
 

 

イスラエル巡礼 

春名 昌哉神父 

 

 11 月 8 日から 16 日までイスラエル巡

礼に行ってきました。私にとって初めての

聖地巡礼で出発を心待ちにしていました。

子供の頃から聖地については司祭や両親

から話を聞いたり、本を読んだりして一度

は行ってみたいと思っていました。今回、

このような機会が与えられたことは本当

に喜びでした。 

 テルアビブに到着してカイサリア、カル

メル山、ガリラヤ、エリコ、死海、エルサ

レム、そしてベツレヘムと巡礼しましたが、

最初の 3 日間は雨が降るあいにくの天候

でした。しかし雨期を迎えたイスラエルの

人々は私たちに「あなたたちは祝福されて

いる」と言ってくれました。旧約聖書は雨

を神からの恵みとしています。乾期の半年

間雨が一滴も降らないイスラエルにとっ

て、雨期を迎えて雨が降るということは本

当に素晴らしい恵みなのです。聖書に書か

れていることばを実感することができま

した。 

 今回の巡礼で最も印象に残っているの

は、聖墳墓教会のキリストのお墓の祭壇で

ミサをささげることができたことです。ま

さにキリストの死と復活の場所であり、私

たちの信仰の原点です。そこでミサをささ

げることができたのは本当に大きな喜び

でした。 

 イスラエルを訪れて感じたことは、これ

まで平面だった聖書の世界が立体化して

きたということです。文字の上での、ある

いは地図の上での知識はあっても、それは

平面的なものにすぎません。キリストが実

際に生きられた地を訪れるということは、

文字や写真や地図では感じられない景色、

息吹き、においを実感するということです。

それまでは平らな世界であったものが、形

になったと感じています。キリストが感じ

られた風、においを実感することで、私の

聖書に関する思いもより深くなったよう

に思います。 

 私たちがイスラエル滞在中にガザ地区

での空爆が始まりました。また尊い命が奪

われる事態が起こっています。11 月 22

日に停戦合意は結ばれましたが、今後どの

ようになるかまだ予断をゆるせない状況

が続いています。これ以

上争いが続くことなく、

人々が平和のうちに共

存していくことができ

るように祈りましょう。

ききたたすすまま          
親はイエスが学者たちの真ん中におられるのを見つけた（ルカ 2･46） 
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 北須磨教会バザー  

11 月 25 日（日）東北支援を目的として北須磨教会のバザーが行われました。今回は各委員会の代

表がバザー委員を務め、運営を行ってくださいました。 

当日はちらし寿司、うどん、カレー、おでんなどの食品や日用品・衣料品の販売に加え、イベント

としてオカリナ演奏、英語クラブの合唱、絵本の読み聞かせと春名神父さまの落語がありました。最

後にはビンゴ大会も行われ、大いに盛り上がりました。 
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今年もみんなで名谷＆西神中央でクリスマス・キャロルを歌いました。 

  名谷では４回目、西神中央では 15 年になります。 

  松浦神父様のギター、春名神父・松永助祭のサンタさん、Sr.前田のキャンドル

などで大いに盛り上がりました。また来年もよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 月 16 日（日）名谷須磨パティオでのクリスマス・キャロル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   １２月２３日（日）西神中央駅前広場でのクリスマス・キャロル 
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       待 降 節 黙 想 会   １２月 16 日（日） 

淳心会 アンドレ・ボーガル師 

 

