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福音を宣べ伝えよう 

                  松浦 謙神父 

昨年１１月にフィリピンのケソン市で

開かれたアジア青年司牧者研修会に参加

しました。参加者のひとりでモンゴルの

ウランバートルから来た２０代の若い女

性から聞いた話ですが、彼女は友達にさ

そわれ、初めて教会に行き、十字架のイ

エス像を見て驚いたのです。「あの人は誰

ですか？」と尋ねました。「イエスという

人で神の子です。わたしたちを救う方で

す」と聞き、いたく心を動かされました。

そして聖書を読み始め１年ほど勉強をし

てから洗礼を受けて、今は皆に福音を伝

えるために働こうと思っているそうです。 

“宣ベ伝える人がいなければどうして

聞くことができよう”とローマ書 10 章

にありますが、みことばを宣べ伝えるこ

とを預言職といい、その役割を洗礼と堅

信を受けたすべての人が頂いています。 

“火が燃えることによって存在するよう

に教会は宣教してはじめて存在する”と

神学者エミール・ブルンナーが述べまし

た。あらゆる機会をとらえ福音を宣べ伝

えましょう。マスメディア、インターネ

ット、書籍なども宣教の手段ですが、わ

たしたち一人ひとりが日常生活の中で宣

教できます。「教会って何するところ？」

「教会行って何か良いことあるの？」「何

を祈ってるのですか？」「あの像は何です

か？」このような素朴な問いに答えると

き自分の信仰を伝えることができます。 

相手が、キリスト教についてもっと知

りたいと思うようになったとき、系統だ

てた学びのときを持つことができます。

それが信仰の講座で、カテケージスと呼

ばれています。信仰をもつ人々と一緒に

聖書を読んだり、教会の教えを学んだり、

分かち合う集いは、直接の宣教です。キ

リスト信者が信仰の視点から語りますか

ら、その見方は信者でない人にとって新

たな発見であり、驚きをもって受け止め

られるでしょう。そしてミサは神さまと

の交わりの場です。聖書のことばが告げ

られ、そこに集う人々の祈りや賛美の歌、

共同体の礼拝を体験します。人は、信じ

る人の集いに加わることによって感化さ

れます。キリスト教の一般知識だけで人

が信仰に入ることはあまりないと思いま

す。やはり実際に身近にいる信仰者との

出会いはインパクトがあります。 

開かれた共同体になりましょう。宣教

のわざに参加しましょう。わたしたち教

会はそのためにあるのですから。 

ききたたすすまま          
｢この聖書の言葉は、今日、あなたがたが耳にしたとき、実現した｣(ルカ 4・21) 
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成成人人ののミミササととおお祝祝いい  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主の公現の日である１月６日、成人のミサとお祝いが行われました。 

ミサでは松浦神父さまや教会の皆さんの祈りによって、成人となった皆さんに 

神さまの豊かな恵みと祝福が注がれました。 

ミサ後、お茶やお菓子が振る舞われ、教会の皆さんでお祝いを共にしました。 

 

 

・ヨハネ M.Mさん 

・ホアキナ Y.W さん 

・ベルナデッタ N.M さん 

 

成人おめでとうございます！ 
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2012～2013 越年活動「神戸冬の家」参加リポート 

