
    

    

    

私でよければ私でよければ私でよければ私でよければ    

マシエルマシエルマシエルマシエル    神父神父神父神父    

私は私は私は私は 18181818 歳の時に神学校に入り、歳の時に神学校に入り、歳の時に神学校に入り、歳の時に神学校に入り、27272727 歳の歳の歳の歳の 2222 月月月月 6666 日に助祭の叙階を受けました。日に助祭の叙階を受けました。日に助祭の叙階を受けました。日に助祭の叙階を受けました。    

その時、私はその時、私はその時、私はその時、私は 1111 年半ほど日本人や日系人の多い小教区で協力年半ほど日本人や日系人の多い小教区で協力年半ほど日本人や日系人の多い小教区で協力年半ほど日本人や日系人の多い小教区で協力助祭助祭助祭助祭として働きました。として働きました。として働きました。として働きました。    

    そそそその信徒会には日本の伝統もあり、日本の文化を皆守っていました。例えば運動会の信徒会には日本の伝統もあり、日本の文化を皆守っていました。例えば運動会の信徒会には日本の伝統もあり、日本の文化を皆守っていました。例えば運動会の信徒会には日本の伝統もあり、日本の文化を皆守っていました。例えば運動会

や盆踊りや紅白歌合戦などです。日本語のミサが毎月２回あったので、私はローマ字や盆踊りや紅白歌合戦などです。日本語のミサが毎月２回あったので、私はローマ字や盆踊りや紅白歌合戦などです。日本語のミサが毎月２回あったので、私はローマ字や盆踊りや紅白歌合戦などです。日本語のミサが毎月２回あったので、私はローマ字

読みで日本語のミサを読みで日本語のミサを読みで日本語のミサを読みで日本語のミサを祝える祝える祝える祝えるように一生懸命頑張りました。出来るだけひらがなも読ように一生懸命頑張りました。出来るだけひらがなも読ように一生懸命頑張りました。出来るだけひらがなも読ように一生懸命頑張りました。出来るだけひらがなも読

みました。そこから日本と日本人の生活にみました。そこから日本と日本人の生活にみました。そこから日本と日本人の生活にみました。そこから日本と日本人の生活に((((私の私の私の私の))))興味が増してきたと思います。興味が増してきたと思います。興味が増してきたと思います。興味が増してきたと思います。    

    29292929 歳の歳の歳の歳の 6666 月２日、月２日、月２日、月２日、私私私私はもう７人と一緒にはもう７人と一緒にはもう７人と一緒にはもう７人と一緒に司祭になりました。その時、私は司教様司祭になりました。その時、私は司教様司祭になりました。その時、私は司教様司祭になりました。その時、私は司教様

に願いを出して休暇で日本に来てに願いを出して休暇で日本に来てに願いを出して休暇で日本に来てに願いを出して休暇で日本に来て、、、、２か月間東京から五島列島まで巡礼しました。長２か月間東京から五島列島まで巡礼しました。長２か月間東京から五島列島まで巡礼しました。長２か月間東京から五島列島まで巡礼しました。長

崎に行ったとき私は２６聖人殉教者の話を聞き、本当に素晴らしい崎に行ったとき私は２６聖人殉教者の話を聞き、本当に素晴らしい崎に行ったとき私は２６聖人殉教者の話を聞き、本当に素晴らしい崎に行ったとき私は２６聖人殉教者の話を聞き、本当に素晴らしい信仰の経験を味わ信仰の経験を味わ信仰の経験を味わ信仰の経験を味わ

いました。もしかしたらこの経験が、私にいました。もしかしたらこの経験が、私にいました。もしかしたらこの経験が、私にいました。もしかしたらこの経験が、私に、、、、「「「「機会があればこの土地で機会があればこの土地で機会があればこの土地で機会があればこの土地で((((私の私の私の私の))))司祭の使司祭の使司祭の使司祭の使

命を尽くしたい命を尽くしたい命を尽くしたい命を尽くしたい」」」」と感じさせたのではないかと思います。でも神様のと感じさせたのではないかと思います。でも神様のと感じさせたのではないかと思います。でも神様のと感じさせたのではないかと思います。でも神様のごごごご意思意思意思意思に従うほに従うほに従うほに従うほ

かないと思っていました。かないと思っていました。かないと思っていました。かないと思っていました。    

今こうして日本での今こうして日本での今こうして日本での今こうして日本での司牧が続いているのは司牧が続いているのは司牧が続いているのは司牧が続いているのは、その、その、その、その約６年後、池長約６年後、池長約６年後、池長約６年後、池長大大大大司教様司教様司教様司教様がブラジがブラジがブラジがブラジ

ルに来られ、ルに来られ、ルに来られ、ルに来られ、私私私私がががが司教様司教様司教様司教様にお会いした時に、私が日本へ行きたいことをお話ししてかにお会いした時に、私が日本へ行きたいことをお話ししてかにお会いした時に、私が日本へ行きたいことをお話ししてかにお会いした時に、私が日本へ行きたいことをお話ししてか

らです。らです。らです。らです。    

    私は日本に来て以来、誠に幸せな暮らしを受け私は日本に来て以来、誠に幸せな暮らしを受け私は日本に来て以来、誠に幸せな暮らしを受け私は日本に来て以来、誠に幸せな暮らしを受けていますていますていますています。私は日本の教会で、つま。私は日本の教会で、つま。私は日本の教会で、つま。私は日本の教会で、つま

り皆様に、自分の命と自分の使命を捧げるために日本に来ました。り皆様に、自分の命と自分の使命を捧げるために日本に来ました。り皆様に、自分の命と自分の使命を捧げるために日本に来ました。り皆様に、自分の命と自分の使命を捧げるために日本に来ました。    

これからこれからこれからこれから、、、、特に西特に西特に西特に西ブロックの信徒の皆様、私でよければよろしくお願いいたします。ブロックの信徒の皆様、私でよければよろしくお願いいたします。ブロックの信徒の皆様、私でよければよろしくお願いいたします。ブロックの信徒の皆様、私でよければよろしくお願いいたします。    

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                                        

大地に先立って、知恵は生み出されていた大地に先立って、知恵は生み出されていた大地に先立って、知恵は生み出されていた大地に先立って、知恵は生み出されていた（（（（箴言箴言箴言箴言 8888・・・・23232323----24242424）））） 