 マザーテレサの愛の実践をテーマに、神父様ご自身が実際にマザーにお会いした時の

エピソードも交えて、お話し下さいました。私もマザー大好き人間の一人ですが、あら

ためて背中を押されたように感じ、また涙を流している人たちもいました。 

 待降節では、使徒パウロが「主において常に喜びなさい」と重ねて[喜び]を強調して

います。そしてマザーもしばし[喜び]という言葉を使われます。それに関連して神父様

が「時に喜べない状況がある。しかしキリスト教の喜びは希望に基づいている。毎日の

祈りで神とつながり、ご聖体で神から力をいただかなければ喜ぶことはできず、実践も

出来ない」と話された時、真の喜びは人間の感情を超えたところにあり、ゆるぎない信

仰から湧き出てくるのだいということに気付かされました。 

 次に心に響いたことは[隠れたコルコタ]のことです。マザーの言葉として忘れられな

いのは「インドのコルコタに来る必要はありません。あなたの家族に、あなたのすぐ近

くに、あなたの戸口につながってコルコタはあります」ということです。私もこの言葉

に何度も励まされ、後押しされて、ある戸口に赴くことが出来ました。神父様も「隠れ

たコルコタをまず知ること。それも、ごく身近な処に存在する」と言われていました。 

最後に、三つのスローガンのうち一つでも習慣づけて実践するように、と勧めの言葉を

下さいました。マザーはイエス様から「わたしは渇く」という啓示をいただき、コルコ

タのスラム街に入って行かれました。わたしたちも[神、その愛、その渇き]を満たすた

めに、自分たちにできることを祈り求め、神の手の中の小さな鉛筆として生きて行きた

い、と思いました。                     （Ｍ．Ｍ． ＩＮ）

テーマ：「小さなことに大きな愛を」～愛の実践をマザーテレサから学ぶ 

   １．待降節 

   ２．信仰年 

   ３．小さなことに大きな愛を 

       ・マザーテレサの話から 

       ・隠れたコルコタ 

       ・愛し愛されること 

   ４．祈りの大切さ 

   ５．三つのスローガン 

       ・神様のためにすばらしいことを 

       ・小さなことに大きな愛を 

       ・主よ私をあなたの平和の道具としてお使いください 

   ６．小さな鉛筆 / 燃えるローソク 
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～典礼シリーズ～ 第６回 

「信仰宣言」 

北須磨教会典礼委員会 

 

 

信仰宣言は、私たちが聖書朗読と説教を通して聞いた神のことばに共鳴し、感謝

の典礼の前に信仰の規範を思い起こすものである。（ミサ典礼書の総則 43）洗礼式

の信仰宣言、使徒信条、ニケア・コンスタンチノープル信条の三つの形式があり、

どれを用いることもできる。信仰宣言はカトリック信者として受け容れなければな

らない（トリエント的表現で言えば）信仰箇条であり、それを受け容れるか否かは

カトリック信者としての分水嶺と言っても過言ではない。古代教会の洗礼式では、

（全能の父である神を信じますか）という問いかけに対して受洗者が（信じます）

と答えれば１回目の水が注がれ、（聖霊によっておとめマリアから生まれ、ポンティ

オ・ピラトのもとで十字架に付けられて死に、三目目に死者のうちから復活し、天

に昇って父の右に坐し、生者と死者を裁くために来られる神の子、イエス・キリス

トを信じますか）という問いかけに（信じます）と答えれば２回目の水が注がれ、

（聖なる教会にあって聖霊を信じますか）という問いかけに（信じます）と答えれ

ば３回目の水が注がれた。（ヒッポリュトスの『使徒伝承』より）つまり、信仰宣言

は洗礼の条件でもあったった。従って、信仰宣言の内容についてカトリックの洗礼

を受けた人に説明するのは、あまり意味がないのでひかえる。 

 「使徒信条」は永くその名称から使徒がまとめたものと考えられてきたが、１９

世紀以降の研究により、現在ではその起源は使徒時代にあるものの、今の形に固定

されたのは３世紀初頭と考えられている。「ニケア・コンスタンチノープル信条」は

ニケア公会議で採択された「ニケア信経」（ニケア信経、またはアタナシウス＊信経）

にいくつかの改正が加えられた第１コンスタンチノープル公会議後に発表されたも

のである。主な改正点はいキリストと聖霊に関して詳しく述べられたことと、教会、

洗礼、復活、永遠の生命についての記述が追加されたこと、アリウス＊主義の排斥

文を削除したことなどである。                 （文責：Ｈ） 

  

 

 

アタナシウス＊論    アタナシウスは後にアレクサンドリアの司教となるが、ニケア公会議が開かれ

たときは若干３０歳の助祭であった。御子は造られずして生まれ、神のペルソ

ナのひとつであるという「三位一体」論の基礎に寄与した。 

 

アリウス＊論     ニケアのときには７０歳を超える老練の司祭であったアリウスは、唯一の神を

区別するペルソナなるものは存在せず、イエス・キリストも神の被造物に過ぎ

ないと主張した。 
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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 ⑪ 

 

 

 

 