震災のあった 95 年の 12月から毎年東

遊園地でホームレスの方々などの支援を

続けている越年越冬活動。今年は 18 回目

を数え、カトリック社会活動センターのみ

ならず、YMCA、バプテスト、日本キリス

ト教団や神戸公務員ボランティア、給食ボ

ランティアなど多くの団体によって支え

られている。毎年 12 月 28 日から 1 月 5

日まで炊き出しのほか生活相談、医療相談、

散髪など様々なサービスも提供している。 

カトリックの担当は 1 月 1 日と 5 日と

聞いて、北須磨教会では 5 日の日に社会活

動委員会を中心に 10名でお手伝いに出掛

けた。この日は六甲教会の中華丼のメニュ

ーだったが、28 日から 5 日までそれぞれ

のグループが日替わりで工夫したメニュ

ーを提供している。1 日には餅つきも行わ

れておじさん達に振る舞われたらしい。 

10 時に東遊園地に行くとさっそくテン

トの設営、不要になった機材の撤収が始ま

る。みんな慣れたものでてきぱきと進むが、

テントの方も昔に比べると簡単に設営、撤

収が出来るようになっている。その進歩に

少なからず驚く。食事の方もとても手際よ

く進み、あっという間にいい匂いがしてく

る。どんぶりや箸を並べている間におじさ

んの方も長い列ができる。「今日も 200 を

超えるかなぁ」との予測通り 230 人、ボ

ランティアを含めると 300 食が出る。 

並んでいるおじさんたちは以前と比べる

と身ぎれいになってきていてほっとする。

聞くと半数以上は保護をもらったりして

アパートなどに定住しているとのこと。神

戸市の統計を見てもホームレスの数は 10

年前の 300 人超から 100 人を割る所ま

で来ている。大勢のボランティアや行政の

活動の成果だろう。今では生活相談など自

立支援に活動の重点が移ってきているら

しい。会場でもおじさんたちとの交流を勧

めていた。若い女の子たちがおじさんと一

緒に独楽回しを楽しんでいるのが微笑ま

しかった。（K.H） 

 

～典礼シリーズ～ 第７回 

「感謝の賛歌」 

北須磨教会典礼委員会 

 

感謝の祈り（奉献文）の叙唱の終わりに唱えられる感謝の賛歌は、当然のことながら叙唱

と密接な関係にある。叙唱はかつて序唱とも言われたように導入部分つまり入口を意味する
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もので、ラテン語の Praefacio という語がそれをよく表している。感謝の典礼の中心部であ

る聖変化に向けての入口が叙唱である。同時に「天のいと高きところにホザンナ」という結

びの句はイエスがエルサレムに入城した際の群衆の（大いなる喜びの）叫びを想起させる。

（マタイ 21:6～9） 東方教会に起源をもつと言われる冒頭の「聖なるかな、聖なるかな、

聖なるかな、万軍の神なる主。主の栄光は天地に満つ」は、旧約聖書のイザヤ書 6:1～3 に

ケルビム（天使）の賛美の言葉として登場する。また、黙示録にも６つの翼を持つ４つの生

き物の言葉として同じ賛美の言葉が出てくる。（黙示録 4:8～9） 

この賛歌が単に賛美の歌だけでなく「感謝の賛歌」と呼ばれるのは、黙示録の生き物と同

様に、私たちも天地に満ちる主の栄光を賛美するとともに、感謝の気持ちをこめてこの賛歌

を唱えることが求められているからである。ちょうど主イエスがエルサレムに入られた日、

歓喜の叫びをあげた群衆のように。                   〈文責：H〉 

〈参考〉砂漠地帯にあって、しゅろの木が生えているところには水があり、そこに人々が

集ったことから、イエスの時代のユダヤ人にとってしゅろは繁栄の象徴だった。そこから神

の保護と恩寵の象徴ともされ、ソロモン神殿の装飾にも多く用いられた。イエスのエルサレ

ム入城のとき、その大切なしゅろの葉を切って道に敷きつめたことからも、群衆がどれ程熱

狂的な歓迎ぶりであったか想像できる。 

 

自分の霊名にまつわるエピソードを紹介するシリーズ ⑫ 

  

