
 

フランス･スペイン巡礼 
春名昌哉神父

 ５月 20 日から 29 日までフランス･

スペイン巡礼に同行司祭として参加しま

した。20 人の方が参加され、素晴らし

い黙想と祈りの時間を過ごすことができ

ました。 

 まずフランスに入りその日はパリで 1

泊し、翌日ルルドへと向かいました。ル

ルドでの 3日間はあいにくの雨でしたが、

そのためか巡礼者は少なく、沐浴もほと

んど待つことがありませんでした。聖ベ

ルナデッタに聖母マリアが出現された場

所で、ミサ、十字架の道行き、ろうそく

行列と充実した時間を過ごすことができ

ました。 

 ルルドからピレネー山脈を越えてスペ

インに入り、最初の目的地であるエンビ

ニ村を訪れました。ここは山間の小さな

村で、住民は 21 人しかいません。本当

に小さな村ですがそれでも聖ハイメ・ヒ

ラリオという聖人が生まれたところです。

風の音と鳥の鳴き声以外は何も聞こえな

い静かなところで、まわりの風景も素晴

らしく、心が洗われる気がしました。 

 その後、モンセラートへ移動しました。

1000年を超える伝統を持つベネディク

ト会の修道院です。モンセラートは「の

こぎり山」の意味で、奇妙な形をした岩

があちこちに見られます。ここで黒いマ

リア像が発見され、現在は修道院の聖堂

に安置されています。修道院の祈りに参

加したり、ロザリオの 15 玄義を黙想し

たりし、有意義な時を過ごすことができ

ました。 

 モンセラートからほど近いマンレッサ

には、イエズス会の創立者である聖イグ

ナチオ・ロヨラが「霊操」を執筆した洞

窟があります。現在はその洞窟の上に聖

堂や修道院が建てられています。洞窟は

小聖堂になっていますが、そこに聖人た

ちのモザイク画が描かれています。その

中の一人に高山右近の姿も描かれていま

す。明石にもゆかりのある日本の偉大な

信仰者の姿が、ヨーロッパにまで伝えら

れていたことに深い感動を覚えました。 

 最後にバルセロナでサグラダ・ファミ

リア教会を訪れました。ちょうどバルセ

ロナ教区の三位一体の主日のミサが枢機

卿様の司式で行われていました。100 年

を超える工事が続いている教会でのミサ

は、古さ同時に新鮮さを味わえるもので

した。 

 今回の巡礼という素晴らし

い時間を与えてくださった神

様に感謝したいと思います。

ききたたすすまま          
求めなさい。そうすれば、与えられる (ルカ 11・9） 
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松浦司教小教区訪問 

 ６月３０日、松浦悟郎司教が北須磨教会を訪問され、ミサの司式をなさいました。 

ミサの後、すぐに聖堂に戻って来られた司教は信徒との対話の時間を持ち、様々な質問に

お答えになりました。その後、教会学校にも参加され子供たちとの交流のひと時をすごさ

れました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

奉仕者の派遣 

7月14日ミサ中に集会祭儀司式者及び聖体授与を伴う病者訪問奉仕者の派遣式が行わ

れました。 

集会祭儀司式者：NY さん、HK さん、NS さん、IR さん、HT さん、KT さん、YK さん

（以上 7 名の方にはミサ中の聖体奉仕者も委嘱されました） 

聖体授与を伴う病者訪問奉仕者：SM さん、KF さん、TM さん、UN さん、MN さん、

KN さん、Sr.前田智佳子、NY さん、HK さん、NS さん、IR さん、HT さん、KT さん、

YK さん（以上 14 名） 

任期はいずれも 3 年です。
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信徒の奉仕職と養成 

ヨゼフ HK 

 近年信徒による奉仕職とかそのための養成が盛んになってきました。第二バチカン公会

議で信徒使徒職が大きく取り上げられたことが影響しているでしょう。でも信徒が神の国

のために働くよう求められているのは何も第二バチカン公会議から始まったことではあ

りません。 

イエス様は天にあげられる前に弟子たちに「全世界に行って、すべての造られたものに

福音を宣べ伝えなさい。」と言われ「ぶどう園の労働者」のたとえで｢あなたたちもぶどう

園に行きなさい｣と命じられています。これらの言葉はただ弟子や聖職者だけに向けられ

た言葉なのでしょうか? 

