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松浦松浦松浦松浦    謙謙謙謙        神父神父神父神父    

    ９月はどこの教会でも敬老のお祝いをします。シルバー世代とでもいいましょうか、お９月はどこの教会でも敬老のお祝いをします。シルバー世代とでもいいましょうか、お９月はどこの教会でも敬老のお祝いをします。シルバー世代とでもいいましょうか、お９月はどこの教会でも敬老のお祝いをします。シルバー世代とでもいいましょうか、お

年寄り、ご高齢の方たちが元気で輝いて生きて欲しいと思います年寄り、ご高齢の方たちが元気で輝いて生きて欲しいと思います年寄り、ご高齢の方たちが元気で輝いて生きて欲しいと思います年寄り、ご高齢の方たちが元気で輝いて生きて欲しいと思います。。。。    

日本語には「余生を送る」という言い方がありますが、「余った生」というのはまるで日本語には「余生を送る」という言い方がありますが、「余った生」というのはまるで日本語には「余生を送る」という言い方がありますが、「余った生」というのはまるで日本語には「余生を送る」という言い方がありますが、「余った生」というのはまるで

残り物のようでどうも前向きな気持ちになれません。わたしたちがこうして今を生きてい残り物のようでどうも前向きな気持ちになれません。わたしたちがこうして今を生きてい残り物のようでどうも前向きな気持ちになれません。わたしたちがこうして今を生きてい残り物のようでどうも前向きな気持ちになれません。わたしたちがこうして今を生きてい

るということは神様からのすばらしい恵みです。このかけがえのない一時一時を生きるとるということは神様からのすばらしい恵みです。このかけがえのない一時一時を生きるとるということは神様からのすばらしい恵みです。このかけがえのない一時一時を生きるとるということは神様からのすばらしい恵みです。このかけがえのない一時一時を生きると

言う点では幼い子も、青年も、働き盛りの人も老人も病人も皆同じです。もちろん年をと言う点では幼い子も、青年も、働き盛りの人も老人も病人も皆同じです。もちろん年をと言う点では幼い子も、青年も、働き盛りの人も老人も病人も皆同じです。もちろん年をと言う点では幼い子も、青年も、働き盛りの人も老人も病人も皆同じです。もちろん年をと

ると、身体的に衰えるので若い頃のようにはいきません。でも逆に、元気な時には出来なると、身体的に衰えるので若い頃のようにはいきません。でも逆に、元気な時には出来なると、身体的に衰えるので若い頃のようにはいきません。でも逆に、元気な時には出来なると、身体的に衰えるので若い頃のようにはいきません。でも逆に、元気な時には出来な

かったこと、思いもよらなかったことが老いてこそ経験できるというメリットもあります。かったこと、思いもよらなかったことが老いてこそ経験できるというメリットもあります。かったこと、思いもよらなかったことが老いてこそ経験できるというメリットもあります。かったこと、思いもよらなかったことが老いてこそ経験できるというメリットもあります。

精神科医で作家のなだいなださ精神科医で作家のなだいなださ精神科医で作家のなだいなださ精神科医で作家のなだいなださんは物忘れや身体が不自由になってきたとしても、それはんは物忘れや身体が不自由になってきたとしても、それはんは物忘れや身体が不自由になってきたとしても、それはんは物忘れや身体が不自由になってきたとしても、それは

それで今までにない新しい冒険ができる。発見もあるから面白いと仰っていました。失うそれで今までにない新しい冒険ができる。発見もあるから面白いと仰っていました。失うそれで今までにない新しい冒険ができる。発見もあるから面白いと仰っていました。失うそれで今までにない新しい冒険ができる。発見もあるから面白いと仰っていました。失う

ということはマイナスのイメージがあります。しかし新しい生き方へのステップとなるもということはマイナスのイメージがあります。しかし新しい生き方へのステップとなるもということはマイナスのイメージがあります。しかし新しい生き方へのステップとなるもということはマイナスのイメージがあります。しかし新しい生き方へのステップとなるも

のです。アブラハムが神様から呼ばれて新しい旅に出た時、今までの住み慣れた土地や生のです。アブラハムが神様から呼ばれて新しい旅に出た時、今までの住み慣れた土地や生のです。アブラハムが神様から呼ばれて新しい旅に出た時、今までの住み慣れた土地や生のです。アブラハムが神様から呼ばれて新しい旅に出た時、今までの住み慣れた土地や生

活を全部捨てていくのですが、彼のチャレンジ精神と神様への信頼の心が、彼にすばらし活を全部捨てていくのですが、彼のチャレンジ精神と神様への信頼の心が、彼にすばらし活を全部捨てていくのですが、彼のチャレンジ精神と神様への信頼の心が、彼にすばらし活を全部捨てていくのですが、彼のチャレンジ精神と神様への信頼の心が、彼にすばらし

い恵みと祝福をもたらしました。その時、彼はい恵みと祝福をもたらしました。その時、彼はい恵みと祝福をもたらしました。その時、彼はい恵みと祝福をもたらしました。その時、彼は 75757575 歳でした。年をとるとかつての自分の歳でした。年をとるとかつての自分の歳でした。年をとるとかつての自分の歳でした。年をとるとかつての自分の

ようには生きられない。でも新しい世界が待ち受けていると信じまようには生きられない。でも新しい世界が待ち受けていると信じまようには生きられない。でも新しい世界が待ち受けていると信じまようには生きられない。でも新しい世界が待ち受けていると信じましょう。しょう。しょう。しょう。    

