
復活祭おめでとうございます。 
春名昌哉神父 

皆様、主の復活おめでとうございます。
主の復活の出来事は毎年、私たちの信仰を
新たにしてくれます。なぜなら、「復活」は
私たちの信仰の原点であり出発点だからで
す。そこで、最古の復活信仰告白文である
パウロの証言（Ⅰコリント 15・1～11）
をとおして、主の復活とは私たちにとって
どのような意味を持つのか、改めて考えて
みたいと思います。 
 ①「キリストが聖書に書いてある通り私
たちの罪のために死んだこと」 

 これはキリストの死が早い段階から「罪
の贖い」として認められていたことを示
しています。「聖書に書いてある通り」と
は、キリストの死が神の計画によるもの
であったことを示します。 

 ②「葬られたこと」 
 これはキリストの死の事実を強調してい
ます。 

 ③「聖書に書いてある通り三日目に復活
したこと」 

 「聖書に書いてある通り」とは、その死
と同じように復活も神の計画によるもの
であることを示します。 

 ④「ケファに現れ、その後１２人に現れ
たこと」 
これはイエスの復活の事実を強調してい
ます。イエスの死後、打ちひしがれてい
た弟子たちは、主にもう一度出会い、こ
の生ける主との出会いから、主が復活し
たと信じるようになりました。 

 そして主の復活はキリストとの新しい出
会いを私たちにもたらします。４つの福音
書は復活したキリストが弟子たちに現れた
ことについて詳しく語っています。これら
の出現物語には共通点があります。生前の
イエスとは異なった存在様式、旅人や園丁

の姿、あるいは閉まった戸を通って現れる
ことによってこれまでのイエスではなく、
復活されたキリストと出会うことが示され
ます。これは復活が単なる死者の蘇生では
なく、イエスが新たな形で人々と出会った
ことを表しています。弟子たちはこの出会
いを通して、神のいのちによって自分が変
えられる経験をしました。その弟子たちが
イエスによって派遣され、キリストの復活
とその福音をあかしする使徒とされ、教会
の礎となりました。 
 過越の秘儀、すなわちイエスの贖いの受
難と死は、神のいのちの勝利である復活に
おいて完結します。イエスの死は単なる罪
のゆるしや人間の解放でだけでなく、聖霊
による神の子のいのちが与えられるといっ
た前向きの理解も加わります。 
 聖書はまた、わたしたちにもこの秘儀に
あずかることを勧めています。「わたしのあ
とに従いたい者は、自分を捨て、自分の十
字架を背負って、わたしに従いなさい。自
分のいのちを救いたいと思う者は、それを
失うが、わたしのため、また福音のために
いのちを失う者は、それを救うのである」
（マルコ 8・34～35）。キリストの死と復
活にあずかる過越の秘儀は、わたしたちに
とって一回限りのことでありません。日常
生活の中での労苦や犠牲を通してわたした
ちは小さな死を体験し、それと同時に神の
いのちにあずかる小さな復活を体験します。
そのたびに私たちは神によって変えられる
自分自身を体験します。 
 私たちが神によって変えられる、救われ 
る喜びを自分の内にだけ留めるのではなく、
多くの人と分かち合うことができますよう
に、復活祭を迎えた今こそ、この決意を新
たにしていきたいと思います。 

ききたたすすまま          
 

イエスは死者の中から復活されることになっている（福音朗読主題句、ヨハネ 20・ 9） 
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祝 新司祭・助祭誕生 
 

3 月 20 日午後 2 時から玉造のカテドラルで大阪教区の叙階式が行われました。 

生憎の雨模様でしたがカテドラルを埋め尽くすほどの大勢の参加者でした。 

松浦悟朗補佐司教の按手により大久保武、山本英明の 2 司祭、ハイ、トゥアンの 

2 助祭が誕生しました。 

大久保司祭は香里教会助任に、 

山本司祭は神戸中央・住吉共同メンバーに任命されました。大久保司祭は 24 日には出身

の明石教会で又 31 日には北須磨教会でミサ司式の予定です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
なお 3 月 27 日の聖香油ミサでは松浦謙神父様 

ほかの銀祝等が祝われました。 

 
 

フリーCafe きたすま 
 

２月２４日（日）ミサ後、久しぶりの「フリーCafe きたすま」が開催されました。特

定のテーマは設定されていませんでしたが、「福音宣教について」「聖母マリア像の設置に

ついて」などについて各グループで話題となったようです。 

また、フリーカフェ自体にも「フリーカフェを増やして欲しい。」、「フリーカフェもたま

にはいいね。」というような感想も聞かれました。 
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 ご聖体の尊厳について 

 

 

