
「24 時間」  

助祭 松永 敦 

5 月 16 日にフランシスコ教皇様がインターネット上で次のような発言をされました。 

「わたしたちは、パートタイムのキリスト信者であってはなりません。毎日、あらゆる瞬

間に、自らの信仰を生きようと努めるべきです。」 

 日曜信者という言葉がありますが、たとえばミサの間だけは信者。あるいは教会にいる

時だけ善い人でいる。ある限られた時間や場所にいる時だけ信者として生きるのではなく、

24 時間信仰を生きるように努めなければならないと教皇様はおっしゃっています。 

 6 月 12 日の一般謁見演説では信者の使命について述べています。 

「（信者としての使命は）世に希望と神の救いをもたらすことです。神はすべての人が

ご自分の友となるよう招いておられます。このような神の愛のしるしとなることです。そ

して、練り粉をふくらませるパン種となり、味をつけ、腐敗から守る塩となり、人々を照

らす光となることです。」 

マタイ福音書を見ると、イエス様は「あなた」は地の塩、世の光だとおっしゃっていま

す。つまり、「私」が地の塩、世の光だということです。ここで、世の光という時、私の

長所だけを指して光だと言っているのではなく、短所も含めた

私全体をさして光だと言っています。「地の塩」であることと「世

の光」であることに共通することは、どちらも自分自身を用い

るとき、その効果がはっきりと外に現れるということです。塩

を袋に入れたままでは味付けできません。灯火を引き出しの中

にしまったままでは周りを明るく照らすことができません。教

皇様の仰る通り、24 時間信者としてこの使命を果たしていき

たいものです。 
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マシエル神父さま 歓迎会 

６月２日（日）マシエル神父様の歓迎会が行われました。 

ただ神父様はお父様の病気のため再びブラジルに帰国されました。 

歓迎会と送別会が同時になってしまいました。 

神父様は「また必ず戻ってきたい」とおっしゃっていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カトリック神戸地区大会を終えての感想   

 

６月９日（日）淡路市立しづかホールにおいて、２年に１度のカトリック神戸地区

大会が開催されました。今回は西ブロック４教会（明石、垂水、北須磨、洲本）が担

当になっていたので、この地域らしい特徴を出したいとの意向でまとまり、場所が淡

路島、イベントの中心に阿波踊りの実演を実行委員会で決定いたしました 

神戸地区１１教会から、大型バスを借り切って参加された教会が大半のようで、７

００人以上の出席者を得て会場はほぼ満席の状況で開始いたしました。 

前半の典礼では、１２人の司祭と松浦司教による合同ミサが行われ、説教の時司教は

フランシスコ新教皇の人物像に触れられ、外見はお優しそうだが厳しい指摘をされ 

る方だと述べ、「第２バチカン公会議後５０年。教会は世界に向けて窓を開けた。外 

の現実を知りいやな面を受け入れ、聖霊の助けをいただきながら教会を知らせてい 

くことが大切。ところが今教会は、聖霊眠っていてくださいのような傾向がある。」 

とカトリック新聞の教皇の話を紹介されました。 
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ミサの聖体拝領では、ご聖体が大幅に不足するハプニング。大勢の信徒が聖体拝領