洗礼によってキリストのいのちに結ばれ、堅信によって聖霊の息吹を受けた私たちは皆、

福音を宣べ伝え、神の国の実現のために働く使命を受けています。聖職者ではない私たち

は信徒としてそれぞれ置かれた場で人々の祈りを取り次ぐ祭司職、みことばを伝える預言

職、人々を幸せに導く王職の賜物を受けています。(信徒使徒職) それぞれの場でどのよ

うに呼ばれているか(固有の召命)を識別しその実現のために働くことが信徒の奉仕職で

す。 

奉仕職には本当に様々なものがあり自発的なものも多いのですが、中には教会の任命・

派遣を受けて働くものもあります。いま大阪教区では「集会祭儀司式者」と「聖体授与を

伴う病者訪問奉仕者」の二つが教区司教の修了証が必要とされています。これらの講習は

各地区ごと地区養成委員会のもとでおこなわれています。 

講習は信徒の使命、信徒使徒職の意味と奉仕者としての心構えなどの基礎的なことを学

ぶ「基礎コース」、ご聖体を扱うことから聖体の意義と取り扱いなどを学ぶ「聖体コース」、

それぞれの奉仕の心構えや実際を学ぶ「集会祭儀司式者コース」「病者訪問コース」に分

かれています。そして「基礎コース」「聖体コース」を学んだうえでそれぞれの専門コー

スを修了して初めてそれぞれの修了証が交付されます。 

そのうえで各小教区ごとに司祭から派遣されて初めて奉仕の任に当たることが出来ま

す。派遣の任期は 3 年となっており引き続き派遣されるためには「リフレッシュコース」

を受講しなくてはいけません。 

さらに集会祭儀司式者コースを受講するには信徒の推薦等による小教区からの派遣が

条件となっています。これらは大勢の信徒の前で司式したり御聖体を授与する任務上、そ

の共同体からの信任が必要と考えられているからでしょう。 

一方、基礎コースは評議会や各委員会の委員の方など教会で奉仕に当たる方すべての方

に受講していただきたい内容です。 

これら教区･地区レベルでの養成のほかに西ブロックでは通夜司式者の養成、カテケー

ジス(要理教育)担当者の養成[からしだねプロジェクト]などが行われています。 

どのような奉仕にせよ、私たち一人一人に与えられた信徒の召命・使命を正しく識別し、

弟子・奉仕者としてのふさわしい心構えを身に着け、勇気をもって主の後に従おうではあ

りませんか。                                                (神戸地区養成委員)
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寄 稿 