６０過ぎてから、絵画、音楽、俳句、パソコン、釣り、いろいろな楽しみを見つけてお６０過ぎてから、絵画、音楽、俳句、パソコン、釣り、いろいろな楽しみを見つけてお６０過ぎてから、絵画、音楽、俳句、パソコン、釣り、いろいろな楽しみを見つけてお６０過ぎてから、絵画、音楽、俳句、パソコン、釣り、いろいろな楽しみを見つけてお

られるお年よりも結構多いです。教会でのいろいろな関わりは世界を広げてくれると思いられるお年よりも結構多いです。教会でのいろいろな関わりは世界を広げてくれると思いられるお年よりも結構多いです。教会でのいろいろな関わりは世界を広げてくれると思いられるお年よりも結構多いです。教会でのいろいろな関わりは世界を広げてくれると思い

ます。シルバー世代で友達をつくり、一緒にできることがあれば楽しいのではないでしょます。シルバー世代で友達をつくり、一緒にできることがあれば楽しいのではないでしょます。シルバー世代で友達をつくり、一緒にできることがあれば楽しいのではないでしょます。シルバー世代で友達をつくり、一緒にできることがあれば楽しいのではないでしょ

うか。何よりも自分が社会や周りの人のお役に立てているという実感があれば、生きがいうか。何よりも自分が社会や周りの人のお役に立てているという実感があれば、生きがいうか。何よりも自分が社会や周りの人のお役に立てているという実感があれば、生きがいうか。何よりも自分が社会や周りの人のお役に立てているという実感があれば、生きがい

に繋がると思います。高齢者の持ち味はこれまで６０年、７０年生きてきた豊かな人生経に繋がると思います。高齢者の持ち味はこれまで６０年、７０年生きてきた豊かな人生経に繋がると思います。高齢者の持ち味はこれまで６０年、７０年生きてきた豊かな人生経に繋がると思います。高齢者の持ち味はこれまで６０年、７０年生きてきた豊かな人生経

験です。お年よりの視点から、次世代に、メッセージを発信して欲しいと思います。若い験です。お年よりの視点から、次世代に、メッセージを発信して欲しいと思います。若い験です。お年よりの視点から、次世代に、メッセージを発信して欲しいと思います。若い験です。お年よりの視点から、次世代に、メッセージを発信して欲しいと思います。若い

人たちが元気になれるよう人たちが元気になれるよう人たちが元気になれるよう人たちが元気になれるように。に。に。に。    

神学校には昔から“恩人制度”があり司祭をめざす外国の神学生のために祈りと犠牲を神学校には昔から“恩人制度”があり司祭をめざす外国の神学生のために祈りと犠牲を神学校には昔から“恩人制度”があり司祭をめざす外国の神学生のために祈りと犠牲を神学校には昔から“恩人制度”があり司祭をめざす外国の神学生のために祈りと犠牲を

ささげることになっています。わたしの神学生時代６年間の恩人は、カナダ人のささげることになっています。わたしの神学生時代６年間の恩人は、カナダ人のささげることになっています。わたしの神学生時代６年間の恩人は、カナダ人のささげることになっています。わたしの神学生時代６年間の恩人は、カナダ人の BBBB・・・・HHHH とととと

いう女性でした。夏休みカナダに旅行に行って、住所をたよりに訪ねて見ました。モントいう女性でした。夏休みカナダに旅行に行って、住所をたよりに訪ねて見ました。モントいう女性でした。夏休みカナダに旅行に行って、住所をたよりに訪ねて見ました。モントいう女性でした。夏休みカナダに旅行に行って、住所をたよりに訪ねて見ました。モント

リオールの郊外にすむ８０歳近い銀髪のおばあちゃんでした。毎朝ミサに行く他、昼間はリオールの郊外にすむ８０歳近い銀髪のおばあちゃんでした。毎朝ミサに行く他、昼間はリオールの郊外にすむ８０歳近い銀髪のおばあちゃんでした。毎朝ミサに行く他、昼間はリオールの郊外にすむ８０歳近い銀髪のおばあちゃんでした。毎朝ミサに行く他、昼間は

養護老人ホームのボランテアにも行かれるそうです。わたしを見て本当に喜んでくれまし養護老人ホームのボランテアにも行かれるそうです。わたしを見て本当に喜んでくれまし養護老人ホームのボランテアにも行かれるそうです。わたしを見て本当に喜んでくれまし養護老人ホームのボランテアにも行かれるそうです。わたしを見て本当に喜んでくれまし

た。別れ際にわたしにキスをしてくれました。今でも忘れられません。た。別れ際にわたしにキスをしてくれました。今でも忘れられません。た。別れ際にわたしにキスをしてくれました。今でも忘れられません。た。別れ際にわたしにキスをしてくれました。今でも忘れられません。

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                                        

狭い戸口から入るように努めなさい狭い戸口から入るように努めなさい狭い戸口から入るように努めなさい狭い戸口から入るように努めなさい（（（（ルカルカルカルカ 13131313・・・・24242424）））） 
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祝祝祝祝ﾌﾞﾗｻﾞｰﾌﾞﾗｻﾞｰﾌﾞﾗｻﾞｰﾌﾞﾗｻﾞｰ Br.Br.Br.Br.吉田吉田吉田吉田    金祝金祝金祝金祝    ////後藤神後藤神後藤神後藤神父さまようこそ父さまようこそ父さまようこそ父さまようこそ    

    

    

    

    

    

    

    

    

    いつもミサ後や西神ニュータウンで信仰講座をして下さっているいつもミサ後や西神ニュータウンで信仰講座をして下さっているいつもミサ後や西神ニュータウンで信仰講座をして下さっているいつもミサ後や西神ニュータウンで信仰講座をして下さっている Br.Br.Br.Br.吉田治美が吉田治美が吉田治美が吉田治美が    