 「われわれの救い主は、渡されたその夜、最後の晩さんにおいて、自分のからだと血に

よる聖体の犠牲を制定された。それは、十字架の犠牲を主の再臨まで世々に永続させ、し

かも、愛する花嫁である教会に、自分の死と復活の記念を託するためであった。それは、

いつくしみの秘跡、一致のしるし、愛のきずなであり、キリストが食され、心は恩恵に満

たされ、未来の栄光の保障がわれわれに与えられる復活の祝宴である。 

 したがって教会は、キリスト信者がこの信仰の秘義に、外来者、あるいは無言の傍観者 

として列席するのではなく、儀式と祈りによってこの秘義をよく理解し、聖なる行為に意

識的に、敬虔に、また行動的に参加し、神のことばによって教えられ、主のからだの食卓

において養われ、神に感謝をささげ、ただ司祭の手を通してだけでなく、信者も司祭とと

もに清い供え物を奉献して、自分自身をささげることを学び、こうして、キリストを仲介

者として、日々神との一致と相互の一致の完成に向かい、ついには神がすべてにおいてす

べてとなるように全力を傾注しているのである。」（第２バチカン公会議典礼憲章47；48） 

 

 北須磨教会でも、松浦神父様からのご提言をいただき、

ご聖体への尊敬を表すために、感謝の典礼において、奉

納の順序を変える他、聖体授与の奉仕者は祭服を着用す

るなど、これまでの様式を改善してまいりました。降誕

祭以降すでに３ヶ月を経過し、ほぼ定着化できましたの

で、ここに記させていただきます。 

 

Ⅰ. 感謝の典礼での奉納に際し、パンとぶどう酒の奉

納と、堂内献金のおささげを分けて行う。 

  a. パンとぶどう酒の奉納を最初にする。 

  b. 信者の代表がパンとぶどう酒を奉納する際、一同は起立する。 

  c. 信者の代表は、祭壇の前で礼をする。このとき同時に、会衆も礼をする。 

  d. 司祭が受け取り、供え物の祈りをしている間に、一同は着座し、奉納の歌を歌う。 

  e. 奉納の歌が歌われている間に、堂内献金を集めおささげする。 

Ⅱ. 聖体授与の奉仕者はアルバ（祭服）を着用し、首から十字架をかける。 

a. 開祭の儀において、司祭・侍者とともに入堂し、祭壇の前で司祭・侍者とともに

祭壇に向かって礼をする。奉仕席（北西・奥）に着座する。 

b. 聖体授与の前に、手をおしぼりで拭く（心を清める意味がある司式司祭の手の洗

いと区別する）。 

c. 閉祭の儀において、司祭・侍者とともに退堂する。 

d. 白色は、典礼において、心の純潔と、キリスト教的な喜びのしるしです。 

 

 これらの二項目を、降誕祭（夜半のミサ）から実施しています。 

 

                     北須磨教会典礼委員会（文責：I） 
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新教皇フランシスコ 

 

３月１３日、ベネディクト１６世の退任に伴う教皇選挙（コンクラーベ）の結果、アル

ゼンチン出身のホルヘ・マリオ・ベルゴリオ枢機卿（76）が、第２６６代ローマ教皇に

選ばれた。また、3 月 19 日には午前 9時 30 分からサンピエトロ広場で、教皇フラン

シスコの就任ミサが行われた。ミサ後、教皇はサンピエトロ大聖堂の告白の祭壇前で 132

か国の元首・代表者の一人ひとりにあいさつした。 

新教皇名に関し、カトリック中央協議会は「フランチェスコ」のイタリア式発音に対

し、日本では「アッシジの聖フランシスコ」との呼び名が定着しているため、「フランシ

スコ１世」としたが、その後教皇庁大使館より通知があり、新教皇名には「1 世」を付け

ないこととなった。バチカンによると、別の法王が将来、同じ名

前を継いで「フランシスコ２世」となった場合に、初めて現法王

は「フランシスコ１世」と表記されるようになる。日本では今後、

新教皇名は「教皇 フランシスコ」となる。 

 

                                          新教皇の紋章 

 

 

2013 年４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 

４・ ７(日)９時 

復活節第 2 主日  
Fr．松 浦 HT YS 

KT 

 (北) 

①YY 

②YK 
6A 地区 

K・Y 

(洗) TA 
 

４・14 日) 9 時 

復活節第 3 主日 

Fr．春 名 

 松永助祭    

 

HM 

 

 

ＴＫ 

 

 

 
① AY 

② IN 
６A 地区 

N・K 

(洗) TA 
信徒総会 

４・21(日)９時 

復活節第 4 主日 

 

Fr．松 浦 

 

MS 

 

KK 

 

HT 

(南) 

 ①IR 

 ②IM 
１・４地区 

I・H 

(洗) TA 
 

4・28(日)９時 

 復活節第 5 主日 

 

Fr．マシエル 

 

ＴＨ 

 

TK 

 

NY 

  (北) 

①子供ﾐｻ担当 

②   〃 

(子供ミサ

担当) 

K・Y 

(洗) TA 

 

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。 
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３月１６日 エリザベト  IM さま  