No.1No.1No.1No.1１１１１9999    

2012012012013333 年年年年 5555 月月月月 22226666 日発行日発行日発行日発行    

発発発発        行行行行    カトリック北須磨教会カトリック北須磨教会カトリック北須磨教会カトリック北須磨教会    

                                    〒〒〒〒654654654654----0151015101510151    

                                    神戸市須磨区北落合神戸市須磨区北落合神戸市須磨区北落合神戸市須磨区北落合 2222----3333----1111    

発行人発行人発行人発行人        松浦松浦松浦松浦    謙謙謙謙////春名春名春名春名    昌哉昌哉昌哉昌哉    

編編編編        集集集集        広報委員会広報委員会広報委員会広報委員会 

マシエル神父様からは手書きの漢字交じり文でマシエル神父様からは手書きの漢字交じり文でマシエル神父様からは手書きの漢字交じり文でマシエル神父様からは手書きの漢字交じり文で原稿を戴き、お電話でニュアンスなどを原稿を戴き、お電話でニュアンスなどを原稿を戴き、お電話でニュアンスなどを原稿を戴き、お電話でニュアンスなどを

お伺いしながら編集部で手を入れさせていただきました。その国語力にはびっくり。お伺いしながら編集部で手を入れさせていただきました。その国語力にはびっくり。お伺いしながら編集部で手を入れさせていただきました。その国語力にはびっくり。お伺いしながら編集部で手を入れさせていただきました。その国語力にはびっくり。    

ブラジルの日系人司牧は日伯司牧協会（ブラジルの日系人司牧は日伯司牧協会（ブラジルの日系人司牧は日伯司牧協会（ブラジルの日系人司牧は日伯司牧協会（PANIBPANIBPANIBPANIB）が中心となって行われており、数千人）が中心となって行われており、数千人）が中心となって行われており、数千人）が中心となって行われており、数千人

の会員がいるとか。マシエル神父様、こちらこその会員がいるとか。マシエル神父様、こちらこその会員がいるとか。マシエル神父様、こちらこその会員がいるとか。マシエル神父様、こちらこそよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。((((編集子編集子編集子編集子))))    
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諮問評議員諮問評議員諮問評議員諮問評議員就任就任就任就任のあいさつのあいさつのあいさつのあいさつ    

    この度、この度、この度、この度、諮問委員の改選ならびに役員の互選があり諮問委員の改選ならびに役員の互選があり諮問委員の改選ならびに役員の互選があり諮問委員の改選ならびに役員の互選があり    TYTYTYTY 会長、会長、会長、会長、KYKYKYKY 副会長ほ副会長ほ副会長ほ副会長ほ

かかかか 6666 名の諮問委員が選出されました。名の諮問委員が選出されました。名の諮問委員が選出されました。名の諮問委員が選出されました。新諮問委員新諮問委員新諮問委員新諮問委員 6666 名の方々名の方々名の方々名の方々ににににご挨拶をいただきました。ご挨拶をいただきました。ご挨拶をいただきました。ご挨拶をいただきました。