８月８月８月８月 15151515 日に金祝を迎えられ日に金祝を迎えられ日に金祝を迎えられ日に金祝を迎えられました。ました。ました。ました。7777 月月月月 28282828 日のミサ後、後藤神父様の歓迎会と合日のミサ後、後藤神父様の歓迎会と合日のミサ後、後藤神父様の歓迎会と合日のミサ後、後藤神父様の歓迎会と合

わせてささやかなお祝いをしました。わせてささやかなお祝いをしました。わせてささやかなお祝いをしました。わせてささやかなお祝いをしました。教会からお祝いとして旅行券が講座の受講生か教会からお祝いとして旅行券が講座の受講生か教会からお祝いとして旅行券が講座の受講生か教会からお祝いとして旅行券が講座の受講生か

ら手渡されました。ら手渡されました。ら手渡されました。ら手渡されました。    

    

敬老の日には祝福の祈りを敬老の日には祝福の祈りを敬老の日には祝福の祈りを敬老の日には祝福の祈りを    

ここ数年、敬老の日のミサ中に高齢者の方々に病者の塗油の秘跡を行ってまいりまここ数年、敬老の日のミサ中に高齢者の方々に病者の塗油の秘跡を行ってまいりまここ数年、敬老の日のミサ中に高齢者の方々に病者の塗油の秘跡を行ってまいりまここ数年、敬老の日のミサ中に高齢者の方々に病者の塗油の秘跡を行ってまいりま

したが、今年からは塗油でなく、祝福の祈りをするということにしたいしたが、今年からは塗油でなく、祝福の祈りをするということにしたいしたが、今年からは塗油でなく、祝福の祈りをするということにしたいしたが、今年からは塗油でなく、祝福の祈りをするということにしたいと思います。と思います。と思います。と思います。    

カトリック儀式書には、“塗油の秘跡は、病人（病気または老齢のために危険な容カトリック儀式書には、“塗油の秘跡は、病人（病気または老齢のために危険な容カトリック儀式書には、“塗油の秘跡は、病人（病気または老齢のために危険な容カトリック儀式書には、“塗油の秘跡は、病人（病気または老齢のために危険な容

態にある人）に聖霊の恵みを与えて、救いに関連して人間全体を助け、神への信頼を態にある人）に聖霊の恵みを与えて、救いに関連して人間全体を助け、神への信頼を態にある人）に聖霊の恵みを与えて、救いに関連して人間全体を助け、神への信頼を態にある人）に聖霊の恵みを与えて、救いに関連して人間全体を助け、神への信頼を

深めさせ、悪霊の誘惑と死の恐怖に対して抵抗力を強め、また病苦に耐えるだけでな深めさせ、悪霊の誘惑と死の恐怖に対して抵抗力を強め、また病苦に耐えるだけでな深めさせ、悪霊の誘惑と死の恐怖に対して抵抗力を強め、また病苦に耐えるだけでな深めさせ、悪霊の誘惑と死の恐怖に対して抵抗力を強め、また病苦に耐えるだけでな

くこれと戦う力を与え、されに霊的な救いに役立つ場合は、からだの健康を回復させ、くこれと戦う力を与え、されに霊的な救いに役立つ場合は、からだの健康を回復させ、くこれと戦う力を与え、されに霊的な救いに役立つ場合は、からだの健康を回復させ、くこれと戦う力を与え、されに霊的な救いに役立つ場合は、からだの健康を回復させ、

また必要な場合は罪のゆるしをもたらし、全生涯の回心を全うさせるものである”（ロまた必要な場合は罪のゆるしをもたらし、全生涯の回心を全うさせるものである”（ロまた必要な場合は罪のゆるしをもたらし、全生涯の回心を全うさせるものである”（ロまた必要な場合は罪のゆるしをもたらし、全生涯の回心を全うさせるものである”（ロ

ーマ規範版⑥）と述べられています。医師によって重態であると判断された人、危険ーマ規範版⑥）と述べられています。医師によって重態であると判断された人、危険ーマ規範版⑥）と述べられています。医師によって重態であると判断された人、危険ーマ規範版⑥）と述べられています。医師によって重態であると判断された人、危険

な病気のため外科手術を受ける人は是非塗油な病気のため外科手術を受ける人は是非塗油な病気のため外科手術を受ける人は是非塗油な病気のため外科手術を受ける人は是非塗油を受けるように、また老齢によって体力を受けるように、また老齢によって体力を受けるように、また老齢によって体力を受けるように、また老齢によって体力

が著しく減退してくる場合、受けることができるとされています。（規範版⑪）が著しく減退してくる場合、受けることができるとされています。（規範版⑪）が著しく減退してくる場合、受けることができるとされています。（規範版⑪）が著しく減退してくる場合、受けることができるとされています。（規範版⑪）    

以上の本来の趣旨を考慮した上で、敬老の日のミサに参列できる方たちは、“病者以上の本来の趣旨を考慮した上で、敬老の日のミサに参列できる方たちは、“病者以上の本来の趣旨を考慮した上で、敬老の日のミサに参列できる方たちは、“病者以上の本来の趣旨を考慮した上で、敬老の日のミサに参列できる方たちは、“病者

の塗油の秘跡”の対象の範疇に入れない方がよいと判断しました。むしろ、これまでの塗油の秘跡”の対象の範疇に入れない方がよいと判断しました。むしろ、これまでの塗油の秘跡”の対象の範疇に入れない方がよいと判断しました。むしろ、これまでの塗油の秘跡”の対象の範疇に入れない方がよいと判断しました。むしろ、これまで

