
    

    

        茨の冠とそのとげ茨の冠とそのとげ茨の冠とそのとげ茨の冠とそのとげ    

松永松永松永松永        敦敦敦敦        助祭助祭助祭助祭    

休日に公園を散歩していて、ふと柊の木休日に公園を散歩していて、ふと柊の木休日に公園を散歩していて、ふと柊の木休日に公園を散歩していて、ふと柊の木

に目が留まりました。に目が留まりました。に目が留まりました。に目が留まりました。1111 枚枚枚枚 1111 枚の葉は尖っ枚の葉は尖っ枚の葉は尖っ枚の葉は尖っ

ていて、触れられることを拒んでいるようていて、触れられることを拒んでいるようていて、触れられることを拒んでいるようていて、触れられることを拒んでいるよう

でした。そんな柊の葉を見て、ある病でした。そんな柊の葉を見て、ある病でした。そんな柊の葉を見て、ある病でした。そんな柊の葉を見て、ある病院の院の院の院の

壁に飾られていた「バラの写真」を思い出壁に飾られていた「バラの写真」を思い出壁に飾られていた「バラの写真」を思い出壁に飾られていた「バラの写真」を思い出

しました。その写真には次の言葉が添えらしました。その写真には次の言葉が添えらしました。その写真には次の言葉が添えらしました。その写真には次の言葉が添えら

れていました。「理由がなくてとげがあるわれていました。「理由がなくてとげがあるわれていました。「理由がなくてとげがあるわれていました。「理由がなくてとげがあるわ

けじゃない」けじゃない」けじゃない」けじゃない」    

バラがとげを持つ理由にはバラがとげを持つ理由にはバラがとげを持つ理由にはバラがとげを持つ理由には 2222 つの説があつの説があつの説があつの説があ

るようです。ひとつは外敵から身を守るたるようです。ひとつは外敵から身を守るたるようです。ひとつは外敵から身を守るたるようです。ひとつは外敵から身を守るた

めという説。もうひとつはとげを用い、壁めという説。もうひとつはとげを用い、壁めという説。もうひとつはとげを用い、壁めという説。もうひとつはとげを用い、壁

や木にひっかけて高く成長するためというや木にひっかけて高く成長するためというや木にひっかけて高く成長するためというや木にひっかけて高く成長するためという

説です。前者であれば、写真の言葉は、バ説です。前者であれば、写真の言葉は、バ説です。前者であれば、写真の言葉は、バ説です。前者であれば、写真の言葉は、バ

ラはとげなど必要とせず、本当はただ美しラはとげなど必要とせず、本当はただ美しラはとげなど必要とせず、本当はただ美しラはとげなど必要とせず、本当はただ美し

く咲いていたいだけなのだという意味になく咲いていたいだけなのだという意味になく咲いていたいだけなのだという意味になく咲いていたいだけなのだという意味にな

るでしょう。後者であれば、とげは成長するでしょう。後者であれば、とげは成長するでしょう。後者であれば、とげは成長するでしょう。後者であれば、とげは成長す

るために必要なものなのだという意味に受るために必要なものなのだという意味に受るために必要なものなのだという意味に受るために必要なものなのだという意味に受

けとることができます。けとることができます。けとることができます。けとることができます。    

イタリアのアッイタリアのアッイタリアのアッイタリアのアッシジという街にはとげのシジという街にはとげのシジという街にはとげのシジという街にはとげの

ないバラが咲いています。言い伝えによれないバラが咲いています。言い伝えによれないバラが咲いています。言い伝えによれないバラが咲いています。言い伝えによれ

ば、今からば、今からば、今からば、今から 800800800800 年前、冬のある夜、厳し年前、冬のある夜、厳し年前、冬のある夜、厳し年前、冬のある夜、厳し

い修道生活を送っい修道生活を送っい修道生活を送っい修道生活を送っていた聖人が、その生活ていた聖人が、その生活ていた聖人が、その生活ていた聖人が、その生活

は無意味で、自分を傷つけるだけだからやは無意味で、自分を傷つけるだけだからやは無意味で、自分を傷つけるだけだからやは無意味で、自分を傷つけるだけだからや

めめめめようという誘惑に陥りました。そこで彼ようという誘惑に陥りました。そこで彼ようという誘惑に陥りました。そこで彼ようという誘惑に陥りました。そこで彼

はこれに打ち勝とうと裸になりバラの茂みはこれに打ち勝とうと裸になりバラの茂みはこれに打ち勝とうと裸になりバラの茂みはこれに打ち勝とうと裸になりバラの茂み

に身を投げ出しました。するとバラは聖人に身を投げ出しました。するとバラは聖人に身を投げ出しました。するとバラは聖人に身を投げ出しました。するとバラは聖人

を傷つけまいと、すべてのとげを落としてを傷つけまいと、すべてのとげを落としてを傷つけまいと、すべてのとげを落としてを傷つけまいと、すべてのとげを落として

いったのだそうです。アッシジのバラは自いったのだそうです。アッシジのバラは自いったのだそうです。アッシジのバラは自いったのだそうです。アッシジのバラは自

分を守るとげを落とした結果、聖人を傷つ分を守るとげを落とした結果、聖人を傷つ分を守るとげを落とした結果、聖人を傷つ分を守るとげを落とした結果、聖人を傷つ

けることなく、優しく包み込みました。けることなく、優しく包み込みました。けることなく、優しく包み込みました。けることなく、優しく包み込みました。    

コリントの教会への手紙Ⅱの中で、パウコリントの教会への手紙Ⅱの中で、パウコリントの教会への手紙Ⅱの中で、パウコリントの教会への手紙Ⅱの中で、パウ

ロは弱さのうちにこそ神様の力が現れるロは弱さのうちにこそ神様の力が現れるロは弱さのうちにこそ神様の力が現れるロは弱さのうちにこそ神様の力が現れるとととと

述べています（述べています（述べています（述べています（12121212 章参照）。そこに強さが章参照）。そこに強さが章参照）。そこに強さが章参照）。そこに強さが

あると。パウロの弱さとはなんでしょうか。あると。パウロの弱さとはなんでしょうか。あると。パウロの弱さとはなんでしょうか。あると。パウロの弱さとはなんでしょうか。

同じ手紙の中に「思い上がることのないよ同じ手紙の中に「思い上がることのないよ同じ手紙の中に「思い上がることのないよ同じ手紙の中に「思い上がることのないよ

うに、私の身にひとつのとげが与えられまうに、私の身にひとつのとげが与えられまうに、私の身にひとつのとげが与えられまうに、私の身にひとつのとげが与えられま

した」（した」（した」（した」（7777 節）とあります。このとげとは諸節）とあります。このとげとは諸節）とあります。このとげとは諸節）とあります。このとげとは諸