会長の任を引き受けて会長の任を引き受けて会長の任を引き受けて会長の任を引き受けて    

        T YT YT YT Y    

これまでも評議会の中に居たり近くでこれまでも評議会の中に居たり近くでこれまでも評議会の中に居たり近くでこれまでも評議会の中に居たり近くで

見ていたりで，多くの方々の尽力に「大見ていたりで，多くの方々の尽力に「大見ていたりで，多くの方々の尽力に「大見ていたりで，多くの方々の尽力に「大

変だなぁ」と感謝の気持ちでいました．変だなぁ」と感謝の気持ちでいました．変だなぁ」と感謝の気持ちでいました．変だなぁ」と感謝の気持ちでいました．    

４月初めに会長の任を引き受けてまず４月初めに会長の任を引き受けてまず４月初めに会長の任を引き受けてまず４月初めに会長の任を引き受けてまず

浮かんだのは，これから２年の間に皆さ浮かんだのは，これから２年の間に皆さ浮かんだのは，これから２年の間に皆さ浮かんだのは，これから２年の間に皆さ

んにどれだけ沢山の協力をお願いするこんにどれだけ沢山の協力をお願いするこんにどれだけ沢山の協力をお願いするこんにどれだけ沢山の協力をお願いするこ

とになるのだろとになるのだろとになるのだろとになるのだろうと云う思いです．うと云う思いです．うと云う思いです．うと云う思いです．    

評議会の役目は宣教司牧のための裏方評議会の役目は宣教司牧のための裏方評議会の役目は宣教司牧のための裏方評議会の役目は宣教司牧のための裏方    

仕事をすることにあると考えています．仕事をすることにあると考えています．仕事をすることにあると考えています．仕事をすることにあると考えています．    

ところがそのための組織であると割り切ところがそのための組織であると割り切ところがそのための組織であると割り切ところがそのための組織であると割り切    

って諸事に応接してしまうとどこかお役って諸事に応接してしまうとどこかお役って諸事に応接してしまうとどこかお役って諸事に応接してしまうとどこかお役    

所的な気分になってしまいますし，反対所的な気分になってしまいますし，反対所的な気分になってしまいますし，反対所的な気分になってしまいますし，反対    

にボランティアと思ってしまうと周りとにボランティアと思ってしまうと周りとにボランティアと思ってしまうと周りとにボランティアと思ってしまうと周りと    

の調整のとれた行動をし難くなりそうでの調整のとれた行動をし難くなりそうでの調整のとれた行動をし難くなりそうでの調整のとれた行動をし難くなりそうで    

す．もちろん，神父様方の判断を何かとす．もちろん，神父様方の判断を何かとす．もちろん，神父様方の判断を何かとす．もちろん，神父様方の判断を何かと    

仰ぎながらの日々になるのですが，何よ仰ぎながらの日々になるのですが，何よ仰ぎながらの日々になるのですが，何よ仰ぎながらの日々になるのですが，何よ    

りも有り難いのは頼み事を快く引き受けりも有り難いのは頼み事を快く引き受けりも有り難いのは頼み事を快く引き受けりも有り難いのは頼み事を快く引き受け    

て下さいますことですので，「さてどうて下さいますことですので，「さてどうて下さいますことですので，「さてどうて下さいますことですので，「さてどう    

したものか」と会長が思い倦ねている時したものか」と会長が思い倦ねている時したものか」と会長が思い倦ねている時したものか」と会長が思い倦ねている時    

には，どうかよろしくお願いします．には，どうかよろしくお願いします．には，どうかよろしくお願いします．には，どうかよろしくお願いします．    

『『『『神の国』神の国』神の国』神の国』へへへへ    

        ラファエララファエララファエララファエラ    K YK YK YK Y    

諮問委員との知らせを受けて１ヶ月間諮問委員との知らせを受けて１ヶ月間諮問委員との知らせを受けて１ヶ月間諮問委員との知らせを受けて１ヶ月間

は、アナニアのように神のご計画に気乗は、アナニアのように神のご計画に気乗は、アナニアのように神のご計画に気乗は、アナニアのように神のご計画に気乗

りがしませんでした。『神は行け。』と。りがしませんでした。『神は行け。』と。りがしませんでした。『神は行け。』と。りがしませんでした。『神は行け。』と。    

アナニアは神を信じ気持ちを切り替えアナニアは神を信じ気持ちを切り替えアナニアは神を信じ気持ちを切り替えアナニアは神を信じ気持ちを切り替え

出かけました。アナニアを見習い、今期出かけました。アナニアを見習い、今期出かけました。アナニアを見習い、今期出かけました。アナニアを見習い、今期

の教会編成をＳＬ列車に例えてみました。の教会編成をＳＬ列車に例えてみました。の教会編成をＳＬ列車に例えてみました。の教会編成をＳＬ列車に例えてみました。    

気動車には会長・末尾には車掌の私が気動車には会長・末尾には車掌の私が気動車には会長・末尾には車掌の私が気動車には会長・末尾には車掌の私が

乗り、その間には執行委員・諮問委員が乗り、その間には執行委員・諮問委員が乗り、その間には執行委員・諮問委員が乗り、その間には執行委員・諮問委員が

控え、いずれかの車両へ皆様に乗り合わ控え、いずれかの車両へ皆様に乗り合わ控え、いずれかの車両へ皆様に乗り合わ控え、いずれかの車両へ皆様に乗り合わ

せて頂き、共に祈り・学び・喜びや悲しせて頂き、共に祈り・学び・喜びや悲しせて頂き、共に祈り・学び・喜びや悲しせて頂き、共に祈り・学び・喜びや悲し

みを共有し合って運行できたらいいなとみを共有し合って運行できたらいいなとみを共有し合って運行できたらいいなとみを共有し合って運行できたらいいなと

思います。この列車はダイアグラ思います。この列車はダイアグラ思います。この列車はダイアグラ思います。この列車はダイアグラムムムムに載に載に載に載

っていないかも知れません。もしかしたっていないかも知れません。もしかしたっていないかも知れません。もしかしたっていないかも知れません。もしかした

ら銀河へ飛び出してしまうかも。車掌はら銀河へ飛び出してしまうかも。車掌はら銀河へ飛び出してしまうかも。車掌はら銀河へ飛び出してしまうかも。車掌は

車窓風景に見とれ職務を忘れる時がある車窓風景に見とれ職務を忘れる時がある車窓風景に見とれ職務を忘れる時がある車窓風景に見とれ職務を忘れる時がある

かも知れません。急ぐ人は新幹線で仕事かも知れません。急ぐ人は新幹線で仕事かも知れません。急ぐ人は新幹線で仕事かも知れません。急ぐ人は新幹線で仕事

をなさり再乗車して下さい、ゆっくり走をなさり再乗車して下さい、ゆっくり走をなさり再乗車して下さい、ゆっくり走をなさり再乗車して下さい、ゆっくり走

っていますから。困ったことが起こればっていますから。困ったことが起こればっていますから。困ったことが起こればっていますから。困ったことが起これば

小さな声ででも呼びかけて下さい。まだ小さな声ででも呼びかけて下さい。まだ小さな声ででも呼びかけて下さい。まだ小さな声ででも呼びかけて下さい。まだ

隠された賜物をお持ちの方は発揮して下隠された賜物をお持ちの方は発揮して下隠された賜物をお持ちの方は発揮して下隠された賜物をお持ちの方は発揮して下

さい。新たな発見の旅へ出発しましょう。さい。新たな発見の旅へ出発しましょう。さい。新たな発見の旅へ出発しましょう。さい。新たな発見の旅へ出発しましょう。    

確かな行先は『神の国』です。確かな行先は『神の国』です。確かな行先は『神の国』です。確かな行先は『神の国』です。    

ヨナのこころでヨナのこころでヨナのこころでヨナのこころで    

マリアマリアマリアマリア    I MI MI MI M    

教会では、たくさんの仕事があり、重教会では、たくさんの仕事があり、重教会では、たくさんの仕事があり、重教会では、たくさんの仕事があり、重

複しての役割りはよくあることですが、複しての役割りはよくあることですが、複しての役割りはよくあることですが、複しての役割りはよくあることですが、

「働ける人が少なくなっている」と聞き、「働ける人が少なくなっている」と聞き、「働ける人が少なくなっている」と聞き、「働ける人が少なくなっている」と聞き、

ドキッ！まさか！！諮問委員というなじドキッ！まさか！！諮問委員というなじドキッ！まさか！！諮問委員というなじドキッ！まさか！！諮問委員というなじ

みにくい名みにくい名みにくい名みにくい名前だけは遠ざかりたいという前だけは遠ざかりたいという前だけは遠ざかりたいという前だけは遠ざかりたいという

思いで、あれやこれや逃げる事ばかりを思いで、あれやこれや逃げる事ばかりを思いで、あれやこれや逃げる事ばかりを思いで、あれやこれや逃げる事ばかりを

思いめぐらし、疲れました。まさかが本思いめぐらし、疲れました。まさかが本思いめぐらし、疲れました。まさかが本思いめぐらし、疲れました。まさかが本

当になり、電話がきたときはショックで当になり、電話がきたときはショックで当になり、電話がきたときはショックで当になり、電話がきたときはショックで
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したが、なぜか今は悩む必要もなくなり、したが、なぜか今は悩む必要もなくなり、したが、なぜか今は悩む必要もなくなり、したが、なぜか今は悩む必要もなくなり、