３月１８日 フランシスコ YS さま 

３月２６日 ペトロ    NH さま 

の葬儀ミサがおこなわれました。 

 永遠の安息とご遺族の平安をお祈りします。 

 

 

 

１）カトリック北須磨教会施設使用規則を作成しました 

  信徒が福祉、親睦、学習等の目的で同好会的活動に施設を使用する場合の基本的な内 

容を示したものです。総会で承認を受ける予定ですが、プリントを作ってありますの 

で事前の確認をお願いいたします 

２）西ブロックの協力司祭として異動して来られるマシエル神父様が、北須磨教会に居住

されます。４月４日午後荷物が到着する予定ですので、評議員の方にはお手伝いを要

請してありますが、ご都合がつく方の応援もお願いいたします 

 

 

2012 年度支援金の送り先は次のとおりです。〔単位：万円〕 

社会活動神戸センター(6) 須磨夜回りの会(6) こどもの里(2) コムニタス(2) 
阪神カトリック女性の会(いのちを守る運動基金)(2) 東条湖の家(ｴﾇ･ﾋﾟｰ･ｵｰﾉｱ)(2)  
日本カトリック難民移住移動者委員会(2) ふるさとの家(2) 
大阪希望館(釜が崎支援機構)(2) 愛徳姉妹会(5) フォンダシオ(2.5) 
AICjapan ウオーター&フードアジア(２) 釜が崎・出会いの家(１) 
アガペの家(２) エンブリオ基金センター(１) 南相馬原町ベース支援(４)               

                (振込み手数料 640 円、教会へ献金 3,064 円 )合計 438,704 円  
収入内訳； 
 ２０１２年度支援金  210,000 円 
 バザーの売上金から  100,604 円 
 クリスマス献金    128,100 円 
     合計     438,704 円   
 
各施設等からのお礼状は一階ロビーに掲示しています。 
多くのご支援ありがとうございました。 
 
 
 
 
 
 

評評 議議 会会 よよ りり  

社社 会会 活活 動動 委委 員員 会会  

おお しし らら せせ  

編 集 後 記 
今さら何をそんなベストセラーをと笑われそうですが、百田尚樹作「永遠の 0」を読んで号泣しました。 

今まで読まなかったことを後悔するくらい。人それぞれだと思うので本をお薦めするのは苦手ですが、 

お暇があれば是非図書館等で借りてお読みください！ 当方でもいつでも貸し出し致します。（ＲＫ） 



きたすま 6                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 ・ 曜日 2013

4/1 月 卓球(13～17)

2 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～）

3 水 朝ミサ　７：30～

4 木 西区のミサ（14～） 卓球(13～17)

５ 金 朝ミサ　７：30～ 主日の聖書を読む会（13～）

６ 土 教会清掃なし 英語クラブ（14～16) 

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

8 月 朝ミサ　７：30～（週日の朝ミサ開始） 卓球(13～17)

9 火 社会活動センター炊き出し(9：30～)　 カテキズム勉強会（１0:30～） 霊的読書会(13～)

10 水

11 木 キリシタン史講座（10～） オカリナ(13～15)　　卓球(13～17)

12 金 主日の聖書を読む会（13～）

13 土 教会清掃( 第６Ａ地区) 英語クラブ（14～16) 

14 日 復活節第3主日　ミサ9：00～ 信徒総会（ミサ後） からし種講座（14～）

15 月 卓球(13～17)

16 火 カテキズム勉強会（１0:30～） 霊的読書会(13～)

17 水

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

19 金 主日の聖書を読む会（13～）

20 土 教会清掃なし 英語クラブ（14～16) 

21 日 復活節第4主日　ミサ9：00～ 信仰年の朗読 信仰講座（ミサ後）

22 月 卓球(13～17)

23 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～）

24 水

25 木 キリシタン史講座（10～）

オカリナ(13～15)　　卓球(13～17)

26 金 主日の聖書を読む会（13～）

27 土 教会清掃( 第１，４地区) 英語クラブ（14～16) 

28 日 復活節第5主日　ミサ9：00～ 信仰講座（ミサ後） からし種講座（14～）

29 月 卓球(13～17)

30 火 カテキズム勉強会（10:30～） 霊的読書会（13～）

5/1 水

2 木 キリシタン史講座（10～） 卓球(13～17)

3 金 主日の聖書を読む会（13～）

4 土 教会清掃なし 英語クラブ（14～16) 

5 日 復活節第6主日　ミサ9：00～ 信仰講座（ミサ後）

　　４月８日（月）以降　水曜日、金曜日だけでなく、週日（月曜日～土曜日）は毎日朝ミサが行われます。

　　開始時刻は７時30分です。　今後は朝ミサがない場合のみ「朝ミサなし」と記載します。

　　今月のお茶当番は３・６Ｂ・７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。

朝ミサのお知らせ

マンスリースケジュール4月