説ありますが、目の病という説が有力です。説ありますが、目の病という説が有力です。説ありますが、目の病という説が有力です。説ありますが、目の病という説が有力です。

パウロのとげは、自分を守るものではなく、パウロのとげは、自分を守るものではなく、パウロのとげは、自分を守るものではなく、パウロのとげは、自分を守るものではなく、

その尖端は自分に向かっているものです。その尖端は自分に向かっているものです。その尖端は自分に向かっているものです。その尖端は自分に向かっているものです。

それをパウロは謙虚になるために神様からそれをパウロは謙虚になるために神様からそれをパウロは謙虚になるために神様からそれをパウロは謙虚になるために神様から

「与えられた」ものだと受け止めています。「与えられた」ものだと受け止めています。「与えられた」ものだと受け止めています。「与えられた」ものだと受け止めています。

私たち自身誰しも弱さを持っています。パ私たち自身誰しも弱さを持っています。パ私たち自身誰しも弱さを持っています。パ私たち自身誰しも弱さを持っています。パ

ウロの表現を借りるならば、とげと言ってウロの表現を借りるならば、とげと言ってウロの表現を借りるならば、とげと言ってウロの表現を借りるならば、とげと言って

いいでしょう。私たちのとげは自分を守るいいでしょう。私たちのとげは自分を守るいいでしょう。私たちのとげは自分を守るいいでしょう。私たちのとげは自分を守る

ためためためためのものでしょうか。それとも、自分をのものでしょうか。それとも、自分をのものでしょうか。それとも、自分をのものでしょうか。それとも、自分を

成長させるためのものでしょうか。成長させるためのものでしょうか。成長させるためのものでしょうか。成長させるためのものでしょうか。    

十字架の道でイエスは鞭打たれ、茨で編十字架の道でイエスは鞭打たれ、茨で編十字架の道でイエスは鞭打たれ、茨で編十字架の道でイエスは鞭打たれ、茨で編

んだ冠を被せられました。茨の冠とは苦難んだ冠を被せられました。茨の冠とは苦難んだ冠を被せられました。茨の冠とは苦難んだ冠を被せられました。茨の冠とは苦難

の象徴です。なぜその苦難を甘んじて引きの象徴です。なぜその苦難を甘んじて引きの象徴です。なぜその苦難を甘んじて引きの象徴です。なぜその苦難を甘んじて引き

受けられたのでしょうか。その理由を茨の受けられたのでしょうか。その理由を茨の受けられたのでしょうか。その理由を茨の受けられたのでしょうか。その理由を茨の

とげによって傷つき流された血から読み取とげによって傷つき流された血から読み取とげによって傷つき流された血から読み取とげによって傷つき流された血から読み取

ることができます。なぜなら、その血は私ることができます。なぜなら、その血は私ることができます。なぜなら、その血は私ることができます。なぜなら、その血は私

たちに永遠の命をもたらしたのですから。たちに永遠の命をもたらしたのですから。たちに永遠の命をもたらしたのですから。たちに永遠の命をもたらしたのですから。

ききききききききたたたたたたたたすすすすすすすすまままままままま                                        

これはわたしの子、選ばれた者、これに聞けこれはわたしの子、選ばれた者、これに聞けこれはわたしの子、選ばれた者、これに聞けこれはわたしの子、選ばれた者、これに聞け（ルカ（ルカ（ルカ（ルカ９･９･９･９･35353535）））） 
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四旬節黙想会 ２月１７日（日） 

「信じて祈る心」「信じて祈る心」「信じて祈る心」「信じて祈る心」（信仰年（信仰年（信仰年（信仰年    第２期テーマ）第２期テーマ）第２期テーマ）第２期テーマ）    

～私たちは、いつ・どこで・誰と・何を・どのように、祈るべきか～～私たちは、いつ・どこで・誰と・何を・どのように、祈るべきか～～私たちは、いつ・どこで・誰と・何を・どのように、祈るべきか～～私たちは、いつ・どこで・誰と・何を・どのように、祈るべきか～    

        指導司祭指導司祭指導司祭指導司祭    オプス・デイ属人区司祭オプス・デイ属人区司祭オプス・デイ属人区司祭オプス・デイ属人区司祭    酒酒酒酒井俊弘井俊弘井俊弘井俊弘    

 

 

    指導司祭の酒井神父様は信仰年２期のテーマ「祈る」を黙想会の中心として取り指導司祭の酒井神父様は信仰年２期のテーマ「祈る」を黙想会の中心として取り指導司祭の酒井神父様は信仰年２期のテーマ「祈る」を黙想会の中心として取り指導司祭の酒井神父様は信仰年２期のテーマ「祈る」を黙想会の中心として取り

上げて、ミサでの説教とミサ後の講話をリンクさせて分かりやすく、時にはユーモア上げて、ミサでの説教とミサ後の講話をリンクさせて分かりやすく、時にはユーモア上げて、ミサでの説教とミサ後の講話をリンクさせて分かりやすく、時にはユーモア上げて、ミサでの説教とミサ後の講話をリンクさせて分かりやすく、時にはユーモア

を交えてお話下さった。を交えてお話下さった。を交えてお話下さった。を交えてお話下さった。    

    印象に残ったのは、私たちは日曜日の教会でキリスト信者であるだけではなく、印象に残ったのは、私たちは日曜日の教会でキリスト信者であるだけではなく、印象に残ったのは、私たちは日曜日の教会でキリスト信者であるだけではなく、印象に残ったのは、私たちは日曜日の教会でキリスト信者であるだけではなく、

職場や家庭でもキリスト教的価値観を持って生きているかという問いかけである。職場や家庭でもキリスト教的価値観を持って生きているかという問いかけである。職場や家庭でもキリスト教的価値観を持って生きているかという問いかけである。職場や家庭でもキリスト教的価値観を持って生きているかという問いかけである。    

とても重い問いかけに感じられる。仕事を誠実にこなすこと自体は当たり前のことでとても重い問いかけに感じられる。仕事を誠実にこなすこと自体は当たり前のことでとても重い問いかけに感じられる。仕事を誠実にこなすこと自体は当たり前のことでとても重い問いかけに感じられる。仕事を誠実にこなすこと自体は当たり前のことで

あるが、単なる損得でなく他者への奉仕の気持ちを持って行う、神様の御意志に沿っあるが、単なる損得でなく他者への奉仕の気持ちを持って行う、神様の御意志に沿っあるが、単なる損得でなく他者への奉仕の気持ちを持って行う、神様の御意志に沿っあるが、単なる損得でなく他者への奉仕の気持ちを持って行う、神様の御意志に沿っ

た他人から目につかないた他人から目につかないた他人から目につかないた他人から目につかない仕事も疎かにはしない、などキリスト教的価値観を大切にし仕事も疎かにはしない、などキリスト教的価値観を大切にし仕事も疎かにはしない、などキリスト教的価値観を大切にし仕事も疎かにはしない、などキリスト教的価値観を大切にし

ていかなくてはならないことを思いださせて下さった。ていかなくてはならないことを思いださせて下さった。ていかなくてはならないことを思いださせて下さった。ていかなくてはならないことを思いださせて下さった。    

    祈りについては、日曜に教会に来て祈ることが中心であるかもしれないが、いつ祈りについては、日曜に教会に来て祈ることが中心であるかもしれないが、いつ祈りについては、日曜に教会に来て祈ることが中心であるかもしれないが、いつ祈りについては、日曜に教会に来て祈ることが中心であるかもしれないが、いつ

でも、どこででも祈ることが可能で、私たちが大半の時間を過ごしている家庭でも職でも、どこででも祈ることが可能で、私たちが大半の時間を過ごしている家庭でも職でも、どこででも祈ることが可能で、私たちが大半の時間を過ごしている家庭でも職でも、どこででも祈ることが可能で、私たちが大半の時間を過ごしている家庭でも職

場でも祈ることはできるし、日々の生活の中に沈黙のうちの祈りがあることが望まし場でも祈ることはできるし、日々の生活の中に沈黙のうちの祈りがあることが望まし場でも祈ることはできるし、日々の生活の中に沈黙のうちの祈りがあることが望まし場でも祈ることはできるし、日々の生活の中に沈黙のうちの祈りがあることが望まし

いと仰った。「信仰生活」と「日常生活」の別々のものがあるのではない。職場でもいと仰った。「信仰生活」と「日常生活」の別々のものがあるのではない。職場でもいと仰った。「信仰生活」と「日常生活」の別々のものがあるのではない。職場でもいと仰った。「信仰生活」と「日常生活」の別々のものがあるのではない。職場でも

家庭でも教会でも、一貫したキリスト教的価値観を持ってキリスト者の道を歩む大切家庭でも教会でも、一貫したキリスト教的価値観を持ってキリスト者の道を歩む大切家庭でも教会でも、一貫したキリスト教的価値観を持ってキリスト者の道を歩む大切家庭でも教会でも、一貫したキリスト教的価値観を持ってキリスト者の道を歩む大切

