
 

祝うということ 

松浦 謙神父 

信仰年を過ごしているわたしたちは、復活祭以後、聖霊降臨まで、「祝う」というテー

マに焦点を当てています。わたしたちは人生のいろいろな機会にお祝いをします。誕生日、

結婚記念日、卒業や入学・就職、進学のお祝いなど・・。 

“祝う”ということは、その人を祝福してあげ、喜びを共にすることです。家族や友人

仲間、親しい人たちなど、周りの人にお祝いをしてもらうと、また新たな元気や生きる力、

励ましを頂きます。 

ある僧侶の方が、半分冗談ですが、私にこんなことを言われました。「教会のイメージ

ははなやかでいいですね。結婚式とかクリスマスとか・・。うらやましいです。仏教は、

どうもお葬式のイメージがありますので、暗いんですよ。」 

 教会のイメージはその通りです。特に、復活節に飾られる花やアレルヤの賛美。確かに

そこに明るい印象があります。そして、それは決してうわべのものでない、神の子である

わたしたち人間の最高のよろこびを表現するものです。日曜日のミサはイエス様の復活を

祝っています。ミサの起源は、イエスと弟子との最後の晩餐ですが、それはユダヤ人の伝

統的なお祝いの宴である過ぎ越しの食事にのっとったものでした。神様が自分たちを救っ

てくださったことを記念する祝宴でした。それにさらに新しい意味をもたせたのがミサで

す。イエスの死と復活。それは罪の力に対する永遠の勝利を意味します。ミサはそのこと

をお祝いするのです。葬儀ミサでも同じです。わたしたちは亡くなった人がキリストの復

活に与ることを信じています。カタコンベは古代のローマ時代のお墓ですが、迫害の時代、

キリスト信者たちは地下に葬られた犠牲者たちのお墓に集まってミサをしました。復活を

信じて神をたたえたのでした。どれだけ多くの人が虐げられて命を落としたでしょうか。

そこに苦難の歴史があります。しかし人々はミサに希望を見出しました。力強く勝利を信

じて、神を賛美しアレルヤを歌いました。わたしたちは主日のミサの祝いを通して新たな

生きる力を得るのです。このことを改めて心にとめながらこの期間を過ごしましょう。

ききたたすすまま          
あなたがたに新しい掟を与える。互いに愛し合いなさい（ヨハネ 13・34） 
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感謝の日々のために 
大久保 武神父 

 皆様、３月２０日の叙階式にあたっては、多くの方々のご参列、そしてお祈りをいただ

き、本当にありがとうございました。また、直後の聖週間においても、生まれ育った地元

の皆様と時を共にすることができ、司祭としての初めての務めが暖かく豊かなものになり

ました。併せて感謝申し上げます。 

 そして、長年通い慣れた地元を離れ、今は大阪は寝屋川市にある香里教会で過ごしてい

ます。とにかく今までミサにも出たことのない小教区なので、日常的な流れも分からず、

地に足の着かない心境です。だからと言って時は待ってくれるはずもなく、引っ越した三

日後にお葬式の司式が入りました。右も左も分からない状況で、それでも典礼の司式に集

中できたのは、事務担当の方々や葬儀屋さんの準備と励ましがあってこそでした。どんな

に知識や技術があっても、共同体を代表して何かを行う時にこの支えがないと、怯えて力

が出せなかったり独りよがりになってしまうのだろうと今更のように思います。もちろん

一番の支えは神様ですが、神様の支えを感じるのは、得てして人からの支えを通してでし

ょう。 

 教会の中では「取り成し」という言葉がよく使われます。通常は天に帰られた方々によ

る神様への祈りを指しますが、日常生活における様々な支え合いも、神様のことに気付く、

神様に改めて感謝するための大事な「取り成し」なのだと思っています。 

 教会ぐるみの支援活動から近隣同士の何気ない挨拶まで、折に触れて感謝を共有する。

それもまた、ミサという集まりの目的の一つでしょう。人々の心が感謝に満ちる日々であ

りますように、祈り続けてまいりましょう。 

 