生かされてきた恵みを感謝し、こうして集えることを共によろこび祝い、さらなる長生かされてきた恵みを感謝し、こうして集えることを共によろこび祝い、さらなる長生かされてきた恵みを感謝し、こうして集えることを共によろこび祝い、さらなる長生かされてきた恵みを感謝し、こうして集えることを共によろこび祝い、さらなる長

寿と、末長い心身の健康を皆で祈る機会にしたいと思います。寿と、末長い心身の健康を皆で祈る機会にしたいと思います。寿と、末長い心身の健康を皆で祈る機会にしたいと思います。寿と、末長い心身の健康を皆で祈る機会にしたいと思います。    

個人的に塗油の秘跡を希望されるかたは、ふさわしい機会に個別に行いますので、個人的に塗油の秘跡を希望されるかたは、ふさわしい機会に個別に行いますので、個人的に塗油の秘跡を希望されるかたは、ふさわしい機会に個別に行いますので、個人的に塗油の秘跡を希望されるかたは、ふさわしい機会に個別に行いますので、

どうぞ申し出てください。どうぞ申し出てください。どうぞ申し出てください。どうぞ申し出てください。    

            司牧チーム司司牧チーム司司牧チーム司司牧チーム司祭祭祭祭        松浦謙松浦謙松浦謙松浦謙・・・・春名昌哉春名昌哉春名昌哉春名昌哉    

後藤神父さま後藤神父さま後藤神父さま後藤神父さま    

↑↑↑↑Br.Br.Br.Br.吉田吉田吉田吉田    →→→→    
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神戸地区神戸地区神戸地区神戸地区平和旬間平和旬間平和旬間平和旬間行事行事行事行事(8/10)(8/10)(8/10)(8/10)に参加してに参加してに参加してに参加して    

MNMNMNMN    

｢｢｢｢平和憲法についての講演会平和憲法についての講演会平和憲法についての講演会平和憲法についての講演会｣｣｣｣    

なぜ憲法改正に賛成ですかなぜ憲法改正に賛成ですかなぜ憲法改正に賛成ですかなぜ憲法改正に賛成ですか? ? ? ? 反対ですか反対ですか反対ですか反対ですか? ? ? ?     

憲法憲法憲法憲法 9999 条改正賛成の条改正賛成の条改正賛成の条改正賛成の 39%39%39%39%の人々はなぜ改正したいと思っているのでしょうかの人々はなぜ改正したいと思っているのでしょうかの人々はなぜ改正したいと思っているのでしょうかの人々はなぜ改正したいと思っているのでしょうか????????    

国防軍化は反対という人々もいるなか、なぜ改正したいと云う話かしら国防軍化は反対という人々もいるなか、なぜ改正したいと云う話かしら国防軍化は反対という人々もいるなか、なぜ改正したいと云う話かしら国防軍化は反対という人々もいるなか、なぜ改正したいと云う話かしら????????????    

憲法憲法憲法憲法 9999 条と条と条と条と 97979797 条、条、条、条、98989898 条との関連条との関連条との関連条との関連ももももわからなかった私ですがわからなかった私ですがわからなかった私ですがわからなかった私ですが、、、、参加して少し学び参加して少し学び参加して少し学び参加して少し学び

理解できたように思います。憲法理解できたように思います。憲法理解できたように思います。憲法理解できたように思います。憲法 12121212 条で国民は基本的人権を侵されない様に常に努条で国民は基本的人権を侵されない様に常に努条で国民は基本的人権を侵されない様に常に努条で国民は基本的人権を侵されない様に常に努

力する力する力する力するようようようよう求め求め求め求められており、一人一人の努力によって子供や孫に受け継いでいかなけられており、一人一人の努力によって子供や孫に受け継いでいかなけられており、一人一人の努力によって子供や孫に受け継いでいかなけられており、一人一人の努力によって子供や孫に受け継いでいかなけ

ればならないことを改めて学び、考えさせられました。ればならないことを改めて学び、考えさせられました。ればならないことを改めて学び、考えさせられました。ればならないことを改めて学び、考えさせられました。    

続いて続いて続いて続いて平和祈願ミサに与り、松浦神父様平和祈願ミサに与り、松浦神父様平和祈願ミサに与り、松浦神父様平和祈願ミサに与り、松浦神父様が説教の冒頭でが説教の冒頭でが説教の冒頭でが説教の冒頭で終戦６８年を迎え終戦６８年を迎え終戦６８年を迎え終戦６８年を迎え、、、、教皇ヨ教皇ヨ教皇ヨ教皇ヨ

ハネパウロ２ハネパウロ２ハネパウロ２ハネパウロ２世が広島に来日された時の「世が広島に来日された時の「世が広島に来日された時の「世が広島に来日された時の「戦争は人間のしわざです。戦争は人間のしわざです。戦争は人間のしわざです。戦争は人間のしわざです。」を引用され、」を引用され、」を引用され、」を引用され、

世界平和のために祈られた姿世界平和のために祈られた姿世界平和のために祈られた姿世界平和のために祈られた姿がががが思い出されました。思い出されました。思い出されました。思い出されました。    

又、ミサ又、ミサ又、ミサ又、ミサのののの最後最後最後最後でででで春名神父様春名神父様春名神父様春名神父様が、が、が、が、先日テレビで先日テレビで先日テレビで先日テレビで放映されたドキュメンタリー「生き放映されたドキュメンタリー「生き放映されたドキュメンタリー「生き放映されたドキュメンタリー「生き