さを今一度思い起こした黙想会さを今一度思い起こした黙想会さを今一度思い起こした黙想会さを今一度思い起こした黙想会であった。であった。であった。であった。    
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寄稿寄稿寄稿寄稿    

                    ドン！と背中を押されてドン！と背中を押されてドン！と背中を押されてドン！と背中を押されて    

マリスト教育修道士会マリスト教育修道士会マリスト教育修道士会マリスト教育修道士会    吉田吉田吉田吉田    治美治美治美治美    

    入会志願者と二人で、東京で生活することとなり、適当な場所を探していたことが入会志願者と二人で、東京で生活することとなり、適当な場所を探していたことが入会志願者と二人で、東京で生活することとなり、適当な場所を探していたことが入会志願者と二人で、東京で生活することとなり、適当な場所を探していたことが

あります。まことに不思議な神様の計らいで、練馬の東京カトリック神学院の敷地のあります。まことに不思議な神様の計らいで、練馬の東京カトリック神学院の敷地のあります。まことに不思議な神様の計らいで、練馬の東京カトリック神学院の敷地のあります。まことに不思議な神様の計らいで、練馬の東京カトリック神学院の敷地の

片隅にあった木造平屋の古い一軒家を貸していただけることになりました。ただ、お片隅にあった木造平屋の古い一軒家を貸していただけることになりました。ただ、お片隅にあった木造平屋の古い一軒家を貸していただけることになりました。ただ、お片隅にあった木造平屋の古い一軒家を貸していただけることになりました。ただ、お

風呂場と台所はかなりの改修が必要で、これは神学院の方で、他の四間ある部屋の手風呂場と台所はかなりの改修が必要で、これは神学院の方で、他の四間ある部屋の手風呂場と台所はかなりの改修が必要で、これは神学院の方で、他の四間ある部屋の手風呂場と台所はかなりの改修が必要で、これは神学院の方で、他の四間ある部屋の手

入れは私たちの方で、と分担することになりました。双方が終わるまでは、入居でき入れは私たちの方で、と分担することになりました。双方が終わるまでは、入居でき入れは私たちの方で、と分担することになりました。双方が終わるまでは、入居でき入れは私たちの方で、と分担することになりました。双方が終わるまでは、入居でき

ません。ません。ません。ません。    

    文京区の本郷教会に、知り合いの神文京区の本郷教会に、知り合いの神文京区の本郷教会に、知り合いの神文京区の本郷教会に、知り合いの神父様がおられるのでお訪ねし、いろいろお話を父様がおられるのでお訪ねし、いろいろお話を父様がおられるのでお訪ねし、いろいろお話を父様がおられるのでお訪ねし、いろいろお話を

していると、「そういしていると、「そういしていると、「そういしていると、「そういううううことなら、うちの信徒会館の二階を使っていいよ、ただし、二ことなら、うちの信徒会館の二階を使っていいよ、ただし、二ことなら、うちの信徒会館の二階を使っていいよ、ただし、二ことなら、うちの信徒会館の二階を使っていいよ、ただし、二

か月の間だけです。」（その後はすべて取り壊し、新しい教会を建設する予定とのことか月の間だけです。」（その後はすべて取り壊し、新しい教会を建設する予定とのことか月の間だけです。」（その後はすべて取り壊し、新しい教会を建設する予定とのことか月の間だけです。」（その後はすべて取り壊し、新しい教会を建設する予定とのこと

でした）。思いがけない、ありがたいお話です。早速、一月中旬、寒いさなかに二人ででした）。思いがけない、ありがたいお話です。早速、一月中旬、寒いさなかに二人ででした）。思いがけない、ありがたいお話です。早速、一月中旬、寒いさなかに二人ででした）。思いがけない、ありがたいお話です。早速、一月中旬、寒いさなかに二人で

神戸から本郷教会の一隅に移り住み、そこから練馬まで毎日のように出かけて行って、神戸から本郷教会の一隅に移り住み、そこから練馬まで毎日のように出かけて行って、神戸から本郷教会の一隅に移り住み、そこから練馬まで毎日のように出かけて行って、神戸から本郷教会の一隅に移り住み、そこから練馬まで毎日のように出かけて行って、

四間ある各部屋の障子・襖・畳表の張り替え、掃除などをしました。その間、本郷教四間ある各部屋の障子・襖・畳表の張り替え、掃除などをしました。その間、本郷教四間ある各部屋の障子・襖・畳表の張り替え、掃除などをしました。その間、本郷教四間ある各部屋の障子・襖・畳表の張り替え、掃除などをしました。その間、本郷教

会では、信者さんたちからしばしば温かい夕食の差し入れなどしていただいて、大変会では、信者さんたちからしばしば温かい夕食の差し入れなどしていただいて、大変会では、信者さんたちからしばしば温かい夕食の差し入れなどしていただいて、大変会では、信者さんたちからしばしば温かい夕食の差し入れなどしていただいて、大変

お世話お世話お世話お世話になりました。になりました。になりました。になりました。    

    三月中旬、練馬に引っ越す準備をしていると、神父様がにこにこして来られ、「四月三月中旬、練馬に引っ越す準備をしていると、神父様がにこにこして来られ、「四月三月中旬、練馬に引っ越す準備をしていると、神父様がにこにこして来られ、「四月三月中旬、練馬に引っ越す準備をしていると、神父様がにこにこして来られ、「四月

から入門信仰講座をやってください。」エーッ！と驚く私の顔を見て、「いや、シスタから入門信仰講座をやってください。」エーッ！と驚く私の顔を見て、「いや、シスタから入門信仰講座をやってください。」エーッ！と驚く私の顔を見て、「いや、シスタから入門信仰講座をやってください。」エーッ！と驚く私の顔を見て、「いや、シスタ

ーと一週間おきの交代でよいのですから。」それなら、と少しは気を取り直し、ーと一週間おきの交代でよいのですから。」それなら、と少しは気を取り直し、ーと一週間おきの交代でよいのですから。」それなら、と少しは気を取り直し、ーと一週間おきの交代でよいのですから。」それなら、と少しは気を取り直し、    

また二ヵ月の間お世話になったことを考えると、実に心細い思いをしながらお引き受また二ヵ月の間お世話になったことを考えると、実に心細い思いをしながらお引き受また二ヵ月の間お世話になったことを考えると、実に心細い思いをしながらお引き受また二ヵ月の間お世話になったことを考えると、実に心細い思いをしながらお引き受

けしました。けしました。けしました。けしました。    

    取り壊しが始まり、道路一つ隔てた司祭館の二階の狭い部屋で、講座も始まりまし取り壊しが始まり、道路一つ隔てた司祭館の二階の狭い部屋で、講座も始まりまし取り壊しが始まり、道路一つ隔てた司祭館の二階の狭い部屋で、講座も始まりまし取り壊しが始まり、道路一つ隔てた司祭館の二階の狭い部屋で、講座も始まりまし

た。関口教会から来られるシスターと練馬の私は、お互い遠く離れていて打ち合わせた。関口教会から来られるシスターと練馬の私は、お互い遠く離れていて打ち合わせた。関口教会から来られるシスターと練馬の私は、お互い遠く離れていて打ち合わせた。関口教会から来られるシスターと練馬の私は、お互い遠く離れていて打ち合わせ

もしにくいので、同じグルもしにくいので、同じグルもしにくいので、同じグルもしにくいので、同じグループを、それぞれの仕方で、やっていくことになりました。ープを、それぞれの仕方で、やっていくことになりました。ープを、それぞれの仕方で、やっていくことになりました。ープを、それぞれの仕方で、やっていくことになりました。