平安な毎日です。旧約のヨナのようです。平安な毎日です。旧約のヨナのようです。平安な毎日です。旧約のヨナのようです。平安な毎日です。旧約のヨナのようです。

こんな私ですが、少しでも何かのお役にこんな私ですが、少しでも何かのお役にこんな私ですが、少しでも何かのお役にこんな私ですが、少しでも何かのお役に

立てればうれしく思います。よろしくお立てればうれしく思います。よろしくお立てればうれしく思います。よろしくお立てればうれしく思います。よろしくお

願いします。願いします。願いします。願いします。    

共に共に共に共に    

T ET ET ET E    

    今回の選挙で、諮問委員に選出されま今回の選挙で、諮問委員に選出されま今回の選挙で、諮問委員に選出されま今回の選挙で、諮問委員に選出されま

したが、私は、”断る自由はない”といしたが、私は、”断る自由はない”といしたが、私は、”断る自由はない”といしたが、私は、”断る自由はない”とい

う思い込みだけで、引き受けました。う思い込みだけで、引き受けました。う思い込みだけで、引き受けました。う思い込みだけで、引き受けました。    

したがって、何の覚悟も抱負も無くしたがって、何の覚悟も抱負も無くしたがって、何の覚悟も抱負も無くしたがって、何の覚悟も抱負も無く    

・・・・・・・・・・・・・・・・    という状態でいたのですが、という状態でいたのですが、という状態でいたのですが、という状態でいたのですが、

選出された事実を、選出された事実を、選出された事実を、選出された事実を、神様のみ旨として受神様のみ旨として受神様のみ旨として受神様のみ旨として受

け止めなおし、全ての出来事を益としてけ止めなおし、全ての出来事を益としてけ止めなおし、全ての出来事を益としてけ止めなおし、全ての出来事を益として

下さる主に信頼し、愛されているものら下さる主に信頼し、愛されているものら下さる主に信頼し、愛されているものら下さる主に信頼し、愛されているものら

しく、愛を持って、愛のうちに、この役しく、愛を持って、愛のうちに、この役しく、愛を持って、愛のうちに、この役しく、愛を持って、愛のうちに、この役

を、教会の兄弟姉妹と共に、果たして行を、教会の兄弟姉妹と共に、果たして行を、教会の兄弟姉妹と共に、果たして行を、教会の兄弟姉妹と共に、果たして行

きたいと思っています。きたいと思っています。きたいと思っています。きたいと思っています。    

    ２年間宜しくお願いします。２年間宜しくお願いします。２年間宜しくお願いします。２年間宜しくお願いします。    

        ふたたび選ばれてふたたび選ばれてふたたび選ばれてふたたび選ばれて    

ヴィンセンシオ・ア・パウロヴィンセンシオ・ア・パウロヴィンセンシオ・ア・パウロヴィンセンシオ・ア・パウロ    H HH HH HH H    

    2222 年前、諮問委員退任の挨拶で年前、諮問委員退任の挨拶で年前、諮問委員退任の挨拶で年前、諮問委員退任の挨拶で MAKE MAKE MAKE MAKE 

ROOM FOR THE NEXTROOM FOR THE NEXTROOM FOR THE NEXTROOM FOR THE NEXT と書いたので、と書いたので、と書いたので、と書いたので、

もう選ばれないと思っていたから、連絡もう選ばれないと思っていたから、連絡もう選ばれないと思っていたから、連絡もう選ばれないと思っていたから、連絡

があったときは正直困惑しました。いろがあったときは正直困惑しました。いろがあったときは正直困惑しました。いろがあったときは正直困惑しました。いろ

いろの事情で断ることができず、引き受いろの事情で断ることができず、引き受いろの事情で断ることができず、引き受いろの事情で断ることができず、引き受

けることにしましたが、これからの２年けることにしましたが、これからの２年けることにしましたが、これからの２年けることにしましたが、これからの２年

間間間間で、新しい人が選出されるような仕組で、新しい人が選出されるような仕組で、新しい人が選出されるような仕組で、新しい人が選出されるような仕組

み作りに努力したいと思います。み作りに努力したいと思います。み作りに努力したいと思います。み作りに努力したいと思います。    

いま何をいま何をいま何をいま何を????    

ヨセフヨセフヨセフヨセフ    H KH KH KH K    

もう選ばれないだろうと思っていたらもう選ばれないだろうと思っていたらもう選ばれないだろうと思っていたらもう選ばれないだろうと思っていたら

またまたまたまた選ばれました。私を推していただい選ばれました。私を推していただい選ばれました。私を推していただい選ばれました。私を推していただい

た皆様の思い、そして神様の思いは何だた皆様の思い、そして神様の思いは何だた皆様の思い、そして神様の思いは何だた皆様の思い、そして神様の思いは何だ

ろうと自問しています。ろうと自問しています。ろうと自問しています。ろうと自問しています。新システム新システム新システム新システム((((公選公選公選公選

制制制制))))になってになってになってになって十期目十期目十期目十期目、、、、色々見直すこと色々見直すこと色々見直すこと色々見直すこと、、、、充充充充

実させることはありそうです。実させることはありそうです。実させることはありそうです。実させることはありそうです。ゆっくりゆっくりゆっくりゆっくり

歩んでゆきます。歩んでゆきます。歩んでゆきます。歩んでゆきます。よろしくよろしくよろしくよろしくお願いしますお願いしますお願いしますお願いします。。。。

2013201320132013 年年年年 6666 月・典礼奉仕担当者表月・典礼奉仕担当者表月・典礼奉仕担当者表月・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    

６６６６････    ２２２２((((日日日日))))９時９時９時９時    

キリストの聖体キリストの聖体キリストの聖体キリストの聖体    

FrFrFrFr....マシエルマシエルマシエルマシエル    T YT YT YT Y    T KT KT KT K    

Y KY KY KY K    

((((南南南南))))    

①①①①S TS TS TS T    

②②②②K SK SK SK S    

３・６３・６３・６３・６BBBB    

・７地区・７地区・７地区・７地区    

IIII・・・・HHHH    

((((洗洗洗洗) ) ) ) T YT YT YT Y    

    