おめでとうございます 

 

 

 

カトリック教会への交わりの記念 

  聖ヨハネ ＴＫさん 

初聖体 

  ミカエル  UR さん 
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クロチルド UT 

このたびはご復活祭に R の初聖体をお祝いくださいましてありがとうございました。

幼児洗礼を受けさせた親として、ようやく義務を果たしたようで、今はひたすらほっとし

ております。 

 また、初めて北須磨教会を訪れて以来、ミサ中度々ご迷惑をおかけしているのに、静か

に私ども親子を受け入れてくださっている北須磨教会の皆様に、この場を借りてお詫びと

感謝の気持ちをお伝えしたいと思います。いつもお騒がせして申し訳ありません。 

 R は１歳のとき、名古屋市の緑ヶ丘教会で洗礼を受け、その後、３歳１ヶ月の時、名古

屋市立児童福祉センターで自閉症と診断されました。自閉症とは、その名前から連想され

る「ひきもこり」のようなものではなく、主に、対人関係の困難さ、言語の遅れ、行動や

興味の偏りという三つの判断基準に当てはまると診断名が下ります。R はその三つともに

当てはまりました。 

 診断された当初はまだ実感がなかったものの、幼稚園に入園し、社会生活が広がってい

くに従い、確実に私はこの子と共に生きて行く困難を思い知らされました。R は問題行動

の多いタイプの自閉症で、その非難の矛先は当然すべて親に向けられます。孤独と絶望感

の中、いわば信じて疑う余地もなかった神様の存在を、私が初めて疑ったのはこの頃でし

た。そして、いまだにこの思いを私は心のどこかで引きずっているように思います。 

 ですから私は決して胸を張ってカトリック信者と言えるような人間ではないのですが、

子どもに洗礼を受けさせてしまったからには、なんとしてもご聖体をいただけるようにし

なければという強迫観念にも似た思いがありました。 

 神父様には「ご聖体がイエス様の体だということが理解できれば・・・」と言われまし

たが、文字どおりにしか考えられない自閉症者にとっては、体といえば人間の体、胴体に

腕と脚が付いている、「体」、としか考えられず、白い円いものを見せて「イエス様の体だ

よ」と言っても「？？？」なのです。ということは、R に初聖体は一生無理だし、R より

ももっと障害の重い、言葉も話せない、理解できないような人は、カトリックでは決して

初聖体は受けられないということか、一体カトリックつて何なのだろうと思い、とても悲

しい思いをしたことも事実です。 

 一時は、もう初聖体は諦めていました。私自身、もうカトリック信者を辞めてしまえば

悩むこともなくなり、楽になるんじゃないかと思い、それも考えていました。 

 ところが、復活祭間際になって、周囲の方々のご尽力とお力添えのおかげで、あっとい

う間にこのたびの初聖体が決まり、私の信者生命もつながったわけです。良かったのか、

悪かったのか・・・。というのは、初聖体は本当にありがたかったのですが、悩みはこれ

からも続くことになったからです。 

 こうして、迷いの中、私と息子はこれからも生きていくことになりました。この先どう

なっていくか分かりませんが、今後とも、この不信心な私ども親子を静かに見守ってくだ

さい。どうぞよろしくお願いいたします。
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信 徒 総 会 

 

４月１４日（日）ミサ後、信徒総会が開催された。５５名の出席者と委任状２２通とで

総会成立が確認され、議長に MS さん、書記に IN さんが選ばれて議案の審議がスタート

した。 

評議会、各委員会の活動報告と決算報告が承認された後、今後２年間北須磨教会の運営

を担う新諮問評議委員の紹介があった。その後は活動計画と予算が審議され、各々承認を

受けた。また聖マリア御像の設置案説明があり、今後これを具体化する方向であるとの共

通認識が得られた。更に北須磨教会施設使用規則説明なども説明があったが、これに関し

ては周知が十分ではないとの意見が出、新たな評議会のもとで検討を進めることとなった。 

今年度の総会は意見、質問、要望が次々と出され、活発な雰囲気のうちに終了となった。 
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「神のいつくしみの主日」について 