ができず、聖霊による祝福を受けることになりました。各教会の責任で参加者数以上

のパンは持参してきているはずでしたが、何かの手違いがあったのかもしれません。

このハプニングは「パンが足りないほど信徒の数が増えた」と摂理的に思い巡らす機

会を与えてくれました。 

後半のイベントでは、葵連淡路支部約５０名による阿波踊りが中心。葵連は伝統的

な阿波踊りに新しい形を求めて昭和４１年に結成された連。名称の由来は江戸時代阿

波藩の蜂須賀公が、徳川家と深いつながりがあった事にちなみ、創設の時「葵」の名

を冠したとの事です。 

アップテンポのお囃子と、リズミカルでしなやかな女踊り。団扇をさばく男踊りが

持ち味。けやりや、やっこ踊りも取り入れており、観ていても実に華やかで楽しい振

付。終わりの時間帯では蓮の方に誘われて、会場の信徒も舞台に上がったり、又その

場で立ち上がって踊り、会場全体が阿波踊りのリ

ズムに乗って賑やかに楽しむことになりました。 

大会の計画段階で、当日の天候が悪化し明石大

橋が通行止めになれば、大会は中止になる危険も

心配しましたが、今回のテーマは「世代をこえて

希望のかけはしに」。希望を持って計画すれば明

石大橋も平常に通行できましたし、阿波踊りでは

幼児から高齢者まで世代をこえて会場が一つに

なりました。 

狭い意味では今回のテーマは実現したと思います。これからの神戸地区はもっと大

きな意味でテーマに沿ったような発展ができることを共に祈りたいと思います。 

北須磨教会の皆様にはご協力、ご参加有難うございました。 

                         実行委員会  ＮＳ 
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 遠 足 

ＯＭ 

５月１９日にえん足にいきました。青少年かがくかん

見学にいきました。かがくかんに入ってすぐロボット

がありました。ボタンをおしたら、ロボットがはなし

かけてきました。あそびのひろばがいちばんいんしょ

うにのこりました。ふしぎなへやの中に入っていくと、

きゅうにななめになりました。びっくりしました。す

わってみたら、目がくらくらしました。動いてみたら、

ぐらぐらしました。ひこうきをそうじゅうしていたのをよこから見ていました。 

ＯＪ 

青少年科学館に行きました。入口に入ったら、ロボットがありました。ロボットに話しか

けたら、また、話してきました。それで、すぐにおべんとうをたべました。その後、ひこ

うきのそうじゅうをしました。コンピューターゲームも、ありました。楽しかったです。

コンピューターゲームにはオセロがあったので、田中さんと、ぼくがずっと回っていたら、

モニターがありました。ロケットのモニターとしぜんのモニターがありました。 

ＴＴ 

せん週の日曜日に青少年科学館に行きました。科学館にはいろんなゲームや実けんのきか

いがありました。あと入口にボタンをおしたり話しかけたりするとしゃべるロボットがあ

りました。うさぎとかめのきょうそうゲームや、ちえのわもありました。ぼくがその中で

一番おもしろかったのは、かたむいてるへやです。ゆかがいがんでいて、ものすごく歩き

にくかったです。その次に楽しかったのは飛行きのゲームです。じゅうぜん君といっしょ

にしました。そのほかにもいろいろな事をしました。楽しかったです。また行きたいです。 

 

2013 年７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 

７・ ７日)９時 

年間第 14 主日 

Fr．春  名 

松永助祭 
ＮＳ 

 

ＴＫ 

 

 

 

①ＴＭ 

②ＳＭ 

男性 

グループ 

Ｋ・Ｙ 

(洗) ＴＡ 
 

７・14 日) 9 時 

年間第 15 主日 
Fr．春 名 ＨＴ ＹＳ 

ＮＳ 

(南) 

①ＴＩ 

②ＮＳ 

男性 

グループ 

Ｎ・Ｋ 

(洗) ＴＡ 

 

 

 
７・21(日)９時 

年間第 16 主日 
Fr．松 浦 

(子供 

・担当) 

 

ＴＫ 

 

ＨＴ 

(北) 

①子供・担当 

②   〃 

(子供 

・担当) 

Ｉ・Ｈ 

(洗) ＴＡ 

 

子供ミサ 

 
７・28(日)９時 

 年間第 17 主日 
Fr．後 藤 ＦＭ ＹＳ 

ＨＫ 

  (南) 

①ＭＳ 

②ＨＴ 

 

１・４地区 

 

Ｋ・Ｙ 

(洗) ＴＡ 

 

 

《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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ランチヤーノの奇跡 

 