６６６６････    ９日９日９日９日) ) ) )     

年間第年間第年間第年間第 10101010 主日主日主日主日    

            （（（（    淡路市淡路市淡路市淡路市にて神戸地区大会のため北須磨教会でのミサはありませんにて神戸地区大会のため北須磨教会でのミサはありませんにて神戸地区大会のため北須磨教会でのミサはありませんにて神戸地区大会のため北須磨教会でのミサはありません    ））））        

６６６６････16(16(16(16(日日日日))))９時９時９時９時    

年間第１年間第１年間第１年間第１1111 主日主日主日主日    

FrFrFrFr....春春春春    名名名名    N YN YN YN Y    KKKK        KKKK    

I RI RI RI R    

((((北北北北))))    

①①①①S YS YS YS Y    

②②②②K TK TK TK T    

５地区５地区５地区５地区    

KKKK・・・・YYYY    

((((洗洗洗洗) ) ) ) T YT YT YT Y    

    

６６６６････23232323((((日日日日))))９時９時９時９時    

    年間第年間第年間第年間第 12121212 主日主日主日主日    

FrFrFrFr....松松松松    浦浦浦浦    

((((子供ミサ子供ミサ子供ミサ子供ミサ    

・担・担・担・担当当当当))))    

Y SY SY SY S    

K TK TK TK T    

((((南南南南))))    

    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            〃〃〃〃                        

((((子供ミサ子供ミサ子供ミサ子供ミサ    

・担当・担当・担当・担当))))    

NNNN・・・・KKKK    

((((洗洗洗洗) ) ) ) T YT YT YT Y    

子供ミサ子供ミサ子供ミサ子供ミサ    

６６６６････30303030((((日日日日))))９時９時９時９時    

    年間第年間第年間第年間第 13131313 主日主日主日主日    

FrFrFrFr....松松松松    浦浦浦浦    N SN SN SN S    T KT KT KT K    

N YN YN YN Y    

            ((((北北北北))))    

①①①①T HT HT HT H    

②②②②S AS AS AS A    

６６６６AAAA 地区地区地区地区    

IIII・・・・HHHH    

((((洗洗洗洗) ) ) ) T YT YT YT Y    
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「光の神秘」について「光の神秘」について「光の神秘」について「光の神秘」について    

わたしは、あらゆる境遇にあるすべての兄弟・姉妹の皆さん、キリスト者の家族、病気の人わたしは、あらゆる境遇にあるすべての兄弟・姉妹の皆さん、キリスト者の家族、病気の人わたしは、あらゆる境遇にあるすべての兄弟・姉妹の皆さん、キリスト者の家族、病気の人わたしは、あらゆる境遇にあるすべての兄弟・姉妹の皆さん、キリスト者の家族、病気の人

ややややお年寄り、そして若者たちに申し上げます。信頼をもって、もう一度ロザリオを手にとってお年寄り、そして若者たちに申し上げます。信頼をもって、もう一度ロザリオを手にとってお年寄り、そして若者たちに申し上げます。信頼をもって、もう一度ロザリオを手にとってお年寄り、そして若者たちに申し上げます。信頼をもって、もう一度ロザリオを手にとって

ください。聖書の光の下で、典礼との調和のうちに、そして皆さんの日々の生活の状況の中で、ください。聖書の光の下で、典礼との調和のうちに、そして皆さんの日々の生活の状況の中で、ください。聖書の光の下で、典礼との調和のうちに、そして皆さんの日々の生活の状況の中で、ください。聖書の光の下で、典礼との調和のうちに、そして皆さんの日々の生活の状況の中で、

ロザリオを再発見してください。このわたしの呼びかけを耳にしない人がありませんように。ロザリオを再発見してください。このわたしの呼びかけを耳にしない人がありませんように。ロザリオを再発見してください。このわたしの呼びかけを耳にしない人がありませんように。ロザリオを再発見してください。このわたしの呼びかけを耳にしない人がありませんように。

わたしはこの使徒的書簡をおとめマリアの賢明なみ手にゆだねます。わたしはこの使徒的書簡をおとめマリアの賢明なみ手にゆだねます。わたしはこの使徒的書簡をおとめマリアの賢明なみ手にゆだねます。わたしはこの使徒的書簡をおとめマリアの賢明なみ手にゆだねます。    

（教皇ヨハネ・パウロ二世使徒的書簡『おとめマリアのロザリオ』（教皇ヨハネ・パウロ二世使徒的書簡『おとめマリアのロザリオ』（教皇ヨハネ・パウロ二世使徒的書簡『おとめマリアのロザリオ』（教皇ヨハネ・パウロ二世使徒的書簡『おとめマリアのロザリオ』2002200220022002 年より）年より）年より）年より）    

教皇ヨハネ・パウロ二世は、使徒的書簡『おとめマリアのロザリオ』で、このマリア信教皇ヨハネ・パウロ二世は、使徒的書簡『おとめマリアのロザリオ』で、このマリア信教皇ヨハネ・パウロ二世は、使徒的書簡『おとめマリアのロザリオ』で、このマリア信教皇ヨハネ・パウロ二世は、使徒的書簡『おとめマリアのロザリオ』で、このマリア信

心のキリスト的な性格を考え、伝統的に黙想心のキリスト的な性格を考え、伝統的に黙想心のキリスト的な性格を考え、伝統的に黙想心のキリスト的な性格を考え、伝統的に黙想されてきた十五の神秘に「光の神秘」と呼ぶされてきた十五の神秘に「光の神秘」と呼ぶされてきた十五の神秘に「光の神秘」と呼ぶされてきた十五の神秘に「光の神秘」と呼ぶ

五つの新しい神秘を加えられました五つの新しい神秘を加えられました五つの新しい神秘を加えられました五つの新しい神秘を加えられました（（（（2002200220022002 年年年年 10101010 月月月月 16161616 日）日）日）日）。。。。    

第一の黙想第一の黙想第一の黙想第一の黙想    イエス、ヨルダン川で洗礼を受ける。イエス、ヨルダン川で洗礼を受ける。イエス、ヨルダン川で洗礼を受ける。イエス、ヨルダン川で洗礼を受ける。    