 

「いつくしみ深い父」である神について、キリストにおいて啓示された真理は、と

くに人間に近いお方として神を「見る」ことができるようにします。人間が苦しんで

いるとき、存在と尊厳の中心を脅かされているようなときは殊にそうです。それゆえ

に、教会と世界のおかれている状況のなかで、多くの人も多くの集団も、生き生きと

した信仰心に動かされて、まるで自然に神のいつくしみに向かっています。確かにキ

リスト自身、人々の中に働く霊を通して人々をこのように動かしておられるのです。

「いつくしみ深い父」である神の秘儀はキリストによって現されて、今日の人間を脅

かす多くの脅威の中で、あたかも教会に向けられる呼びかけのようになっています。

人類と現代社会は、実に多くのいつくしみを必要としているのです。気づかずにいて

も、実はいつくしみを必要としているのです。 

        (教皇ヨハネ・パウロ二世回勅『いつくしみ深い神』1981 年より） 

 教皇ヨハネ・パウロ二世は、2000 年の復活節第２主日の４月３０日にシスター・

ファウスティナを列聖されました。この日は教皇様の発表により、教会典礼において

も「神のいつくしみの主日」（この主日の由来はシスター・ファウスティナの日記に

よる）に当たります。 

 1967 年に、当時のクラクフの大司教カロル・ヴォイティワは、ポーランド生まれ

のシスター・ファウスティナの列福調査の第一段階を、成功のうちに終えました。主

に彼の努力と介入のために、聖座は 1978 年 4 月 15 日に、神のいつくしみへの礼拝

についての前の禁止（1959 年から 20 年間）を取り消しました。禁止が取り消された

六ヶ月後に、司教カロル・ヴォイティワ枢機卿は、教皇ヨハネ・パウロ二世になりま

した。 

 1993 年 4 月 18 日のシスター・ファウスティナの列福式の時、教皇ヨハネ・パウロ

二世は新しい福者の使命についてこう言われました。「シスターの使命は続いており、

驚くべき実りを結んでいます。シスターが伝えた、いつくしみ深いイエスへの信心は、

現代の世界においてどれほど広がり、どれほど多くの人々の心を得ていることが、本

当に不思議です。疑いもなく、それは時のしるし、わたしたち二十世紀のしるしなの

です。それは、終わろうとしている今世紀の決算なのです。二十世紀は、過去の時代

の進歩に勝る進歩があると同時に、未来に対する深い不安と憂慮があります。神のい

つくしみ以外に、人々はどこに隠れ場や希望の光を見つけ出すのでしょうか。カトリ

ック信者は、このことをよく知っています」 

 （ショーン・マリア・ライル著、聖母の騎士社、『神のいつくしみへの礼拝』より） 

 

典礼委員会（文責：I）
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諮問評議員退任のあいさつ 

退任のあいさつ 

NS 

2 年間の任期を終了し退任するに当た

り 肩の荷を下ろしたなとの実感に浸っ

ています。 

就任の時、非力の人間ですので何もで

きないと思いますが、と挨拶したのを覚

えていますが、在任中は評議会のメンバ

ー、信徒の皆様のご協力を得て今日を迎

えられました事に心から感謝申し上げま

す。これからも教会が信仰に基ずく広い

視野と豊かな人間性を養いながら力強く

歩んでいくことを願っています。 

 