フランシスコ・ザビエル ＴＭ 
 

私が、洗礼の恵みを授かったのは５８年も前のことです。私の二十歳の誕生日と復

活祭が重なり、何となく私個人の新しい門出と思い、受洗を決心したのを憶えていま

す。 

 私の育った家には、神棚と仏壇があり、神事と仏事の棲み分けをする一般的な家庭

だったので両親は、私がキリスト教の洗礼を受けたいと云った時は、少なからず戸惑

いを感じたことでしょう。しかし「おまえが決めたことだ」と敢えて反対されなかっ

た事が、現在まで信者生活を続けられた、大きな要因の一つで有ったと思っています。 

 私の霊名：フランシスコ・ザビエルは、日本に初めてキリスト教を知らせた宣教師

であり、私は何の躊躇いもなくこの霊名を戴きました。 

 １２月３日は、聖フランシスコ・ザビエルの祝日です。私も霊名の聖人に倣い「信

仰を生きる」「証し人としてキリストの福音を伝える」ことを目標に、余生を送りた

いと願っています。 

 

 

２０１３年１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 

1/1(火)10 時 

神の母聖マリア 
Fr 春 名 ＴＹ ＴＫ 

ＮＳ 

（北） 

①ＳＴ 

②ＨＴ 

評議会 

グループ 

Ｋ・Ｙ 

(洗)ＴＡ 
新年ミサ 

1/6(日) ９時 

主の公現 
Fr 松 浦 ＮＹ ＹＳ 

ＨＫ 

（南） 

①ＴＩ 

②ＦＹ 

3 ･ 6B ･

７地区 

Ｎ・Ｋ 

(洗)ＴＡ 
成人式 

1/13(日) ９時 

主の洗礼 

Fr 春 名 

松永助祭 
ＮＳ ＴＫ  

①ＭＳ 

②ＹＫ 

3 ･ 6B ･

７地区 

Ｉ・Ｈ 

(洗)ＹＡ 
 

1/20(日) ９時 

年間第２主日 
Fr 松 浦 ＨＫ ＴＫ 

ＨＴ 

（北） 

①ＭＪ 

②ＹＲ 
５地区 

Ｋ・Ｙ 

(洗)ＴＡ 
 

1/27(日) ９時 

年間第３主日 
Fr 春 名 子供ミサ担当 ＹＳ 

ＭＳ 

（南） 

①子供ミサ担当 

②子供ミサ担当 
子供ミサ担当 

Ｎ・Ｋ 

(洗)ＴＡ 
 

《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。 

  

私私  のの  霊霊  名名  
MMyy  CChhrriissttiiaann  NNaammee  
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☆評議会規約見直し☆ 

北須磨教会評議会規約見直しのため

の作業部会を設置し部員を募集いたし

ます。 

大阪大司教区から要望のあった「評

議会の基本的性格」などに準拠させな

がら諮問委員の任務や宣教委員会の設

置など重要な問題を検討し現行規約を

見直していきます。説明文書を準備し

てありますのでご利用ください関心の

ある方の応募をお待ちいたします。 

☆信仰年の祈り☆ 

信仰年の祈りを唱えます。信仰年の

期間中、5 つのテーマと期間が定めら

れていますがそれに沿っての祈りを主

日のミサの共同祈願の時に全員で唱え

ることになりました。冊子を手元にご

準備ください。 

 

 

 

☆神戸越年越冬活動☆ 

東遊園地にて年末 12 月 28 日(金)

から来年 1月 5日(土)にかけて越年越

冬活動が行われます。 

カトリック教会の炊き出し担当日は

1 月 1 日(火)と 1 月 5 日(土)となって

います。皆さまの参加をお待ちしてい

ます。 

 

 

 

 

 

11 月に実施致しました「東北復興

支援ふれあいバザー」の集計ができま

した。１７店舗の参加があり、その利

益合計は 341,264 円となりました。 

この利益のうち、東北大震災支援と

して大阪教会管区（広島･京都･大阪･名

古屋･高松）の支援活動となる大船渡プ

ロジェクトへ12万円を、東京管区の福

島での支援拠点である原町ベースへ

12万円を寄付することとしました。 

残額10万円余については社会活動

委員会から例年通り支援先を検討して

寄付をすることとなりました。 

 

 

 

☆転入されました☆ 

北須磨教会より葛西教会を経て 

再び北須磨教会（高倉台）へ 

ＩＭさま 

ようこそ、お帰りなさい！  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評評 議議 会会 よよ りり  ババ ザザ ーー 委委 員員 会会   

社社 会会 活活 動動 委委 員員 会会  

おお 知知 らら せせ   

編 集 後 記 

 

きたすま 11４号をお届けします。「私の霊

名」シリーズは今回で１１回となりました。

このシリーズ、来年１月号で１年を迎えるこ

とになります。今後も皆さんのご協力を得

て、息の長いシリーズにしていきたいと思っ

ています。来月は是非「あなたの霊名」につ

いてお寄せください。 

（GTH） 



きたすま ８                                               

 

 


