトリックの伊丹教会でした。伊丹教会では 

訪問した私を親切丁寧に迎えてくれましたし、すぐに友人も出来たことから、ごく自然 

の流れとして翌年に洗礼を受けました。霊名については、公教要理を教えて頂いた先生 

が、私が警察官であることから、「サタンを退治した天使ミカエルはどうですか」と、 

肖像画も見せて薦めて下さったので、私は即座にそれでお願いすることに決めました。 

 その後、ミカエルの名に恥じない信仰生活や警察人生を歩むことができたかどうかは 

神のみぞ知ることですが、少なくとも、その意識を持って職務執行して来たつもりです 

し、退職した現在、福祉の仕事に新たな気持ちで頑張っております。 

私私  のの  霊霊  名名  
MMyy  CChhrriissttiiaann  NNaammee  
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KN 

現在、病者・高齢者訪問チームのメンバーとして訪問活動していますが、病者・高齢者

の中に聖体拝領を強く希望される方がおられます。これらの方々にご聖体を捧持・授与す

ることの意味を正しく理解する目的で今回の研修に参加しました。 

講師の溝部司教様のお話はわかりやすく、本質をついたものでした。「ミサはイエス様

の最後の晩餐の実現であり、聖体拝領はイエス様と私達が一致することである。それを信

じなさい、それは理屈ではない。イエス様が私達にイエス自身をささげてくださったよう

に私達も隣人に、また苦しんでいる人に捧げなさい。私達にイエス様からその力が与えら

れている。」という話からとても大きな力をいただきました。また、「日本のキリシタン時

代、神父は 120名前後でしたが、信者は現在よりも多く、神父はミサと許しの秘跡に専

念、それ以外は信者が家庭集会等を通じて行った。」とのお話は、今後の福音宣教にとっ

て大きなヒントでした。 
 
 

201２年 12 月・新年典礼担当者表 (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 

12・２(日)９時 

待降節第１主日 

Fr｡松 浦 

松永助祭 
IH YS 

 

 ① IM 

② OR 
1・4 地区 

I・H 

(洗) TY 
 

12・９(日)9 時 

待降節第２主日 
Fr．春 名 KM KK 

KS 

(南) 

① KN 

② OM 

男性 

グループ 

K・Y 

(洗) TY 
 

12・16(日) 9 時 

待降節第３主日 

待降節黙想会 

Fr｡ボーガルト

松永助祭 
IH YS 

 

 ① KK 

②  KS 

男性 

グループ 

N・K 

(洗) TY 

黙想会、 

名谷クリスマス

キャロル 

12・23(日)９時 

待降節第４主日 
Fr．松 浦 

(子供ミサ 

担当) 
TT 

YK 

(北) 

①子供ﾐｻ担当 

②   〃 

(子供ミサ

担当) 

I・H 

(洗) TY 

西神クリスマス

キャロル 

12・24(月) 20 時 

 主の降誕前夜祭 
Fr．松 浦 NS TT 

IR 

(南) 

① TM 

② KT 
2 地区 

K・Y 

(洗) TY 
 

12・25(火)10 時 

  主の降誕 
Fr．春 名 KT YS 

NY 

(北) 

①SY 

②SM 
2 地区 

N・K 

(洗) TY 
 

12・30(日)９時 

  聖家族 
Fr．春 名 TM YS 

KT 

(南) 

①TH 

②NS 

評議会 

グループ 

I・H 

(洗) TY 
 

1・１(火)10 時 

 神の母聖マリア 
Fr．春 名 TY TT 

NS 

(北) 

①ST 

②HT 

評議会 

グループ 

K・Y 

(洗) TA 
新年ミサ 

 

《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。 
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評評 議議 会会 よよ りり  

この度司祭チームより、神戸西ブロック福音宣教チーム「からし種」養成プロジェクト

案が提示されました。信徒が司祭、修道者と協働しながら、共同者への入信への導きを実

施できる技能を身につけることを目標としています。西ブロック 4 教会の評議会で承認

されれば実施の運びとなります。北須磨教会評議会でも内容を審議した結果、承認を決議

しました。司祭による内容説明が今後行われると思いますが、内容をよく理解され皆様の

ご協力をお願いいたします。 

  

社社 会会 活活 動動 委委 員員 会会 よよ りり   

○チャリティー・クリスマスコンサート 

12月 1日（土） 中央教会  

12：30開場 13：00開演 16：00終了 

（途中休憩 20分） 

○神戸市民クリスマス～キャロリング in Kobe～ 

    12月 14日（金） 中央教会 

    17：00～21：30 

○越年・越冬活動 

    12月 28日（金）～1月 5日（土） 

場所：東遊園地 

カトリック教会の担当日：１月１日（火） 

１月５日（土） 

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 

 「花の咲かない冬の日は下へ下へ

と根を生やせ。」お天気はいいのに

カーンと寒い冬の日が好きな私は、

この言葉をよく思い出します。でも

実は前半部分には諸説あり、「寒い

日」「雨の日」「何も芽が出ぬ」など

表現はさまざまです。いずれにして

も長く辛い我慢の日々をさすので

しょうね。まだ冬は始まったばかり

です。         RK 
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日 ・ 曜日 2012

12/1 土 教会清掃なし 英語クラブ（14～16) 

２ 日 待降節第1主日  ミサ 9:00～ 信仰講座(ミサ後)

３ 月 卓球(13～17)

4 火 病者高齢者訪問（チーム北須磨　13～）

５ 水 朝ミサ　７：30～

6 木 キリシタン史講座（10～） 西区のミサ（14～） 卓球(13～17)

7 金 朝ミサ　７：30～ 主日の聖書を読む会（13:30～）

8 土 無原罪の聖マリア 教会清掃(男性で) 英語クラブ（14～16) 

9 日 待降節第2主日  ミサ 9:00～ 信仰講座(ミサ後) 北須磨評議会（ミサ後）

10 月 卓球(13～17)

11 火 カテキズム勉強会（10～）社会活動センター炊き出し(第2火曜9：30～) 男の料理教室（第2火曜17～）

12 水 朝ミサ　７：30～

13 木 キリシタン史講座（10～） オカリナ(第2･4木曜13～15)卓球(13～17)

14 金 朝ミサ　７：30～ 主日の聖書を読む会（13:30～）

15 土 教会清掃なし 英語クラブ（14～16）

16 日 待降節第3主日  ミサ 9:00～ 待降節黙想会　共同回心式 キャロルin名谷（17～）

教会学校クリスマス会

17 月 卓球(13～17)

18 火

19 水 朝ミサ　７：30～

20 木 キリシタン史講座（10～）　病者高齢者訪問（チーム北須磨　13～）　　卓球（13～17）

21 金 朝ミサ　７：30～

22 土 教会清掃( 第２地区) 英語クラブ（14～16) 

23 日 待降節第4主日  ミサ 9:00～ 信仰講座(ミサ後) キャロルin西神（17～）

24 月 主の降誕　夜半のミサ　20:00～

25 火 主の降誕　ミサ 10:00～

26 水

27 木 卓球(13～17)

28 金 朝ミサ　７：30～

29 土 教会清掃なし

30 日 聖家族　ミサ　9:00～

31 月

1/1 火 元旦　神の母聖マリア　ミサ　10:00～

２ 水

３ 木

4 金 朝ミサ　７：30～

５ 土 教会清掃( 第３,６Ｂ,7地区)

６ 日 主の公現 ミサ　9:00～

今月のお茶当番は第５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。

各講座は概ね23日過ぎから冬休みに入ります。詳しくは掲示板でご確認ください。

マンスリースケジュール１2月