ろ」ろ」ろ」ろ」をををを紹介され、紹介され、紹介され、紹介され、沖縄沖縄沖縄沖縄最後の官選最後の官選最後の官選最後の官選知事として知事として知事として知事として戦地に戦地に戦地に戦地に派遣された派遣された派遣された派遣された島田知事に島田知事に島田知事に島田知事についてついてついてついて、、、、    

家族を兵庫県家族を兵庫県家族を兵庫県家族を兵庫県((((須磨須磨須磨須磨))))に置いて献身的に働かれに置いて献身的に働かれに置いて献身的に働かれに置いて献身的に働かれ、１０万人とも云われる多くの住民を救、１０万人とも云われる多くの住民を救、１０万人とも云われる多くの住民を救、１０万人とも云われる多くの住民を救

い、最後に部下たちにい、最後に部下たちにい、最後に部下たちにい、最後に部下たちに「生きなさい「生きなさい「生きなさい「生きなさい。。。。命を大切に命を大切に命を大切に命を大切に」」」」と命じた姿を話され、と命じた姿を話され、と命じた姿を話され、と命じた姿を話され、平和を思う平和を思う平和を思う平和を思う

時、先ず身近なところから実現すべきではないでしょうか時、先ず身近なところから実現すべきではないでしょうか時、先ず身近なところから実現すべきではないでしょうか時、先ず身近なところから実現すべきではないでしょうか、お互いゆるし合うという、お互いゆるし合うという、お互いゆるし合うという、お互いゆるし合うという

事が事が事が事が大切大切大切大切ではないでしょうかとではないでしょうかとではないでしょうかとではないでしょうかと話されました。話されました。話されました。話されました。改めて平和のことを思う一日でした。改めて平和のことを思う一日でした。改めて平和のことを思う一日でした。改めて平和のことを思う一日でした。    

[[[[後後後後藤藤藤藤    進進進進    神父様神父様神父様神父様    略歴略歴略歴略歴] ] ] ]     ((((つながり８月号より転載つながり８月号より転載つながり８月号より転載つながり８月号より転載))))    

1941194119411941 年年年年 2222 月月月月 4444 日日日日愛知愛知愛知愛知県生まれ。県生まれ。県生まれ。県生まれ。終戦終戦終戦終戦のののの 1945194519451945 年，年，年，年，4444 歳歳歳歳でででで加古川市稲美町加古川市稲美町加古川市稲美町加古川市稲美町へ、その後小学へ、その後小学へ、その後小学へ、その後小学

6666 年のときに神戸市垂水区に移られる。中高を六甲学院で過ごされ、大学に進学したが年のときに神戸市垂水区に移られる。中高を六甲学院で過ごされ、大学に進学したが年のときに神戸市垂水区に移られる。中高を六甲学院で過ごされ、大学に進学したが年のときに神戸市垂水区に移られる。中高を六甲学院で過ごされ、大学に進学したが、、、、大大大大

学在学中に神学校への道を進まれる。召命のきっかけは、大学時代にカトリック学生学在学中に神学校への道を進まれる。召命のきっかけは、大学時代にカトリック学生学在学中に神学校への道を進まれる。召命のきっかけは、大学時代にカトリック学生学在学中に神学校への道を進まれる。召命のきっかけは、大学時代にカトリック学生連盟連盟連盟連盟でででで

様々な活動に様々な活動に様々な活動に様々な活動に参加参加参加参加されたことが大きかったとのこと。司祭叙暗はされたことが大きかったとのこと。司祭叙暗はされたことが大きかったとのこと。司祭叙暗はされたことが大きかったとのこと。司祭叙暗は 1972197219721972 年年年年 2222 月月月月 27272727 日日日日、、、、31313131

歳歳歳歳の時。の時。の時。の時。司祭司祭司祭司祭としてとしてとしてとして大阪大阪大阪大阪へ赴任してへ赴任してへ赴任してへ赴任して間もない間もない間もない間もない頃、入院中の頃、入院中の頃、入院中の頃、入院中の先輩の先輩の先輩の先輩の神父を見舞った神父を見舞った神父を見舞った神父を見舞った際に際に際に際に、その、その、その、その

神父から「神父から「神父から「神父から「『隅『隅『隅『隅におけるにおけるにおけるにおける』』』』神父になりなさ神父になりなさ神父になりなさ神父になりなさい」い」い」い」とととと声を声を声を声をかけられたことが心に残っているとおかけられたことが心に残っているとおかけられたことが心に残っているとおかけられたことが心に残っているとお

っしっしっしっしゃゃゃゃる。る。る。る。    

    このこのこのこのたび、たび、たび、たび、旅先の北海道で司教さまから旅先の北海道で司教さまから旅先の北海道で司教さまから旅先の北海道で司教さまから携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話に連格がありに連格がありに連格がありに連格があり、、、、「北須磨に行くように」と「北須磨に行くように」と「北須磨に行くように」と「北須磨に行くように」と

の突然の要靖を受け、すぐさま「わかりました」との突然の要靖を受け、すぐさま「わかりました」との突然の要靖を受け、すぐさま「わかりました」との突然の要靖を受け、すぐさま「わかりました」と返事返事返事返事をされての赴任。をされての赴任。をされての赴任。をされての赴任。司祭司祭司祭司祭になられてになられてになられてになられて 42424242

年目となるそうですが、これからもますます元気で西年目となるそうですが、これからもますます元気で西年目となるそうですが、これからもますます元気で西年目となるそうですが、これからもますます元気で西ブロックブロックブロックブロックでのごでのごでのごでのご活躍活躍活躍活躍をををを願って願って願って願っておりまおりまおりまおりま