五人の信者さんと求道者が一人いたので、私は公教要理を用いました。これは問答形五人の信者さんと求道者が一人いたので、私は公教要理を用いました。これは問答形五人の信者さんと求道者が一人いたので、私は公教要理を用いました。これは問答形五人の信者さんと求道者が一人いたので、私は公教要理を用いました。これは問答形

式で、問いも答えも簡潔・明快、初めての私にもなんとか準備できそうでした。とこ式で、問いも答えも簡潔・明快、初めての私にもなんとか準備できそうでした。とこ式で、問いも答えも簡潔・明快、初めての私にもなんとか準備できそうでした。とこ式で、問いも答えも簡潔・明快、初めての私にもなんとか準備できそうでした。とこ

ろがしばらくそうしてやっていると、別の求道者が入ってくる、間を置いてまた来るろがしばらくそうしてやっていると、別の求道者が入ってくる、間を置いてまた来るろがしばらくそうしてやっていると、別の求道者が入ってくる、間を置いてまた来るろがしばらくそうしてやっていると、別の求道者が入ってくる、間を置いてまた来る

という具合で、困って考えた末、聖書中心、イエス様中心の話をし、誰かの洗礼が近という具合で、困って考えた末、聖書中心、イエス様中心の話をし、誰かの洗礼が近という具合で、困って考えた末、聖書中心、イエス様中心の話をし、誰かの洗礼が近という具合で、困って考えた末、聖書中心、イエス様中心の話をし、誰かの洗礼が近

づくと、その準備に公教要理を補助的に用いる、というやり方にしました。何もかもづくと、その準備に公教要理を補助的に用いる、というやり方にしました。何もかもづくと、その準備に公教要理を補助的に用いる、というやり方にしました。何もかもづくと、その準備に公教要理を補助的に用いる、というやり方にしました。何もかも

が手探りでした。が手探りでした。が手探りでした。が手探りでした。    

    文京区は大学の多い所、住宅も多く、講座には大学生から年配の文京区は大学の多い所、住宅も多く、講座には大学生から年配の文京区は大学の多い所、住宅も多く、講座には大学生から年配の文京区は大学の多い所、住宅も多く、講座には大学生から年配の人まで、新しい人人まで、新しい人人まで、新しい人人まで、新しい人

がよく入って来ました。実は二、三の担当の信者さんが、新しい人がミサに来るとすがよく入って来ました。実は二、三の担当の信者さんが、新しい人がミサに来るとすがよく入って来ました。実は二、三の担当の信者さんが、新しい人がミサに来るとすがよく入って来ました。実は二、三の担当の信者さんが、新しい人がミサに来るとす
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ぐ話しかけ、帰りには講座をすすめて、連れぐ話しかけ、帰りには講座をすすめて、連れぐ話しかけ、帰りには講座をすすめて、連れぐ話しかけ、帰りには講座をすすめて、連れてててて来てくださるのでした。そのおかげで、来てくださるのでした。そのおかげで、来てくださるのでした。そのおかげで、来てくださるのでした。そのおかげで、

講座にはよく求道者が来て、信者さんと一緒に講座を受け、互いにすぐ親しくなり、講座にはよく求道者が来て、信者さんと一緒に講座を受け、互いにすぐ親しくなり、講座にはよく求道者が来て、信者さんと一緒に講座を受け、互いにすぐ親しくなり、講座にはよく求道者が来て、信者さんと一緒に講座を受け、互いにすぐ親しくなり、

やがて小さな部屋いっぱい十人ほどの楽しい雰囲気の講座になりました。これはいつやがて小さな部屋いっぱい十人ほどの楽しい雰囲気の講座になりました。これはいつやがて小さな部屋いっぱい十人ほどの楽しい雰囲気の講座になりました。これはいつやがて小さな部屋いっぱい十人ほどの楽しい雰囲気の講座になりました。これはいつ

もにこにこと優しいシスターに負うところが大きかったと思います。とても貴重な体もにこにこと優しいシスターに負うところが大きかったと思います。とても貴重な体もにこにこと優しいシスターに負うところが大きかったと思います。とても貴重な体もにこにこと優しいシスターに負うところが大きかったと思います。とても貴重な体

験でした。五年後、それは突然終わりになりました。阪神淡路大震災です。験でした。五年後、それは突然終わりになりました。阪神淡路大震災です。験でした。五年後、それは突然終わりになりました。阪神淡路大震災です。験でした。五年後、それは突然終わりになりました。阪神淡路大震災です。    

    シスターは大阪へ、私は神戸に移転することにシスターは大阪へ、私は神戸に移転することにシスターは大阪へ、私は神戸に移転することにシスターは大阪へ、私は神戸に移転することになりました。校長、修院長、私の三なりました。校長、修院長、私の三なりました。校長、修院長、私の三なりました。校長、修院長、私の三

人で池長大司教様のところへ、ご援助に対するお礼とご挨拶に訪れ、その折、私に何人で池長大司教様のところへ、ご援助に対するお礼とご挨拶に訪れ、その折、私に何人で池長大司教様のところへ、ご援助に対するお礼とご挨拶に訪れ、その折、私に何人で池長大司教様のところへ、ご援助に対するお礼とご挨拶に訪れ、その折、私に何

かできることはありませんか、とお尋ねしたところ、北須磨教会に司祭がいなくなりかできることはありませんか、とお尋ねしたところ、北須磨教会に司祭がいなくなりかできることはありませんか、とお尋ねしたところ、北須磨教会に司祭がいなくなりかできることはありませんか、とお尋ねしたところ、北須磨教会に司祭がいなくなり

ました、神戸地区長の諏訪神父様と垂水教会の山口神父様に相談してお手伝いしてくました、神戸地区長の諏訪神父様と垂水教会の山口神父様に相談してお手伝いしてくました、神戸地区長の諏訪神父様と垂水教会の山口神父様に相談してお手伝いしてくました、神戸地区長の諏訪神父様と垂水教会の山口神父様に相談してお手伝いしてく

ださい、とのことで、早速お二人にお目にかかり、山口神父様と相談の上、北須磨でださい、とのことで、早速お二人にお目にかかり、山口神父様と相談の上、北須磨でださい、とのことで、早速お二人にお目にかかり、山口神父様と相談の上、北須磨でださい、とのことで、早速お二人にお目にかかり、山口神父様と相談の上、北須磨で

平日の入門信仰講座（これは五年ほどで終了）、日曜のミサ後に信仰講座を持つことに平日の入門信仰講座（これは五年ほどで終了）、日曜のミサ後に信仰講座を持つことに平日の入門信仰講座（これは五年ほどで終了）、日曜のミサ後に信仰講座を持つことに平日の入門信仰講座（これは五年ほどで終了）、日曜のミサ後に信仰講座を持つことに

なりました。なりました。なりました。なりました。    

    本郷教会での五年は、学びながら教え、教えながら学ぶ、万年実習生のような得が本郷教会での五年は、学びながら教え、教えながら学ぶ、万年実習生のような得が本郷教会での五年は、学びながら教え、教えながら学ぶ、万年実習生のような得が本郷教会での五年は、学びながら教え、教えながら学ぶ、万年実習生のような得が

たい体験たい体験たい体験たい体験でした。定年退職以前は、長でした。定年退職以前は、長でした。定年退職以前は、長でした。定年退職以前は、長年、男子中高生相手の数学教師で、授業中あま年、男子中高生相手の数学教師で、授業中あま年、男子中高生相手の数学教師で、授業中あま年、男子中高生相手の数学教師で、授業中あま

りしゃべらなくてよかった。そのせいばかりでもないでしょうが、人前で話すのはどりしゃべらなくてよかった。そのせいばかりでもないでしょうが、人前で話すのはどりしゃべらなくてよかった。そのせいばかりでもないでしょうが、人前で話すのはどりしゃべらなくてよかった。そのせいばかりでもないでしょうが、人前で話すのはど