思いつくままに 

          『朗読』なんやかんや 
                                      MS 

 私か「朗読」に関わりはじめて、まず心に刷り込まれたのは「聞く」ということでした。

読むことを学びにいって、聞くことが刷り込まれるとはどういうこと？ 

 実は３０才になった頃、神戸市の広報誌だったかで「点字図書館」が朗読ボランティア

を募集していることを知り、応募して講師のアナウンサーからかなりかっちりと基本の手

ほどきを受けました。 

 かなりかっちりとと書きましたが、徹底して「聞き手は、眼が見えない人です。つまり、

先天盲の人も中途失明の人も文字を便りに情報を得ることは出来ないのです。あなたたち

の読む声、声ことばがすべてです。」と教え込まれたということです。 

 当たり前のことをなんでそんなにと思われるかもしれません。 

 晴眼者の私たちは、実に多くを目によって補つているはずです。おしゃべりをするとき、

どれほど相手の表情を見て言うことや気持ちを分かろうとしていることでしょう。かなり

おおざっぱな物言いでも、表情や身振り手振りを見てわかってしまうのが普通なのです。

視力障害者にはそれがない。できない。 

 視障者向けの朗読録音テープ作りは、徹底して「聞いて分かる読み」を求められるので

した。そして「長時間聞いて疲れない読み」です。 

 この相手の立場に立って朗読録音する作業は、眼が見えないとはどういうことなのかと

か、視障者の生活はどういうものなのかとかを知る、分かることを前提にしているとも思

いました。 

昭和４０年代の社会情勢のなかでは、私はこんな書物を録音させてもらいました。参考

までに紹介させてください。 

    プラスチック成形加工入門 （父親の工場を手伝いたい青年の要望） 

    学習者のためのピアノ演奏の解釈 （ピアニストを目指す青年の要望） 

    カイロプラクティク 脊椎手技療法（マッサージ業を営む人の要望） 

    外語大学英語学科夜間部に学ぶ青年のテキスト（学習援助） 

    人間と病気の科学（鍼灸関係者の要望） 

 ちょつと目立ったところをお示ししましたが、生活のためとか夢の実現のためとかで、

懸命に生きようとしている視障者の姿を想像していただけるでしょうか。 

 絶対間違えてはいけない読み、あいまいな発音では許されない読み、もっと知りたい学

びたいと思ってもらえる読み、時には点訳ボランティアと協力しながらのこれらの書物の

朗読は、気を抜くことの出来ない作業でした。 

 聞いて学んでしっかり生活していきたいと願うこころに出会い、助けにいってむしろ

数々のことを教えられ、助けられながら録音機を回していました。そして、上記のような

書物の朗読録音テープがどれほどの役に立ったのかどうか、私には知るよしもありません。

ただ役立つことを願いながらの作業でした。                  （つづく）
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２０１３年８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 

８・ ４(日)9 時 

年間第 18 主日 

  集会祭儀 

松永助祭 MS TK 
YK 

(北) 

①MA 

②FY 
２地区 

N・K 

(洗)KR 
 

８・1１(日)9 時 

年間第 19 主日 
Fr 松 浦 IH YS 

IR 

(南) 

①YY 

②YE 
２地区 

I・H 

(洗)KR 
 

８・15(水)10 時 

聖母の被昇天  
Fr 後 藤 KM YS 

KT 

(北) 

①AY 

②IN 

３，６Ｂ 

７地区 

K・Y 

(洗)KR 
 

８・１8(日)9 時 

年間第 20 主日 
Fr 後 藤 KT YS 

NY 

(南) 

①IR 

②IM 

３，６Ｂ 

７地区 

N・K 

(洗)KR 
 

８・２５(日)９時 

年間第 21 主日 

集会祭儀 

松永助祭 
(子供 

・担当) 
TK 

NS 

(北) 

①子供・担当 

②   〃 

(子供 

・担当) 

I・H 

(洗)KR 

子供と共

に捧げる 

集会祭儀 

《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。 

 

 

 

 

 7 月 14 日評議会での報告や審議の事柄

です。各委員会から出された報告について

は一部だけを記載していますので、他はロ

ビーの委員会掲示をご覧下さい。 

・「ふっこうのかけ橋」で福島からひと家族

3 人が教会学校のキャンプに参加されま

す。キャンプには垂水教会の子供達も来

ます。 

・「ふっこうのかけ橋」を継続的に進める方

策についての意見を神戸地区評議会が求

めていて、話し合いました。 

・高齢者支援委員会の病者・高齢者訪問チ

ームの詳細な活動報告がありました。 

・葬儀受付の電話の担当者が交替しまし 

た。この電話は評議会の諮問委員が 3 ヶ 

月交替で受け付けています(電話番号は 

玄関西側の掲示板に貼出し)。 

・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日ミサ後に開くこと 

にしました。 

・ミサの先唱者を新しい方々にしてはど 

うだろうかとの意見が出ました。 

・11 月 17 日バザー開催、としました。 

・玄関のインターホンを新しくします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評評 議議 会会 よよ りり  

編 集 後 記 
 

 マシエル神父さまが帰国されたのを受け、

新たに後藤神父さまが、協力司祭として北須

磨に居住されることになりました。 

 司祭不在が当たり前となって久しいので、

いつも教会に用事があるときには鍵をきち

んと確認してから行くのですが、先日仕事の

帰りにふらっと立ち寄ってみると、門も玄関

も全開で、なんとはなしに「教会らしくてい

い感じ」でした。             

 

 

（ＧＴＨ） 
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