す。よろしくす。よろしくす。よろしくす。よろしくお願いいたします。お願いいたします。お願いいたします。お願いいたします。    

9/29/29/29/28888 には地区養成委員会のには地区養成委員会のには地区養成委員会のには地区養成委員会の    「病者訪問養成コース」神戸中央教会「病者訪問養成コース」神戸中央教会「病者訪問養成コース」神戸中央教会「病者訪問養成コース」神戸中央教会    10:0010:0010:0010:00～～～～    

    姫路マリア病院姫路マリア病院姫路マリア病院姫路マリア病院    藤原昭神父様の講演があります。参加自由。ふるってご参加下さい。藤原昭神父様の講演があります。参加自由。ふるってご参加下さい。藤原昭神父様の講演があります。参加自由。ふるってご参加下さい。藤原昭神父様の講演があります。参加自由。ふるってご参加下さい。    
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たるみたるみたるみたるみ    合同キャンプ合同キャンプ合同キャンプ合同キャンプ    きたすまきたすまきたすまきたすま    

すいかすいかすいかすいか割割割割りりりり、、、、海水浴海水浴海水浴海水浴、、、、BINGOBINGOBINGOBINGO、、、、花火花火花火花火、、、、工場見学工場見学工場見学工場見学、、、、BBQ BBQ BBQ BBQ …………    etc.etc.etc.etc.    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                キャンプを振り返ってキャンプを振り返ってキャンプを振り返ってキャンプを振り返って                        KKKKKKKK    

今年のキャンプはまだ寒い２月２４日の神戸中央今年のキャンプはまだ寒い２月２４日の神戸中央今年のキャンプはまだ寒い２月２４日の神戸中央今年のキャンプはまだ寒い２月２４日の神戸中央教会でのふっこうのかけ橋ミー教会でのふっこうのかけ橋ミー教会でのふっこうのかけ橋ミー教会でのふっこうのかけ橋ミー

ティングから始まりました。昨年ティングから始まりました。昨年ティングから始まりました。昨年ティングから始まりました。昨年「「「「第１回福島ふっこうのかけ橋プロジェクト第１回福島ふっこうのかけ橋プロジェクト第１回福島ふっこうのかけ橋プロジェクト第１回福島ふっこうのかけ橋プロジェクト」」」」でででではははは

神戸地区合同キャンプが愛徳学園で行われ、その中に福島の子どもたちを招きました神戸地区合同キャンプが愛徳学園で行われ、その中に福島の子どもたちを招きました神戸地区合同キャンプが愛徳学園で行われ、その中に福島の子どもたちを招きました神戸地区合同キャンプが愛徳学園で行われ、その中に福島の子どもたちを招きました

が今年はそれほど大きなことはできません。その為、今年はが今年はそれほど大きなことはできません。その為、今年はが今年はそれほど大きなことはできません。その為、今年はが今年はそれほど大きなことはできません。その為、今年は「「「「ふっこうのかけ橋プロふっこうのかけ橋プロふっこうのかけ橋プロふっこうのかけ橋プロ

ジェクトジェクトジェクトジェクト」」」」として各小教区の教会学校で行うキャンプの中に福島の子どもたちをとして各小教区の教会学校で行うキャンプの中に福島の子どもたちをとして各小教区の教会学校で行うキャンプの中に福島の子どもたちをとして各小教区の教会学校で行うキャンプの中に福島の子どもたちを招い招い招い招い

ていっしょに楽しいキャンプをしようというスタイルで計画が始まりました。ていっしょに楽しいキャンプをしようというスタイルで計画が始まりました。ていっしょに楽しいキャンプをしようというスタイルで計画が始まりました。ていっしょに楽しいキャンプをしようというスタイルで計画が始まりました。    

５月初めから各小教区のキャンプのスケジュールや内容等が示され、福島への招致５月初めから各小教区のキャンプのスケジュールや内容等が示され、福島への招致５月初めから各小教区のキャンプのスケジュールや内容等が示され、福島への招致５月初めから各小教区のキャンプのスケジュールや内容等が示され、福島への招致

活動が始まりました。北須磨も少し出活動が始まりました。北須磨も少し出活動が始まりました。北須磨も少し出活動が始まりました。北須磨も少し出遅れましたが〝北須磨教会〟を遅れましたが〝北須磨教会〟を遅れましたが〝北須磨教会〟を遅れましたが〝北須磨教会〟を PRPRPRPR できる内容できる内容できる内容できる内容

の案内パンフを作成し福島へ送りました。の案内パンフを作成し福島へ送りました。の案内パンフを作成し福島へ送りました。の案内パンフを作成し福島へ送りました。    

同時に垂水教会もキャンプの参加を同時に垂水教会もキャンプの参加を同時に垂水教会もキャンプの参加を同時に垂水教会もキャンプの参加を計画計画計画計画していましたがしていましたがしていましたがしていましたが、、、、他の小教区といっしょに他の小教区といっしょに他の小教区といっしょに他の小教区といっしょに

キャンプを希望されていたのでキャンプを希望されていたのでキャンプを希望されていたのでキャンプを希望されていたので、、、、同じ西ブロックということもあり北須磨・垂水との同じ西ブロックということもあり北須磨・垂水との同じ西ブロックということもあり北須磨・垂水との同じ西ブロックということもあり北須磨・垂水との

合同キャンプとしての準備がスタートしました。後日、各小教区への福島からのキャ合同キャンプとしての準備がスタートしました。後日、各小教区への福島からのキャ合同キャンプとしての準備がスタートしました。後日、各小教区への福島からのキャ合同キャンプとしての準備がスタートしました。後日、各小教区への福島からのキャ