うも苦手です。恥も冷や汗も沢山かきながら、これまでやって来ました。聖書もあまうも苦手です。恥も冷や汗も沢山かきながら、これまでやって来ました。聖書もあまうも苦手です。恥も冷や汗も沢山かきながら、これまでやって来ました。聖書もあまうも苦手です。恥も冷や汗も沢山かきながら、これまでやって来ました。聖書もあま

り読んでいなかったのが、必要に迫られて読むようになり、そのうちだんだんと聖書り読んでいなかったのが、必要に迫られて読むようになり、そのうちだんだんと聖書り読んでいなかったのが、必要に迫られて読むようになり、そのうちだんだんと聖書り読んでいなかったのが、必要に迫られて読むようになり、そのうちだんだんと聖書

が喜び、心の支えになりました。「思い煩うな」、「恐れるな」、「神は、おくびょうの霊が喜び、心の支えになりました。「思い煩うな」、「恐れるな」、「神は、おくびょうの霊が喜び、心の支えになりました。「思い煩うな」、「恐れるな」、「神は、おくびょうの霊が喜び、心の支えになりました。「思い煩うな」、「恐れるな」、「神は、おくびょうの霊

ではなく、力と愛と思慮分別の霊を私たちにくださったのです（Ⅱテモテ１：７）」、ではなく、力と愛と思慮分別の霊を私たちにくださったのです（Ⅱテモテ１：７）」、ではなく、力と愛と思慮分別の霊を私たちにくださったのです（Ⅱテモテ１：７）」、ではなく、力と愛と思慮分別の霊を私たちにくださったのです（Ⅱテモテ１：７）」、

「何を言おうかなどと心配してはならない。言うべきことは、聖霊がそのときに教え「何を言おうかなどと心配してはならない。言うべきことは、聖霊がそのときに教え「何を言おうかなどと心配してはならない。言うべきことは、聖霊がそのときに教え「何を言おうかなどと心配してはならない。言うべきことは、聖霊がそのときに教え

てくだてくだてくだてくださる（ルカ１２：１１）」、等々、聖書には励ましの言葉が沢山あります。さる（ルカ１２：１１）」、等々、聖書には励ましの言葉が沢山あります。さる（ルカ１２：１１）」、等々、聖書には励ましの言葉が沢山あります。さる（ルカ１２：１１）」、等々、聖書には励ましの言葉が沢山あります。    

    本郷教会の神父様に講座を依頼されたとき、背中をドンと押された思いでした。あ本郷教会の神父様に講座を依頼されたとき、背中をドンと押された思いでした。あ本郷教会の神父様に講座を依頼されたとき、背中をドンと押された思いでした。あ本郷教会の神父様に講座を依頼されたとき、背中をドンと押された思いでした。あ

のとき背中を押してくださったことを、今、心から感謝しています。あれはまた、神のとき背中を押してくださったことを、今、心から感謝しています。あれはまた、神のとき背中を押してくださったことを、今、心から感謝しています。あれはまた、神のとき背中を押してくださったことを、今、心から感謝しています。あれはまた、神

様がドンと背中を押してくださったのだと思います。押されていなかったら、私は動様がドンと背中を押してくださったのだと思います。押されていなかったら、私は動様がドンと背中を押してくださったのだと思います。押されていなかったら、私は動様がドンと背中を押してくださったのだと思います。押されていなかったら、私は動

かなかったでしょう。北須磨教会では宣教チームが発足し、すでに働いている人もおかなかったでしょう。北須磨教会では宣教チームが発足し、すでに働いている人もおかなかったでしょう。北須磨教会では宣教チームが発足し、すでに働いている人もおかなかったでしょう。北須磨教会では宣教チームが発足し、すでに働いている人もお

られます。神父様から招かれたら、あるいは誰に招かれなくとも、自分の心の内にそられます。神父様から招かれたら、あるいは誰に招かれなくとも、自分の心の内にそられます。神父様から招かれたら、あるいは誰に招かれなくとも、自分の心の内にそられます。神父様から招かれたら、あるいは誰に招かれなくとも、自分の心の内にそ

の促し、呼びかけを感じたら、それは神様の御手が、あなたの背中の促し、呼びかけを感じたら、それは神様の御手が、あなたの背中の促し、呼びかけを感じたら、それは神様の御手が、あなたの背中の促し、呼びかけを感じたら、それは神様の御手が、あなたの背中を押しておられるを押しておられるを押しておられるを押しておられる

のかも知れません。のかも知れません。のかも知れません。のかも知れません。    
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～～～～典礼シリーズ～典礼シリーズ～典礼シリーズ～典礼シリーズ～    最終最終最終最終回回回回    

「「「「平和の賛歌平和の賛歌平和の賛歌平和の賛歌」」」」    

    

典礼委員会典礼委員会典礼委員会典礼委員会

        平和のあいさつの後に平和の賛歌が唱平和のあいさつの後に平和の賛歌が唱平和のあいさつの後に平和の賛歌が唱平和のあいさつの後に平和の賛歌が唱

えられるのは、回心の祈りの後にあわれえられるのは、回心の祈りの後にあわれえられるのは、回心の祈りの後にあわれえられるのは、回心の祈りの後にあわれ

みの賛歌と栄光の賛歌が唱えられるのとみの賛歌と栄光の賛歌が唱えられるのとみの賛歌と栄光の賛歌が唱えられるのとみの賛歌と栄光の賛歌が唱えられるのと

意味的によく似ている。つまり、ミサの意味的によく似ている。つまり、ミサの意味的によく似ている。つまり、ミサの意味的によく似ている。つまり、ミサの

通常文の始めと終わりの部分で、繰り返通常文の始めと終わりの部分で、繰り返通常文の始めと終わりの部分で、繰り返通常文の始めと終わりの部分で、繰り返

しししし((((共同体の共同体の共同体の共同体の))))和解と平和が求められてい和解と平和が求められてい和解と平和が求められてい和解と平和が求められてい

るのである。平和のあいさつはミサ改訂るのである。平和のあいさつはミサ改訂るのである。平和のあいさつはミサ改訂るのである。平和のあいさつはミサ改訂

前にはなかったが、古代教会においては前にはなかったが、古代教会においては前にはなかったが、古代教会においては前にはなかったが、古代教会においては    

「平和の接吻」と言うかたちで行われて「平和の接吻」と言うかたちで行われて「平和の接吻」と言うかたちで行われて「平和の接吻」と言うかたちで行われて

いた。ある意味で平和のあいさつは、回いた。ある意味で平和のあいさつは、回いた。ある意味で平和のあいさつは、回いた。ある意味で平和のあいさつは、回

心の祈りによる和解の表現とも言える。心の祈りによる和解の表現とも言える。心の祈りによる和解の表現とも言える。心の祈りによる和解の表現とも言える。

平和の平和の平和の平和の賛歌の唱句賛歌の唱句賛歌の唱句賛歌の唱句    「世の罪を除きた「世の罪を除きた「世の罪を除きた「世の罪を除きた

ももももうううう主である主である主である主である→→→→神の小羊」神の小羊」神の小羊」神の小羊」

は栄光の賛歌の中で唱は栄光の賛歌の中で唱は栄光の賛歌の中で唱は栄光の賛歌の中で唱

えられたものであり、えられたものであり、えられたものであり、えられたものであり、

「われらをあわれみた「われらをあわれみた「われらをあわれみた「われらをあわれみた

まえ」はあわれみのまえ」はあわれみのまえ」はあわれみのまえ」はあわれみの

賛歌そのものである。賛歌そのものである。賛歌そのものである。賛歌そのものである。    

        改訂前のミサでは平和の賛歌はアニュ改訂前のミサでは平和の賛歌はアニュ改訂前のミサでは平和の賛歌はアニュ改訂前のミサでは平和の賛歌はアニュ

ス・デイス・デイス・デイス・デイ agnusagnusagnusagnus    DeiDeiDeiDei「神の小羊」と呼「神の小羊」と呼「神の小羊」と呼「神の小羊」と呼ばばばば