先日、マシエル神父様が説教の中で話された「ランチャーノの奇跡」は有名なので、

ご存知の方も多いと思います。初めて聞くという方のために簡単に書きます。 

イタリア中央部、東海岸のランチャーノ Lanciano という小さな町に聖ロンギヌス

教会がありました。今から 1300 年位前の紀元 700 年頃、バジリオ修道会(12 世紀

頃衰退した)の修道司祭がミサをたてているときに、それは起こりました。その司祭

は聖変化に対する疑念が払拭できずに悩んでいました。奉献でホスチアを両手で掲げ

たとき、ホスチアはその形で肉片となりました。次にブドウ酒を掲げると、カリスの

中のブドウ酒は血に変化していました。その後、かなりの時間を経ても、聖体は何も

変化することなく、御血の方は固まって大きさの異なる 5 つの小球になりました。そ

れぞれ象牙の容器に入れて教会(聖ロンギヌス教会)に保管されていましたが、12 世

紀にバジリオ修道会は教会の維持が困難になリベネディクト会に託しました。その後、

ベネディクト会からフランシスコ会に管理が移り、フランシスコ会の管轄下のとき地

震で大きな損傷を受けた聖ロンギヌス教会は解体されることになり、その隣地に新た

な教会が建設されることになりました。(聖フランシスコ教会) 聖ロンギヌス教会に保

管されていた聖体と御血は、その新しい教会に移されました。1713 年に顕示のため

聖体は聖体顕示台に、御血は奇跡の起こったときのカリスに入れられました。奇跡か

ら1000年を経たその時にも聖体と御血に特別の変化はなかったと言われています。 

もちろんカトリック教会としても様々の調査を行ってきましたが、客観性を持たす

意味から 1970 年にアレッツォ州立病院のオドアルド.・ライノリー博士(解剖学、病

理生物組織学)とシエナ大学のラジェロ・ベルテリ博士(人間解剖学)の二人が調査に当

たることになりました。教会側からは調査委員としてランチャーノの大司教、コルト

ナの司教他が立ち会いました。7 か月に渡る科学的検証のあと 1971 年 5 月に調査

結果が発表されました。詳しい調査内容は省略しますが、聖体も御血も共に人間のも

のであり、どちらも血液型は AB 型だったそうです。また、聖体の肉片は心臓の一部

だったことが発表されました。 

私は、この出来事が起こったのが聖ロンギヌス教会だったことに興味を抱いていま

す。御存知の方も多いと思いますが、伝説によればロンギヌスは

十字架上のイエスのわき腹を槍で突きさしたローマ兵の名前とさ

れています。その時ロンギヌスは眼を患っていましたが、飛び散

ったイエスの御血が眼にかかるやたちまち癒されたそうです。す

ぐに回心した彼は修道士となり、28 年の修道生活ののち殉教し

たと言われています。 

注)Lanciano は 、現代ではランチャーノと発音するのが一 

般的と思いますが、かつてはランチアーノまたはランキア 

ーノと発音されることもあったようです。 （文責：Ｈ 
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～オプス・デイ属人区について～ 

               教皇ヨハネ・パウロ二世講話抜粋 

 

私は使徒憲章「ウット・シット（1982 年 11 月 28 日）」をもってオプス・デイを属

人区として設置しました。このオプス・デイが位階制に属するという本質こそ、司牧的な

考察の出発点であり、実際面で様々に適用していく上で役に立ちます。第二バチカン公会

議が教会および属人区への所属という事実によって、属人区固有の使命が地方協教会全体

の福音宣教義務に合流している点です。司祭と使徒が有機的に一致して同じ目標に向かう

ということ自体が、「新しい活力」（「新千年期の初めに」15 参照）を中心に据えた司牧

を生み出し、強化するための優れた場の一つとなるでしょう。大聖年後、私たちは皆その

方向に進むように駆り立てられています。こういう枠の中で、使徒的書簡（同上 42－43

参照）で強調しておいた「交わりの霊性」の大切さを思い出す必要があります。 

 信徒はキリスト者として、福音宣教の使徒職をする義務があります。人間としての様々

な活動において信徒が持つ独自の責務は、第一に「キリストを人々に告げ、共同体を形成

し、社会と文化における福音的な価値の証言によって深い影響を与える」（同上 29 参照）

ことを神から託された道具として働くことです。したがって、救いをもたらすために、こ

の世に存在する教会への種々の挑戦に対して「最前線」に立って、信徒たち自らの知識を 

効果的に使うように励ます必要があります。司祭は、司祭として誰もとってかわることが

出来ない大切な役目を果たします。すなわち、秘跡と説教、霊的指導を通して、恩寵に対

して開かれているように一人ひとりの人を助けます。交わりの霊性に従って、教会の構成

員一人ひとりの役目を最高度に評価するということです。 

 愛する兄弟の皆さん、大聖年に体験したことがらの中で最も大切なこと、つまり「キリ

ストとの出合い」を、どんな仕事をしていても決して忘れないでください。「主よ、わた

しはみ顔を尋ね求めます」（詩篇 27:8）。神の人である故に偉大な使徒でもあった福者ホ

セマリア（2002 年 10 月 6 日列聖）は、この望みを何度も繰り返しました。そして、

次のように書きました。「イエスが、意向においては私たちの目的、愛情においては私た

ちの愛、言葉においては私たちの話題、活動においては私たちの模範でありますように」

（同 271）。 

 「沖に漕ぎ出せ」（ルカ５:４）。このキリストの招きは、私たちを大海原へ乗り出すよ

うに鼓舞し、自己の聖性と実り豊かな使徒職への憧れを培うように促します。使徒職はい

つでも内的生活から溢れ出たものです。確かに行動しなければなりませんが、それは愛に 

支えられているべきです。そして愛の源泉は、「ともに沖へ漕ぎ出そう」と呼びかけるキ

リストの声に耳を傾ける人の、心の奥底なのです。あなた方ひとり一人が、キリストのこ

の招きを受け入れ、日々大きな心を新たにしながら、キリストに応えるように願っていま

す。同時に、皆さんの祈り、仕事、そして証しの約束を、聖母が取り次いでくださるよう

にお願いしています。（使徒的書簡「新千年期の初めに」に関する研修会での教皇ヨハネ・

パウロ二世講和、2001 年３月 18 日付オッセルバトーレ・ロマーノ紙、翻訳：オプス・

デイ広報室）                    典礼委員会 （文責：Ｉ） 
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6 月 16 日の評議会で決めたことや報告 