ンプ参加希望者が決まり、北須磨へも１家族の参加があるとわかりました。ンプ参加希望者が決まり、北須磨へも１家族の参加があるとわかりました。ンプ参加希望者が決まり、北須磨へも１家族の参加があるとわかりました。ンプ参加希望者が決まり、北須磨へも１家族の参加があるとわかりました。    

それからふっこうのかけ橋プロジェクトの会議や小教区のキャンプの案内プログそれからふっこうのかけ橋プロジェクトの会議や小教区のキャンプの案内プログそれからふっこうのかけ橋プロジェクトの会議や小教区のキャンプの案内プログそれからふっこうのかけ橋プロジェクトの会議や小教区のキャンプの案内プログ

ラム等を作成する為、休みの度に車で走り回り、現地視察や時間の調ラム等を作成する為、休みの度に車で走り回り、現地視察や時間の調ラム等を作成する為、休みの度に車で走り回り、現地視察や時間の調ラム等を作成する為、休みの度に車で走り回り、現地視察や時間の調整等行い２泊３整等行い２泊３整等行い２泊３整等行い２泊３

日分のプログラムを作りました。日分のプログラムを作りました。日分のプログラムを作りました。日分のプログラムを作りました。    
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今年のキャンプは７今年のキャンプは７今年のキャンプは７今年のキャンプは７////２１２１２１２１((((日日日日))))～７～７～７～７////２３２３２３２３((((火火火火))))の２泊３日で行いました。の２泊３日で行いました。の２泊３日で行いました。の２泊３日で行いました。    

初日は主日ミサで始まり、その後昼食をしてしあわせの村へ遠足初日は主日ミサで始まり、その後昼食をしてしあわせの村へ遠足初日は主日ミサで始まり、その後昼食をしてしあわせの村へ遠足初日は主日ミサで始まり、その後昼食をしてしあわせの村へ遠足。子供たちは暑さ。子供たちは暑さ。子供たちは暑さ。子供たちは暑さ

も忘れて走り回っていました。また乗馬体験もしました。も忘れて走り回っていました。また乗馬体験もしました。も忘れて走り回っていました。また乗馬体験もしました。も忘れて走り回っていました。また乗馬体験もしました。    

２日目は明石のアサヒ飲料株式会社のジュース工場を見学し、昼からアジユール舞２日目は明石のアサヒ飲料株式会社のジュース工場を見学し、昼からアジユール舞２日目は明石のアサヒ飲料株式会社のジュース工場を見学し、昼からアジユール舞２日目は明石のアサヒ飲料株式会社のジュース工場を見学し、昼からアジユール舞

子で海水浴、夜には花火や子で海水浴、夜には花火や子で海水浴、夜には花火や子で海水浴、夜には花火や BINGOBINGOBINGOBINGO 等をして２日目は終わりました。等をして２日目は終わりました。等をして２日目は終わりました。等をして２日目は終わりました。    

３日目は最終日です。さすがに３日目は疲れておとなしくなっていると思っていま３日目は最終日です。さすがに３日目は疲れておとなしくなっていると思っていま３日目は最終日です。さすがに３日目は疲れておとなしくなっていると思っていま３日目は最終日です。さすがに３日目は疲れておとなしくなっていると思っていま

したが子供たちは増々元気です。午前中に教会学校として教会のことをゲームしながしたが子供たちは増々元気です。午前中に教会学校として教会のことをゲームしながしたが子供たちは増々元気です。午前中に教会学校として教会のことをゲームしながしたが子供たちは増々元気です。午前中に教会学校として教会のことをゲームしなが

ら勉強して昼からポートアイランドの神戸花鳥園に行きました。めずらしい花や鳥なら勉強して昼からポートアイランドの神戸花鳥園に行きました。めずらしい花や鳥なら勉強して昼からポートアイランドの神戸花鳥園に行きました。めずらしい花や鳥なら勉強して昼からポートアイランドの神戸花鳥園に行きました。めずらしい花や鳥な

どを見学し園内にあるレストランでバイキング料理を楽しみました。教会に戻り、おどを見学し園内にあるレストランでバイキング料理を楽しみました。教会に戻り、おどを見学し園内にあるレストランでバイキング料理を楽しみました。教会に戻り、おどを見学し園内にあるレストランでバイキング料理を楽しみました。教会に戻り、お

もいでづくり等を行い全てのプログラムが終了しました。もいでづくり等を行い全てのプログラムが終了しました。もいでづくり等を行い全てのプログラムが終了しました。もいでづくり等を行い全てのプログラムが終了しました。    

今回のキャンプは垂水教会との合同でもあり、毎年行っている北須磨だけのキャン今回のキャンプは垂水教会との合同でもあり、毎年行っている北須磨だけのキャン今回のキャンプは垂水教会との合同でもあり、毎年行っている北須磨だけのキャン今回のキャンプは垂水教会との合同でもあり、毎年行っている北須磨だけのキャン

プとはちがいたくさんの子ども達が参加してくれました。また教会の信徒さんの協力プとはちがいたくさんの子ども達が参加してくれました。また教会の信徒さんの協力プとはちがいたくさんの子ども達が参加してくれました。また教会の信徒さんの協力プとはちがいたくさんの子ども達が参加してくれました。また教会の信徒さんの協力

と参加と参加と参加と参加もあり楽しくキャンプを行う事ができました。感謝いたします。もあり楽しくキャンプを行う事ができました。感謝いたします。もあり楽しくキャンプを行う事ができました。感謝いたします。もあり楽しくキャンプを行う事ができました。感謝いたします。    