れていた。れていた。れていた。れていた。旧約旧約旧約旧約聖書にいけにえの小羊と聖書にいけにえの小羊と聖書にいけにえの小羊と聖書にいけにえの小羊と

いう表現はいう表現はいう表現はいう表現はしばしばしばしばしばしばしばしば登場するが、イエス登場するが、イエス登場するが、イエス登場するが、イエス

御自身を「神の小羊」とするのは、新約御自身を「神の小羊」とするのは、新約御自身を「神の小羊」とするのは、新約御自身を「神の小羊」とするのは、新約

聖書の聖書の聖書の聖書のヨヨヨヨハネ福音書で洗者ハネ福音書で洗者ハネ福音書で洗者ハネ福音書で洗者ヨヨヨヨハネの言葉ハネの言葉ハネの言葉ハネの言葉

として出てくる。として出てくる。として出てくる。として出てくる。((((ヨヨヨヨハネハネハネハネ 1:29)1:29)1:29)1:29)    アニュアニュアニュアニュ

ス・デイをス・デイをス・デイをス・デイを    「平和の賛歌」と呼ぶところ「平和の賛歌」と呼ぶところ「平和の賛歌」と呼ぶところ「平和の賛歌」と呼ぶところ

に現在の典礼の意味がある。平和のあいに現在の典礼の意味がある。平和のあいに現在の典礼の意味がある。平和のあいに現在の典礼の意味がある。平和のあい

さつに先だって司祭さつに先だって司祭さつに先だって司祭さつに先だって司祭はははは    「わたしたちの罪「わたしたちの罪「わたしたちの罪「わたしたちの罪

ではなく教会の信仰を顧み、おことではなく教会の信仰を顧み、おことではなく教会の信仰を顧み、おことではなく教会の信仰を顧み、おことばばばばのののの

通り教会に平和と—致をお与えくださ通り教会に平和と—致をお与えくださ通り教会に平和と—致をお与えくださ通り教会に平和と—致をお与えくださ

い」と唱える。この言葉の裏には教会のい」と唱える。この言葉の裏には教会のい」と唱える。この言葉の裏には教会のい」と唱える。この言葉の裏には教会の

平和と—致の難しさも表されているよう平和と—致の難しさも表されているよう平和と—致の難しさも表されているよう平和と—致の難しさも表されているよう

な気がする。だからこそな気がする。だからこそな気がする。だからこそな気がする。だからこそ    「われらをあわ「われらをあわ「われらをあわ「われらをあわ

れみたまえ」と祈る必要があるのれみたまえ」と祈る必要があるのれみたまえ」と祈る必要があるのれみたまえ」と祈る必要があるの

ではないだろうか。ではないだろうか。ではないだろうか。ではないだろうか。    

        なお、通常のミサではなお、通常のミサではなお、通常のミサではなお、通常のミサでは

同様の唱句が同様の唱句が同様の唱句が同様の唱句が 3333 回繰り返さ回繰り返さ回繰り返さ回繰り返さ

れるが、司祭がパンを割るれるが、司祭がパンを割るれるが、司祭がパンを割るれるが、司祭がパンを割る

間に間に間に間に    「神の小羊、世「神の小羊、世「神の小羊、世「神の小羊、世

の罪を除きたもう主の罪を除きたもう主の罪を除きたもう主の罪を除きたもう主

よ、われらをあわれみよ、われらをあわれみよ、われらをあわれみよ、われらをあわれみ

たまえ」を何回でも繰り返すことができ、たまえ」を何回でも繰り返すことができ、たまえ」を何回でも繰り返すことができ、たまえ」を何回でも繰り返すことができ、

最後に「われらに平安を与えたまえ」で最後に「われらに平安を与えたまえ」で最後に「われらに平安を与えたまえ」で最後に「われらに平安を与えたまえ」で

結ぶ。結ぶ。結ぶ。結ぶ。((((ミサ典礼書の総則ミサ典礼書の総則ミサ典礼書の総則ミサ典礼書の総則 157)157)157)157)    

                        終終終終    ((((文責文責文責文責::::HHHH))))    
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2013201320132013 年３月・典礼奉仕担当者表年３月・典礼奉仕担当者表年３月・典礼奉仕担当者表年３月・典礼奉仕担当者表    ((((敬称略敬称略敬称略敬称略))))    

典礼委員会典礼委員会典礼委員会典礼委員会    

《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。《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。《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。《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。    

月日月日月日月日    主日主日主日主日    司式者司式者司式者司式者    先唱者先唱者先唱者先唱者    オルガンオルガンオルガンオルガン    聖体奉仕聖体奉仕聖体奉仕聖体奉仕    聖書朗読聖書朗読聖書朗読聖書朗読    共同祈願他共同祈願他共同祈願他共同祈願他    ミサ準備ミサ準備ミサ準備ミサ準備    備備備備    考考考考    

３・３・３・３・    ３３３３((((日日日日))))９時９時９時９時    

四旬節第四旬節第四旬節第四旬節第 3333 主日主日主日主日    

松永助祭松永助祭松永助祭松永助祭    KKKK.T.T.T.T    YYYY.S.S.S.S    

NNNN.S.S.S.S    

((((北北北北))))    

①①①①K.KK.KK.KK.K    

②②②②OOOO.M.M.M.M    

２地区２地区２地区２地区    

NNNN・・・・KKKK    

((((洗洗洗洗) ) ) ) TTTT.Y.Y.Y.Y    

集会祭儀集会祭儀集会祭儀集会祭儀    

３・３・３・３・10(10(10(10(日日日日) 9) 9) 9) 9 時時時時    

四旬節第４主日四旬節第４主日四旬節第４主日四旬節第４主日    

FrFrFrFr....春春春春    名名名名    KKKK.M.M.M.M    YYYY.S.S.S.S    

HHHH.K.K.K.K    

((((南南南南))))    

①①①①SSSS.T.T.T.T    

②②②②KKKK.S.S.S.S    

２地区２地区２地区２地区    

IIII・・・・HHHH    

((((洗洗洗洗))))    TTTT.Y.Y.Y.Y    

    

３・３・３・３・17(17(17(17(日日日日))))９時９時９時９時    

四旬節第四旬節第四旬節第四旬節第５主日５主日５主日５主日    

Fr.Fr.Fr.Fr.松松松松    浦浦浦浦    YYYY.Y.Y.Y.Y    T.KT.KT.KT.K    

HHHH.T.T.T.T    

((((北北北北))))    

①①①①子供ﾐｻ担当子供ﾐｻ担当子供ﾐｻ担当子供ﾐｻ担当    

②②②②            〃〃〃〃    

((((子供子供子供子供ミサミサミサミサ    

担当担当担当担当))))    

KKKK・・・・YYYY    

((((洗洗洗洗))))    TTTT.Y.Y.Y.Y    

子供と共に子供と共に子供と共に子供と共に

捧げるミサ捧げるミサ捧げるミサ捧げるミサ    

３・３・３・３・24(24(24(24(日日日日))))９時９時９時９時    

受難の主日受難の主日受難の主日受難の主日    

((((枝の主日枝の主日枝の主日枝の主日))))    

FrFrFrFr....春春春春    名名名名    

松永助祭松永助祭松永助祭松永助祭    

TTTT.M.M.M.M    YYYY.S.S.S.S    

    

    