        イエスがヨルダン川で洗礼を受けられると、聖霊がくだり、「あなたはわたしの愛すイエスがヨルダン川で洗礼を受けられると、聖霊がくだり、「あなたはわたしの愛すイエスがヨルダン川で洗礼を受けられると、聖霊がくだり、「あなたはわたしの愛すイエスがヨルダン川で洗礼を受けられると、聖霊がくだり、「あなたはわたしの愛す

る子」という御父の声が聞こえました。この一連をささげて、洗礼の恵みを神に感謝し、る子」という御父の声が聞こえました。この一連をささげて、洗礼の恵みを神に感謝し、る子」という御父の声が聞こえました。この一連をささげて、洗礼の恵みを神に感謝し、る子」という御父の声が聞こえました。この一連をささげて、洗礼の恵みを神に感謝し、

聖霊に導かれて、神の子としていきることができるよう、聖母マリアの取り次ぎによって聖霊に導かれて、神の子としていきることができるよう、聖母マリアの取り次ぎによって聖霊に導かれて、神の子としていきることができるよう、聖母マリアの取り次ぎによって聖霊に導かれて、神の子としていきることができるよう、聖母マリアの取り次ぎによって

願いましょう。願いましょう。願いましょう。願いましょう。    

第二の黙想第二の黙想第二の黙想第二の黙想    イエス、カナの婚礼で最初のしるしを行う。イエス、カナの婚礼で最初のしるしを行う。イエス、カナの婚礼で最初のしるしを行う。イエス、カナの婚礼で最初のしるしを行う。    

        イエスは、母マリアのとりなしに応え、カナの婚礼でイエスは、母マリアのとりなしに応え、カナの婚礼でイエスは、母マリアのとりなしに応え、カナの婚礼でイエスは、母マリアのとりなしに応え、カナの婚礼で水をぶどう酒に変えて、弟子た水をぶどう酒に変えて、弟子た水をぶどう酒に変えて、弟子た水をぶどう酒に変えて、弟子た

ちの信じる心を開いてくださいました。この一連をささげて、イエスへの信仰を深めるこちの信じる心を開いてくださいました。この一連をささげて、イエスへの信仰を深めるこちの信じる心を開いてくださいました。この一連をささげて、イエスへの信仰を深めるこちの信じる心を開いてくださいました。この一連をささげて、イエスへの信仰を深めるこ

とができるよう、聖母マリアの取り次ぎによって願いましょう。とができるよう、聖母マリアの取り次ぎによって願いましょう。とができるよう、聖母マリアの取り次ぎによって願いましょう。とができるよう、聖母マリアの取り次ぎによって願いましょう。    

第三の黙想第三の黙想第三の黙想第三の黙想    イエス、神の国の到来を告げ人々を回心に招く。イエス、神の国の到来を告げ人々を回心に招く。イエス、神の国の到来を告げ人々を回心に招く。イエス、神の国の到来を告げ人々を回心に招く。    

        イエスは、神の国の到来を告げ、人々を回心に招き、神のいつくしみを現してくださイエスは、神の国の到来を告げ、人々を回心に招き、神のいつくしみを現してくださイエスは、神の国の到来を告げ、人々を回心に招き、神のいつくしみを現してくださイエスは、神の国の到来を告げ、人々を回心に招き、神のいつくしみを現してくださ

いました。この一連をささげて、イエスの招きに応え、心から悔い改めて、福音を信じるいました。この一連をささげて、イエスの招きに応え、心から悔い改めて、福音を信じるいました。この一連をささげて、イエスの招きに応え、心から悔い改めて、福音を信じるいました。この一連をささげて、イエスの招きに応え、心から悔い改めて、福音を信じる

ことができるよう、聖母マリアの取り次ぎによって願いましょう。ことができるよう、聖母マリアの取り次ぎによって願いましょう。ことができるよう、聖母マリアの取り次ぎによって願いましょう。ことができるよう、聖母マリアの取り次ぎによって願いましょう。    

第四の黙想第四の黙想第四の黙想第四の黙想    イエス、タボル山で栄光の姿を現す。イエス、タボル山で栄光の姿を現す。イエス、タボル山で栄光の姿を現す。イエス、タボル山で栄光の姿を現す。    

        イエスは、タイエスは、タイエスは、タイエスは、タボル山で三人の弟子たちに栄光の姿を現し、困難を乗り越える希望の光ボル山で三人の弟子たちに栄光の姿を現し、困難を乗り越える希望の光ボル山で三人の弟子たちに栄光の姿を現し、困難を乗り越える希望の光ボル山で三人の弟子たちに栄光の姿を現し、困難を乗り越える希望の光

を示してくださいました。この一連をささげて、主の変容を心に刻み、イエスに聞きしたを示してくださいました。この一連をささげて、主の変容を心に刻み、イエスに聞きしたを示してくださいました。この一連をささげて、主の変容を心に刻み、イエスに聞きしたを示してくださいました。この一連をささげて、主の変容を心に刻み、イエスに聞きした

がうことができるよう、聖母マリアの取り次ぎによって願いましょう。がうことができるよう、聖母マリアの取り次ぎによって願いましょう。がうことができるよう、聖母マリアの取り次ぎによって願いましょう。がうことができるよう、聖母マリアの取り次ぎによって願いましょう。    

第五の黙想第五の黙想第五の黙想第五の黙想    イエス、最後の晩さんで聖体の秘跡を制定する。イエス、最後の晩さんで聖体の秘跡を制定する。イエス、最後の晩さんで聖体の秘跡を制定する。イエス、最後の晩さんで聖体の秘跡を制定する。    

        イエスは、最後の晩さんで、救いのいけにえ、永遠のいのちの糧として、パンとぶどイエスは、最後の晩さんで、救いのいけにえ、永遠のいのちの糧として、パンとぶどイエスは、最後の晩さんで、救いのいけにえ、永遠のいのちの糧として、パンとぶどイエスは、最後の晩さんで、救いのいけにえ、永遠のいのちの糧として、パンとぶど

う酒を用いて聖体の秘跡を定め、人類に対する愛の記念を残してくださいました。この一う酒を用いて聖体の秘跡を定め、人類に対する愛の記念を残してくださいました。この一う酒を用いて聖体の秘跡を定め、人類に対する愛の記念を残してくださいました。この一う酒を用いて聖体の秘跡を定め、人類に対する愛の記念を残してくださいました。この一