 マリア S.Y 

 私は、１歳の時洗礼を受けました。霊名は父が付けてくれたと思います。母は私の初聖体

の時に洗礼を受け、マリア・クララを霊名にしました。私は、母が自分の霊名にもマリアを

付けてくれて、大変嬉しく思った事を覚えています。2011 年、私はくも膜下出血で手術し

ました。私には倒れてから後、１ケ月間の記憶がほとんどありません。術後の痛みに苦しん

だ事も家族と交わした会話も･･････。ただ一つ覚えているのは、母が見舞いに来てくれた事

です。でも、「おばあちゃんがさっき来てくれたよ。また２日後に来てくれるって。」と楽し

そうに言う私の言葉は娘達を大変悲しませていました。それは、母は亡くなって２０年も経

っていますし、娘達は医師から後遺症の説明を受けていたからです。今思えば、私が大変な

状態の時母は何度も来てくれました。医師から「嗅覚を失った以外に後遺症は無いでしょう」

と言われるまでずっと･･････。子供にとって母親の存在の大きさを実感しました。私自身も

娘達にとって大きな存在になりたいと思いました。両親が付けてくれた霊名をずっと大事に

したいと思います。 

 

 

  

  

 

私 の 霊 名 

MMyy  CChhrriissttiiaann  NNaammee  
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2013 年２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 

２・ ３(日)９時 

年間第 4 主日  

 

Fr. 松 浦 

 

 

T.H 

 

 

S.Y 

 

K.Y 

  (北) 

①Y.A 

②S.I 
6A 地区 

I・H 

(洗)R.K 
 

２・10(日) 9 時 

年間第 5 主日 

Fr. 松  浦 

松永助祭    

 

M.H 

 

 

K.T 

 

 

 
①R.I 

②M.I 
６A 地区 

K・Y 

(洗)R.K 
 

２・13(水)20 時 

 灰の水曜日 
Fr. 春 名 S.M 

 

K.T 

 

R.I 

(南) 

①N.K 

②N.U 
１・４地区 

N・K 

(洗)R.K 
 

２・17(日)９時 

四旬節第 1 主日 
Fr. 酒 井  H.I 

 

S.Y 

 

T.K 

  (北) 

 ①M.I 

 ②R.O 
１・４地区 

I・H 

(洗)R.K 

黙想会 

回心式: 

Fr．酒井,春名 

２・24(日)９時 

 四旬節第 2 主日 
Fr. 松 浦 K.K 

 

K.T 

 

Y.N 

   (南) 

①子供ﾐｻ担当 

②   〃 

(子供ミサ

担当) 

K・Y 

(洗)R.K 

 

子供ミサ 

 

《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。 

 

 

 

 

北須磨教会評議会規約にのっとり次期諮問委員

選挙の準備期間に入りました。日程は下記のとおり

です。 

1/20 被選挙人名簿公示（1 階ホール柱に掲示）  

2/２4 投票用紙配布（各地区委員を通じて） 

3/10 諮問委員投票開始 

3/24 投票締め切り 開票、新委員決定 

4/ ７ 新旧委員による評議会 新正副会長決定 

4/14 新諮問委員派遣（ミサの時） 信徒総会 

 

皆様には、日程を確認の上、円滑な新委員選出に

ご協力をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評評 議議 会会 よよ りり  

編 集 後 記 
今、イスラム過激派の不穏な動きが報道

で取りざたされています。長い歴史の中で、

ユダヤ・キリスト・イスラム各教徒をめぐ

る問題が真の解決に至らないまま、今日ま

できたように思います。 

どの立場においても、戦争あるいはテロ

を肯定する教えは無いと思います。しかも、

父なる神さまは同じです。今日に続く衝突

やテロは、人間的な考えが入り込み、純粋

に父なる神さまのご意思を尋ね求める姿だ

とは思えません。 

イエズスさまが再臨されるとき、世界は

どのような姿となって主をお迎えするのか

私には想像がつきません。人間には知識や

理解に限界があるので、皆が皆、神学の隅々

まで理解するというよりも、言葉の知識を

越えた神さまを主と理解する知恵が、真に

神さまを畏れる人々全てに与えられ、主を

お迎えするのではないかと私は思います。 

私は、カトリック教徒として、巻頭言で

神父さまがおっしゃとおり、自分の宣教使

命を果たしたいと思います。（M.Y） 
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