①①①①S.YS.YS.YS.Y    

②②②②KKKK.T.T.T.T    

３・６３・６３・６３・６BBBB    

・７地区・７地区・７地区・７地区    

NNNN・・・・KKKK    

((((洗洗洗洗) ) ) ) TTTT.Y.Y.Y.Y    

    

３・３・３・３・28(28(28(28(木木木木)20)20)20)20 時時時時

聖木曜日聖木曜日聖木曜日聖木曜日    

((((主の晩餐主の晩餐主の晩餐主の晩餐))))    

    

FrFrFrFr....松松松松    浦浦浦浦    

    

TTTT.Y.Y.Y.Y    YYYY.S.S.S.S    

MMMM.S.S.S.S    

((((南南南南))))    

①①①①TTTT.H.H.H.H    

②②②②SSSS.A.A.A.A    

３・６３・６３・６３・６BBBB    

・７地区・７地区・７地区・７地区    

IIII・・・・HHHH    

((((洗洗洗洗) ) ) ) TTTT.Y.Y.Y.Y    

    

３・３・３・３・29(29(29(29(金金金金))))２２２２0000 時時時時

    聖金曜日聖金曜日聖金曜日聖金曜日    

((((主の受難主の受難主の受難主の受難))))    

    

FrFrFrFr....大久保大久保大久保大久保    

    

NNNN.Y.Y.Y.Y    

    

TTTT.K.K.K.K    

    

YYYY.K.K.K.K    

((((北北北北))))    

①①①①TTTT.M.M.M.M    

②②②②SSSS....MMMM    

３・６３・６３・６３・６BBBB    

・７地区・７地区・７地区・７地区    

KKKK・・・・YYYY    

((((洗洗洗洗) ) ) ) TTTT.Y.Y.Y.Y    

    

３・３・３・３・30(30(30(30(土土土土)20)20)20)20 時時時時

    聖土曜日聖土曜日聖土曜日聖土曜日    

復活徹夜祭復活徹夜祭復活徹夜祭復活徹夜祭    

    

FrFrFrFr....春春春春    名名名名    

    

NNNN.S.S.S.S    YYYY.S.S.S.S    

IIII.R.R.R.R    

((((南南南南))))    

①①①①TTTT    ②②②②MMMM    

③③③③NNNN    ④④④④HHHH    

⑤⑤⑤⑤IIII    

５地区５地区５地区５地区    

NNNN・・・・KKKK    

((((洗洗洗洗) ) ) ) TTTT.Y.Y.Y.Y    

    

３・３・３・３・31(31(31(31(日日日日))))10101010 時時時時

        復活の主日復活の主日復活の主日復活の主日    

FrFrFrFr....大久保大久保大久保大久保    

松永助祭松永助祭松永助祭松永助祭    

HHHH.K.K.K.K    

    

TTTT.K.K.K.K    

    

    

①①①①MMMM.J.J.J.J    

②②②②FFFF.Y.Y.Y.Y    

５地区５地区５地区５地区    

IIII・・・・HHHH    

((((洗洗洗洗) ) ) ) TTTT.Y.Y.Y.Y    

    

    

    

編集後記編集後記編集後記編集後記    

 四旬節に入りました。友達がフェイスブックで四旬節のための善い行いカレンダーを紹

介してくれました。一日一善で復活祭まで毎日小さな善いことが並んでいます。今日(2/24)

は「久しく話していない人に電話しよう」でした。これなら出来るかもしれません。 

 大きな善いことを考えて出来ないと諦めるより、こんな小さな善いことを毎日少しでも

積み重ねることが大切なのでしょう。まだ寒い日が続きますが、春はそこまで来ています。

よい復活祭をお迎えください。 (KJH) 
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①①①①    評議会規約にのっとり評議会規約にのっとり評議会規約にのっとり評議会規約にのっとり    次期諮問次期諮問次期諮問次期諮問

委員選挙の準備期間に入りました委員選挙の準備期間に入りました委員選挙の準備期間に入りました委員選挙の準備期間に入りました。。。。前前前前

号に続き日程をお知らせいたします号に続き日程をお知らせいたします号に続き日程をお知らせいたします号に続き日程をお知らせいたします。。。。    

    2/242/242/242/24 投票用紙配布投票用紙配布投票用紙配布投票用紙配布    

        （地区委員を通して配布済み）（地区委員を通して配布済み）（地区委員を通して配布済み）（地区委員を通して配布済み）    

    3/103/103/103/10 諮問委員投票開始諮問委員投票開始諮問委員投票開始諮問委員投票開始    

    3/243/243/243/24 投票締め切り投票締め切り投票締め切り投票締め切り        

当日開票当日開票当日開票当日開票    新諮問委員決定となる予定新諮問委員決定となる予定新諮問委員決定となる予定新諮問委員決定となる予定。。。。    

現諮問委員現諮問委員現諮問委員現諮問委員 6666 名が選挙管理委員とし名が選挙管理委員とし名が選挙管理委員とし名が選挙管理委員とし

てててて実行に当たります実行に当たります実行に当たります実行に当たります。。。。    

皆様には日程を確認の上皆様には日程を確認の上皆様には日程を確認の上皆様には日程を確認の上    円滑な新委円滑な新委円滑な新委円滑な新委

員選出にご協力をお願いいたします員選出にご協力をお願いいたします員選出にご協力をお願いいたします員選出にご協力をお願いいたします。。。。    

②②②②    北須磨教会評議会規約見直し北須磨教会評議会規約見直し北須磨教会評議会規約見直し北須磨教会評議会規約見直しの作業の作業の作業の作業

部会に参加を呼びかけておりましたが部会に参加を呼びかけておりましたが部会に参加を呼びかけておりましたが部会に参加を呼びかけておりましたが    

    3333 月月月月 17171717 日（日）締切予定です日（日）締切予定です日（日）締切予定です日（日）締切予定です    

参加しやすく参加しやすく参加しやすく参加しやすく    働きやすい評議会作り働きやすい評議会作り働きやすい評議会作り働きやすい評議会作り

を目指して関心のある方、を目指して関心のある方、を目指して関心のある方、を目指して関心のある方、努力してみ努力してみ努力してみ努力してみ

ようかなようかなようかなようかな    と思われる方はご参加くだと思われる方はご参加くだと思われる方はご参加くだと思われる方はご参加くだ

さいさいさいさい。。。。    

    

    

・日頃はアルミ缶回収にご協力ありが・日頃はアルミ缶回収にご協力ありが・日頃はアルミ缶回収にご協力ありが・日頃はアルミ缶回収にご協力ありが

とうございます。とうございます。とうございます。とうございます。    

    ９月～２月までのアルミ缶還元金は９月～２月までのアルミ缶還元金は９月～２月までのアルミ缶還元金は９月～２月までのアルミ缶還元金は

４４４４,,,,５００５００５００５００円でした。円でした。円でした。円でした。    

    出し方のルールを守っていただき回出し方のルールを守っていただき回出し方のルールを守っていただき回出し方のルールを守っていただき回

収作業がスムーズにできました。収作業がスムーズにできました。収作業がスムーズにできました。収作業がスムーズにできました。    

    感謝です。これからもご協力よろし感謝です。これからもご協力よろし感謝です。これからもご協力よろし感謝です。これからもご協力よろし

くお願い致します。くお願い致します。くお願い致します。くお願い致します。    

    

    

    

    

帰天されました帰天されました帰天されました帰天されました    

２月１５日２月１５日２月１５日２月１５日    マリアマリアマリアマリア    ＹＹＹＹ．．．．ＡＡＡＡさまさまさまさま    

(5(5(5(5 地区地区地区地区))))    

    永遠の安息とご遺族の平安をお祈り永遠の安息とご遺族の平安をお祈り永遠の安息とご遺族の平安をお祈り永遠の安息とご遺族の平安をお祈り

いたします。いたします。いたします。いたします。    

    

    