連をささげて、すべてを与え尽くされたイエスの愛に日々ならうことができるよう、聖母連をささげて、すべてを与え尽くされたイエスの愛に日々ならうことができるよう、聖母連をささげて、すべてを与え尽くされたイエスの愛に日々ならうことができるよう、聖母連をささげて、すべてを与え尽くされたイエスの愛に日々ならうことができるよう、聖母

マリマリマリマリアの取り次ぎによって願いましょう。アの取り次ぎによって願いましょう。アの取り次ぎによって願いましょう。アの取り次ぎによって願いましょう。    

（カトリック中央協議会「ロザリオの祈り」より）（カトリック中央協議会「ロザリオの祈り」より）（カトリック中央協議会「ロザリオの祈り」より）（カトリック中央協議会「ロザリオの祈り」より）    

                                                                                                        典礼委員会典礼委員会典礼委員会典礼委員会    （文責：（文責：（文責：（文責：IIII））））
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5/125/125/125/12 の評議会では次のような事を話の評議会では次のような事を話の評議会では次のような事を話の評議会では次のような事を話

し合いました。し合いました。し合いました。し合いました。    

・評議会書記・評議会書記・評議会書記・評議会書記にににに Y KY KY KY K さんをお願いしましさんをお願いしましさんをお願いしましさんをお願いしまし

た。た。た。た。    

・昨年度「西区のミサ」の費用・昨年度「西区のミサ」の費用・昨年度「西区のミサ」の費用・昨年度「西区のミサ」の費用((((約約約約 6666 万円万円万円万円))))

をををを 3333 教会で等分することにしました。教会で等分することにしました。教会で等分することにしました。教会で等分することにしました。 

・洲本教会・洲本教会・洲本教会・洲本教会のののの地震被害地震被害地震被害地震被害へへへへののののおおおお見舞見舞見舞見舞を出すを出すを出すを出す

ことにしました。ことにしました。ことにしました。ことにしました。    

・神戸地区宣教司牧評議会費用・神戸地区宣教司牧評議会費用・神戸地区宣教司牧評議会費用・神戸地区宣教司牧評議会費用の分担金の分担金の分担金の分担金

(8.2(8.2(8.2(8.2 万円万円万円万円))))を支出します。を支出します。を支出します。を支出します。    

・神戸地区養成委員・神戸地区養成委員・神戸地区養成委員・神戸地区養成委員にににに H KH KH KH K さん、さん、さん、さん、T ET ET ET E ささささ

んを派遣します。んを派遣します。んを派遣します。んを派遣します。    

・西ブロック監事・西ブロック監事・西ブロック監事・西ブロック監事にににに T IT IT IT I さんとさんとさんとさんと T NT NT NT N さんさんさんさん

を選出しました。を選出しました。を選出しました。を選出しました。    

・神戸地区大会借上げバス等の諸準備・神戸地区大会借上げバス等の諸準備・神戸地区大会借上げバス等の諸準備・神戸地区大会借上げバス等の諸準備をををを

すすめすすめすすめすすめる。る。る。る。((((予算約予算約予算約予算約 10101010 万円万円万円万円))))    

・トイレ・トイレ・トイレ・トイレが汚れが汚れが汚れが汚れやすいやすいやすいやすいのでよくのでよくのでよくのでよく利用利用利用利用するするするする

方に清掃協力をお願いしてみる。方に清掃協力をお願いしてみる。方に清掃協力をお願いしてみる。方に清掃協力をお願いしてみる。    

・緊急的な・緊急的な・緊急的な・緊急的な出費は委員会等で話し合って出費は委員会等で話し合って出費は委員会等で話し合って出費は委員会等で話し合って

いただいた上いただいた上いただいた上いただいた上でででで評議会で評議会で評議会で評議会で承認承認承認承認する。する。する。する。    

・・・・新新新新教皇様の写真教皇様の写真教皇様の写真教皇様の写真をまもなくをまもなくをまもなくをまもなく掲出掲出掲出掲出します。します。します。します。    

・・・・司祭が常駐することとなったので司祭が常駐することとなったので司祭が常駐することとなったので司祭が常駐することとなったので電話電話電話電話

はははは一旦一旦一旦一旦転送転送転送転送をををを休止休止休止休止します。します。します。します。    

詳しくは掲示板の議事録をご覧ください。詳しくは掲示板の議事録をご覧ください。詳しくは掲示板の議事録をご覧ください。詳しくは掲示板の議事録をご覧ください。    

議事録議事録議事録議事録でででで不明な点、詳細については不明な点、詳細については不明な点、詳細については不明な点、詳細については評議評議評議評議

会メンバーにお尋ね下さい．会メンバーにお尋ね下さい．会メンバーにお尋ね下さい．会メンバーにお尋ね下さい．    

    

    

    

((((文責文責文責文責::::編集編集編集編集部部部部))))    

    

    

    

・・・・5555 月月月月 12121212 日日日日（日）（日）（日）（日）    

ヨハネヨハネヨハネヨハネ    ボスコボスコボスコボスコ    Y KY KY KY K さまさまさまさま(6B(6B(6B(6B 地区地区地区地区))))    

・・・・5555 月月月月 21212121 日（火）日（火）日（火）日（火）    

ルチアルチアルチアルチア    Y MY MY MY M 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心の平安をお祈永遠の安息とご遺族の心の平安をお祈永遠の安息とご遺族の心の平安をお祈永遠の安息とご遺族の心の平安をお祈

りします。りします。りします。りします。    

    

    

    

・神戸地区大会・神戸地区大会・神戸地区大会・神戸地区大会    

    6666 月月月月 9999 日日日日((((日日日日))))    13131313：：：：00000000～～～～16161616：：：：22220000    

        淡路市立淡路市立淡路市立淡路市立しづかホールしづかホールしづかホールしづかホールにてにてにてにて((((駐車場有駐車場有駐車場有駐車場有))))    

9:30 9:30 9:30 9:30 北須磨文化ｾﾝﾀｰ北側公園ﾊﾞｽ出発北須磨文化ｾﾝﾀｰ北側公園ﾊﾞｽ出発北須磨文化ｾﾝﾀｰ北側公園ﾊﾞｽ出発北須磨文化ｾﾝﾀｰ北側公園ﾊﾞｽ出発    