まず祈ること 

十字架のテレジア・ベネディクタ YK 

皆様の温かいご協力とお祈りによって

無事に任を終えることができましたこと

を心から感謝いたします。２年前の派遣

式で受けた神父様の按手を重く受け止め

ましたが、未経験で知識も何もない私に

できることといえば、まず祈ることだと

思いましたので、教会のために一生懸命

祈りました。学ぶことに精一杯で、ほと

んどお役に立てなかったと反省していま

すが、多くの方々に助けて頂き、大目に

見て頂いていたことを感謝しています。

どうもありがとうございました。 

仕合
し あ

わせ････ 

HT 

 「仕えるように―」と派遣されて二年

が経ちました。どれ程まわりの人々を生

かすことができたのでしょうか。むしろ

皆様に支えられ、助けられ、生かされた

日々に心から感謝致します。「仕合わせ」

と書くことも思い出され、何だかとても

うれしく思います。 

福音宣教チーム“からしだね”の養成

もスタートしました。信仰年を生きる私

たちの共同体が互いに愛し合い、仕え合

い、みことばのうちに一つにされますよ

うに・・・。 

 

感 謝 

TA 

この２年間の会長・副会長のご尽力に

感謝．そして諮問委員間でよく祈ったこ

と，話合いができたことに感謝．失敗や

困難を助けて下さった方々に感謝． 

ただ残念なことに，諮問委員を同一家

族から引き続いて選出できないように規

約改正できませんでした．次々期には未

経験の方，若い方が就任して下さるよう

願います． 

 

共同体として 

KN 

思いがけず諮問委員に選出され、体調

のこともあり案じられましたが、委員の

皆様の支援でなんとか２年間終了しまし

た。今教会の現状にもいろいろと課題が

ありますが、イエスの共同体として信徒

の団結をもってすれば、必ず打開できる

と信じています。 

 

晴天の霹靂より２年 

ガブリエル TH 

「晴天の霹靂」という言葉が本当に頭

に浮かびました。諮問委員選出の電話が

かかってきた時の事です。 

あれから 2 年が過ぎ、今は会長、副会

長と他の諮問委員の皆さんの熱心な働き

にただただ心より感謝するばかりです。

ありがとうございました。 
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2013 年 5 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 

5・ 5(日)９時 

復活節第 6 主日 

  集会祭儀  

松永助祭 IH YS 
NS 

(北) 

①IM 

②UN 

１・４地区 
N・K 

(洗) KR 

 

5・12(日) 9 時 

復活節第7主日 
Fr 春 名 KM TK 

HK 

(南) 

①KN 

②OR 
２地区 

I・H 

(洗) KR 
 

5・19(日)９時 

聖霊降臨の主日 
Fr 松 浦 TM KK 

HT 

(北) 

①KK 

②OM 
２地区 

K・Y 

(洗) KR 
 

5・26(日)９時 

三位一体の主日 

信徒・集会祭儀 

司式：中村 

薦め：平尾 
KT YS 

NS 

YK 

①子供・担当 

②   〃 

(子供 

・担当) 

N・K 

(洗) KR 

集会祭儀

（子供） 

《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。 

 

 

 

 

 

この度の選挙により、新諮問評議員が

以下のように決定しました。 

会 長 TY 

副会長 KY 

IM 

TE 

HK 

HM 

 

 

 

 

☆聖書入門講座☆ 

キリスト教に関心のある人や、聖書を読

んでみたい人のための集いです。信者の人

は、未信者の人を誘って一緒に参加してく

ださい。夕食を共にしてから新約聖書のイ

エスの教えを読み、自由に話し合います。 

日 時：以下の土曜日 18:00～20:30 

     5/11・5/25・6/8・ 

 6/22・ 7/6・7/20 全６回 

 担  当：松浦神父 信徒スタッフ 

 費  用：毎回の食事代 500 円程度 

持ち物：新約聖書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評評 議議 会会 よよ りり  

おお 知知 らら せせ   

編 集 後 記 
 

何もかもが新しく始まる新学期。この季

節、何とはなしにフレッシュな気分になって

います。さて、復活祭が終われば、本格的な

春です。 

とはいえ、今年は寒暖の差が激しくて、つ

い体調を崩したと言う人も多いのではない

でしょうか。どうか皆さま、御自愛下さい。 

（ＧＴＨ） 
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