    神戸地区社会活動委員会では、定期的神戸地区社会活動委員会では、定期的神戸地区社会活動委員会では、定期的神戸地区社会活動委員会では、定期的

に自死についての勉強会を開催してきまに自死についての勉強会を開催してきまに自死についての勉強会を開催してきまに自死についての勉強会を開催してきま

した。した。した。した。    

    今回は、カリタスジャパンと共催し、今回は、カリタスジャパンと共催し、今回は、カリタスジャパンと共催し、今回は、カリタスジャパンと共催し、

リヴオン代表リヴオン代表リヴオン代表リヴオン代表ＯＯＯＯＭＭＭＭさん、大阪自殺防止セさん、大阪自殺防止セさん、大阪自殺防止セさん、大阪自殺防止セ

ンター所長ンター所長ンター所長ンター所長ＦＦＦＦＹＹＹＹさんをお迎えして下記のさんをお迎えして下記のさんをお迎えして下記のさんをお迎えして下記の

ととととおりセミナーを開催いたします。おりセミナーを開催いたします。おりセミナーを開催いたします。おりセミナーを開催いたします。    

    自死をとりまく現状を踏まえて、私た自死をとりまく現状を踏まえて、私た自死をとりまく現状を踏まえて、私た自死をとりまく現状を踏まえて、私た

ちに何ができるかをともに考える機会とちに何ができるかをともに考える機会とちに何ができるかをともに考える機会とちに何ができるかをともに考える機会と

なれば幸いです。なれば幸いです。なれば幸いです。なれば幸いです。    

    

信仰年信仰年信仰年信仰年    いのちと平和シリーズいのちと平和シリーズいのちと平和シリーズいのちと平和シリーズ    

自死の現実を見つめて自死の現実を見つめて自死の現実を見つめて自死の現実を見つめて    

ー私たちにできることーー私たちにできることーー私たちにできることーー私たちにできることー    

セミナー＆わかち合いセミナー＆わかち合いセミナー＆わかち合いセミナー＆わかち合い    

日日日日    時：２０１３年３月１７日（日時：２０１３年３月１７日（日時：２０１３年３月１７日（日時：２０１３年３月１７日（日））））    

１３１３１３１３::::３０～１７３０～１７３０～１７３０～１７::::３０３０３０３０    

会会会会    場：カトリック神戸中央教会場：カトリック神戸中央教会場：カトリック神戸中央教会場：カトリック神戸中央教会    

入場無料、要申込。入場無料、要申込。入場無料、要申込。入場無料、要申込。    

申込締切は３月３日です。参加ご希申込締切は３月３日です。参加ご希申込締切は３月３日です。参加ご希申込締切は３月３日です。参加ご希

望の方は申込用紙にご記入の上、望の方は申込用紙にご記入の上、望の方は申込用紙にご記入の上、望の方は申込用紙にご記入の上、ＴＴＴＴ

までお願いしますまでお願いしますまでお願いしますまでお願いします    

評評評評評評評評 議議議議議議議議 会会会会会会会会 よよよよよよよよ りりりりりりりり     

社社社社社社社社 会会会会会会会会 活活活活活活活活 動動動動動動動動 委委委委委委委委 員員員員員員員員 会会会会会会会会     

おおおおおおおお 知知知知知知知知 らららららららら せせせせせせせせ         

神戸地区社会活動委員会神戸地区社会活動委員会神戸地区社会活動委員会神戸地区社会活動委員会    

セミナーのおしらせセミナーのおしらせセミナーのおしらせセミナーのおしらせ    



きたすまきたすまきたすまきたすま    8888                                                                                                                                                                                                

    

    

    

    

    

    

    

日日日日 ・・・・ 曜日曜日曜日曜日 2013

3/13/13/13/1 金 朝ミサ　７：30～ 主日の聖書を読む会（13～） 十字架の道行(14:30～）

2222 土 教会清掃( 第２地区) 英語クラブ（14～16) 

3333 日日日日 四旬節第３主日　集会祭儀9:00～四旬節第３主日　集会祭儀9:00～四旬節第３主日　集会祭儀9:00～四旬節第３主日　集会祭儀9:00～ 信仰年の朗読信仰年の朗読信仰年の朗読信仰年の朗読

4444 月 卓球(13～17)

５５５５ 火 カテキズム勉強会（１0:30～） 霊的読書会（13～） 病者高齢者訪問（チーム北須磨　13～）

６６６６ 水 朝ミサ　７：30～

7777 木 キリシタン史講座（10～） 西区のミサ（14～）西区のミサ（14～）西区のミサ（14～）西区のミサ（14～） 卓球(13～17)

8888 金 朝ミサ　７：30～ 主日の聖書を読む会（13～） 十字架の道行(14:30～）

9999 土 教会清掃なし 英語クラブ（14～16) 

10101010 日日日日 四旬節第4主日　ミサ9:00～四旬節第4主日　ミサ9:00～四旬節第4主日　ミサ9:00～四旬節第4主日　ミサ9:00～ 　北須磨評議会　　　評議員選挙投票開始日　北須磨評議会　　　評議員選挙投票開始日　北須磨評議会　　　評議員選挙投票開始日　北須磨評議会　　　評議員選挙投票開始日

11111111 月 卓球(13～17)

12121212 火 社会活動センター炊き出し(第2火曜9：30～)　

13131313 水 朝ミサ　７：30～

14141414 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)

15151515 金 朝ミサ　７：30～ 主日の聖書を読む会（13～） 十字架の道行(14:30～）

16161616 土 教会清掃( 第３,６Ｂ,7地区) 英語クラブ（14～16) 

17171717 日日日日 四旬節第5主日　子供と共に捧げるミサ 9:00～四旬節第5主日　子供と共に捧げるミサ 9:00～四旬節第5主日　子供と共に捧げるミサ 9:00～四旬節第5主日　子供と共に捧げるミサ 9:00～ からし種講座（14～）からし種講座（14～）からし種講座（14～）からし種講座（14～）

18181818 月 卓球(13～17)

19191919 火 カテキズム勉強会（１0:30～） 霊的読書会（13～）

20202020 水 朝ミサ　なし 教区召命の日（叙階式;カテドラル）

21212121 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)

22222222 金 朝ミサ　７：30～ 主日の聖書を読む会（13～） 十字架の道行(14:30～）

23232323 土 教会清掃なし 英語クラブ（14～16) 

24242424 日日日日 受難の主日（枝の主日） 　ミサ9:00～受難の主日（枝の主日） 　ミサ9:00～受難の主日（枝の主日） 　ミサ9:00～受難の主日（枝の主日） 　ミサ9:00～ 　　　　評議員選挙投票締切日　　　　評議員選挙投票締切日　　　　評議員選挙投票締切日　　　　評議員選挙投票締切日

25252525 月 卓球(13～17)

26262626 火 カテキズム勉強会（10:30～） 霊的読書会（13～） 男の料理教室（第4火曜17～）

27272727 水 朝ミサ　７：30～

28282828 木 キリシタン史講座（10～） 聖木曜日　　20:00～聖木曜日　　20:00～聖木曜日　　20:00～聖木曜日　　20:00～

29292929 金 主日の聖書を読む会（13～） 聖金曜日　　20:00～聖金曜日　　20:00～聖金曜日　　20:00～聖金曜日　　20:00～

30303030 土 教会清掃(第５地区) 復活徹夜祭　20:00～復活徹夜祭　20:00～復活徹夜祭　20:00～復活徹夜祭　20:00～

31313131 日日日日 復活の主日　ミサ10:00～　復活の主日　ミサ10:00～　復活の主日　ミサ10:00～　復活の主日　ミサ10:00～　

今月のお茶当番は第２地区です。今月のお茶当番は第２地区です。今月のお茶当番は第２地区です。今月のお茶当番は第２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。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。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。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。