            北須磨教会でのミサはありません。北須磨教会でのミサはありません。北須磨教会でのミサはありません。北須磨教会でのミサはありません。    

        詳しくは入口のポスターにて詳しくは入口のポスターにて詳しくは入口のポスターにて詳しくは入口のポスターにて    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

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     帰帰帰帰帰帰帰帰 天天天天天天天天 ささささささささ れれれれれれれれ まままままままま しししししししし たたたたたたたた         

編編編編    集集集集    後後後後    記記記記    

相次いでお二人のお年寄りが天国に旅立

たれました。一人はご婦人、一人は男性。 

一人は若い時に洗礼を受け沢山の信者の

ご家族に囲まれ、一人は高齢になってから

洗礼を受け家族の中でただ一人の信者。 

一人は元気でほぼ毎週ごミサに来られ信

徒の皆様に囲まれ、一人はここ数年病に倒

れベットの上で話すことも不自由だった。 

でも共通していたのはにじみ出る深い信

仰。おばあちゃんはいつもニコニコと、お

じいさんはキリッとした鋭い目で信仰の

喜びを語っていた。きっと今頃は天国で

「まあこんなところでお出会いして」とか

言いながら北須磨教会のことを語り合っ

ているのだろう。     （KJH） 

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         
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日日日日 ・・・・ 曜日曜日曜日曜日 2013

6/16/16/16/1 土 教会清掃なし 英語クラブ（14～16) 

2222 日日日日 キリストの聖体　ミサ9:00～キリストの聖体　ミサ9:00～キリストの聖体　ミサ9:00～キリストの聖体　ミサ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 信仰講座（ミサ後）　典礼委員会信仰講座（ミサ後）　典礼委員会信仰講座（ミサ後）　典礼委員会信仰講座（ミサ後）　典礼委員会

マシエル神父さま歓迎会マシエル神父さま歓迎会マシエル神父さま歓迎会マシエル神父さま歓迎会 神戸地区社会活動委員会(１4～　於 北須磨)神戸地区社会活動委員会(１4～　於 北須磨)神戸地区社会活動委員会(１4～　於 北須磨)神戸地区社会活動委員会(１4～　於 北須磨)

3333 月 卓球(13～17)

4444 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～）

５５５５ 水

６６６６ 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)

7777 金 主日の聖書を読む会（13～）

8888 土 教会清掃(第５地区) 英語クラブ（14～16) 聖書入門講座（18～）

9999 日日日日 年間第１０主日　神戸地区大会（北須磨教会のミサはありません）年間第１０主日　神戸地区大会（北須磨教会のミサはありません）年間第１０主日　神戸地区大会（北須磨教会のミサはありません）年間第１０主日　神戸地区大会（北須磨教会のミサはありません）

10101010 月 卓球(13～17)

11111111 火 カテキズム勉強会（１0:30～） 霊的読書会（13～） 社会活動センター炊き出し(9：30～)　

12121212 水

13131313 木 キリシタン史講座（10～） オカリナ(13～15) 卓球(13～17)

14141414 金 主日の聖書を読む会（13～）

15151515 土 教会清掃なし 英語クラブ（14～16) 

16161616 日日日日 年間第１１主日　ミサ9:00～年間第１１主日　ミサ9:00～年間第１１主日　ミサ9:00～年間第１１主日　ミサ9:00～ 信仰講座（ミサ後）信仰講座（ミサ後）信仰講座（ミサ後）信仰講座（ミサ後） 評議会（ミサ後）　からしだね講座（14～）評議会（ミサ後）　からしだね講座（14～）評議会（ミサ後）　からしだね講座（14～）評議会（ミサ後）　からしだね講座（14～）

西ブロック連絡会(14～　於　北須磨)西ブロック連絡会(14～　於　北須磨)西ブロック連絡会(14～　於　北須磨)西ブロック連絡会(14～　於　北須磨)

17171717 月 卓球(13～17)

18181818 火 カテキズム勉強会（１0:30～） 霊的読書会（13～）

19191919 水

20202020 木 病者高齢者訪問（チーム北須磨　13～） 卓球(13～17)

21212121 金 主日の聖書を読む会（13～）

22222222 土 教会清掃(第６Ａ地区) 英語クラブ（14～16) 聖書入門講座（18～）

23232323 日日日日 年間第１２主日　ミサ9:00～年間第１２主日　ミサ9:00～年間第１２主日　ミサ9:00～年間第１２主日　ミサ9:00～ 信仰講座（ミサ後）信仰講座（ミサ後）信仰講座（ミサ後）信仰講座（ミサ後） からしだね講座（14～）からしだね講座（14～）からしだね講座（14～）からしだね講座（14～）

24242424 月 卓球(13～17)

25252525 火 カテキズム勉強会（１0:30～） 霊的読書会（13～） 男の料理教室（17～）

26262626 水

27272727 木 オカリナ(13～15) 卓球(13～17)

28282828 金 主日の聖書を読む会（13～）

29292929 土 教会清掃なし 広報委員会 英語クラブ（14～16) 

30303030 日日日日 年間第１３主日　ミサ9:00～年間第１３主日　ミサ9:00～年間第１３主日　ミサ9:00～年間第１３主日　ミサ9:00～ 信仰講座（ミサ後）信仰講座（ミサ後）信仰講座（ミサ後）信仰講座（ミサ後）

☆今月のお茶当番は第６Ａ地区(西神ニュー夕ウン（西神南を除く）です☆☆今月のお茶当番は第６Ａ地区(西神ニュー夕ウン（西神南を除く）です☆☆今月のお茶当番は第６Ａ地区(西神ニュー夕ウン（西神南を除く）です☆☆今月のお茶当番は第６Ａ地区(西神ニュー夕ウン（西神南を除く）です☆

★朝ミサ（月～土　7:30～）★★朝ミサ（月～土　7:30～）★★朝ミサ（月～土　7:30～）★★朝ミサ（月～土　7:30～）★

カトリック北須磨教会のホームページを開設していますカトリック北須磨教会のホームページを開設していますカトリック北須磨教会のホームページを開設していますカトリック北須磨教会のホームページを開設しています

http://cathkitasuma.web.fc2.com