のあった事柄です。詳細な内容・決定経 

緯は評議会メンバーにお尋ね下さい。 

 

・後藤進神父様が 7 月から協同司祭とし

て北須磨教会に居住されます。 

・司祭室のカーテンの取替えを進めてい

ます。 

・門脇の街燈が破損しましたが保険会社

が修復します。 

・洲本教会に地震被害見舞金 5 万円を渡

しました。募金は 48,100 円でした． 

・侍者服の整理と整備が進んでいます。 

・神戸地区大会の感想が出されました。 

 朗読者（Ｋさん）と侍者（Ｙ君とＴ君）

に謝意が表明されました。 

・ふっこうのかけ橋関連で 8 月に宿泊者

があるかもしれません。 

・印刷機を交換します。リースです。 

・ロビー北側の網戸設置を進めます。 

・後藤神父様の歓迎会とブラザー吉田の

金祝の会を7月28日(予定)にします。 

・子供達のキャンプは 7 月 21 日～23

日です。垂水教会の子供達も加わりま

す。 

・平和旬間行事が 8 月 13 日に神戸中央

教会であります。 

・地区養成委員会が藤原神父様のお話し

会を 9 月 28 日に予定しています． 

7 月 7 日にリフレッシュ講座修了者に

修了証が渡されます。 

       （文責：評議会会長） 

 

 

 

 

 

北須磨教会評議会規約見直し WG発足 

 

昨年来募集しておりました標記作業部

会はＩＨさん、ＨＫさん、ＮＳさん 3

名の応募者により作業を開始すること

とし、Ｈさんに取り纏めをお願いいた

しました。今後、見直しの視点、項目、

改正案などについて広く皆様の意見を

伺いつつ進めていきたいと思います。 

皆様も教区からの見直し依頼、他小教

区の例など参考の上、どしどしご意見

を寄せて頂くようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評評 議議 会会 よよ りり  おお 知知 らら せせ   

編 集 後 記 

空梅雨かと思いきや、雨ばかりが続いて

います。今年度は水曜日が仕事休みなので

すが、なぜかその日は雨ばかり。お布団が

干せずに困っています。雨が続けば文句を

言い、日差しが強ければ文句を言い、人間

は勝手な生き物ですね。雨にも日差しにも、

その恵みに素直に感謝できるようになりた

いです。       （ＲＫ） 
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日 ・ 曜日 2013

7/1 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

4 木 西区のミサ（西区民ｾﾝﾀｰ14～）卓球(13～17)

５ 金 主日の聖書を読む会（14:30～）

６ 土 教会清掃(男性で) 英語クラブ（14～16) 聖書入門講座（１８～）

7 日 年間第14主日 ミサ９：００～ 信仰講座（ミサ後）　　典礼委員会（ミサ後）

8 月 卓球(13～17)

9 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～)

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（14:30～）

13 土 教会清掃なし 英語クラブ（14～16) 

14 日 年間第1５主日 ミサ９：００～ 信仰年の朗読（ミサ後） 信仰講座（ミサ後）

評議会（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～）　　卓球(13～17)

19 金 主日の聖書を読む会（14:30～）

20 土 教会清掃（第1・4地区　地区集会） 英語クラブ（14～16) 聖書入門講座（１８～）

21 日 年間第1６主日 ミサ９：００～ 信仰講座（ミサ後） 　教会学校キャンプ

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（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（14:30～）

27 土 教会清掃なし 英語クラブ（14～16) 

28 日 年間第1７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～）

31 水

8/1 木 卓球(13～17)

2 金 主日の聖書を読む会（14:30～）

3 土 教会清掃( 第２地区) 英語クラブ（14～16) 

4 日 年間第1８主日 ミサ９：００～ 信仰講座（ミサ後）

今月のお茶当番は第1・4地区です

★　7月8日（月）より通常通り　月曜日～土曜日　７：３０～　★

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各講座の夏休みはそれぞれご確認ください。

　　　★　7月の朝ミサ　　第1週　は7月2日（火）と4日（木）のみ　★

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