今回のキャンプでは参加人数も多く初めてマイクロバスをすべての移動手段とし今回のキャンプでは参加人数も多く初めてマイクロバスをすべての移動手段とし今回のキャンプでは参加人数も多く初めてマイクロバスをすべての移動手段とし今回のキャンプでは参加人数も多く初めてマイクロバスをすべての移動手段とし

て利用させていただきました。支出面では例年より多くの支出となりましたが子供たて利用させていただきました。支出面では例年より多くの支出となりましたが子供たて利用させていただきました。支出面では例年より多くの支出となりましたが子供たて利用させていただきました。支出面では例年より多くの支出となりましたが子供た

ちの安全とプログラムでの移動の円滑化をちの安全とプログラムでの移動の円滑化をちの安全とプログラムでの移動の円滑化をちの安全とプログラムでの移動の円滑化を計る為計る為計る為計る為にはにはにはには充分に良かったと思います。充分に良かったと思います。充分に良かったと思います。充分に良かったと思います。    

参加された子供たちはこのキャンプで初めて出遭ったお友達とのたくさんの思い出参加された子供たちはこのキャンプで初めて出遭ったお友達とのたくさんの思い出参加された子供たちはこのキャンプで初めて出遭ったお友達とのたくさんの思い出参加された子供たちはこのキャンプで初めて出遭ったお友達とのたくさんの思い出

をおみやげに帰路についたことと思いますをおみやげに帰路についたことと思いますをおみやげに帰路についたことと思いますをおみやげに帰路についたことと思います。。。。

5555    
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            思いつくままに思いつくままに思いつくままに思いつくままに        続『朗読』なんやかんや続『朗読』なんやかんや続『朗読』なんやかんや続『朗読』なんやかんや    

MSMSMSMS    

録音機の発達が、視障者の助けになったことは間違いありま録音機の発達が、視障者の助けになったことは間違いありま録音機の発達が、視障者の助けになったことは間違いありま録音機の発達が、視障者の助けになったことは間違いありません。とくに中失者にとっせん。とくに中失者にとっせん。とくに中失者にとっせん。とくに中失者にとっ

て点字を覚えるのは至難の技ですから、ラジオ以外耳から情報を得られるチャンスが増えて点字を覚えるのは至難の技ですから、ラジオ以外耳から情報を得られるチャンスが増えて点字を覚えるのは至難の技ですから、ラジオ以外耳から情報を得られるチャンスが増えて点字を覚えるのは至難の技ですから、ラジオ以外耳から情報を得られるチャンスが増え

たことは良かったと思います。たことは良かったと思います。たことは良かったと思います。たことは良かったと思います。    

点字図書館は図書館としての役割を果たすため、蔵書とするにふさわしい書物を選び、点字図書館は図書館としての役割を果たすため、蔵書とするにふさわしい書物を選び、点字図書館は図書館としての役割を果たすため、蔵書とするにふさわしい書物を選び、点字図書館は図書館としての役割を果たすため、蔵書とするにふさわしい書物を選び、

朗読録音して蔵書として備えます。私もその手伝いをしながら、視障者の希望図書の録音朗読録音して蔵書として備えます。私もその手伝いをしながら、視障者の希望図書の録音朗読録音して蔵書として備えます。私もその手伝いをしながら、視障者の希望図書の録音朗読録音して蔵書として備えます。私もその手伝いをしながら、視障者の希望図書の録音

や対面朗読に力を入れました。や対面朗読に力を入れました。や対面朗読に力を入れました。や対面朗読に力を入れました。    

私の場合、中失者とのお付き合いが多かったと思います。私の場合、中失者とのお付き合いが多かったと思います。私の場合、中失者とのお付き合いが多かったと思います。私の場合、中失者とのお付き合いが多かったと思います。        

交通事故で視力を失った青年、脳の手術のため交通事故で視力を失った青年、脳の手術のため交通事故で視力を失った青年、脳の手術のため交通事故で視力を失った青年、脳の手術のため腫瘍腫瘍腫瘍腫瘍は取れたが視神経は働きを失った青年、は取れたが視神経は働きを失った青年、は取れたが視神経は働きを失った青年、は取れたが視神経は働きを失った青年、

そして戦争によって頭部を負傷した老人などなど。そして戦争によって頭部を負傷した老人などなど。そして戦争によって頭部を負傷した老人などなど。そして戦争によって頭部を負傷した老人などなど。    

みんみんみんみんな希望をもってな希望をもってな希望をもってな希望をもって一日一日一日一日一日一日一日一日を生きるのに懸命でした。本当に録音テープの届くのを待を生きるのに懸命でした。本当に録音テープの届くのを待を生きるのに懸命でした。本当に録音テープの届くのを待を生きるのに懸命でした。本当に録音テープの届くのを待

っていました。点字図書館を通して、あるいは直接電話で「まだかいなあ」と催促を受けっていました。点字図書館を通して、あるいは直接電話で「まだかいなあ」と催促を受けっていました。点字図書館を通して、あるいは直接電話で「まだかいなあ」と催促を受けっていました。点字図書館を通して、あるいは直接電話で「まだかいなあ」と催促を受け

ることもありました。ることもありました。ることもありました。ることもありました。    

「一人の人のために朗読する」。「「一人の人のために朗読する」。「「一人の人のために朗読する」。「「一人の人のために朗読する」。「    一人の人が自分のために朗読してくれたのを聞く」一人の人が自分のために朗読してくれたのを聞く」一人の人が自分のために朗読してくれたのを聞く」一人の人が自分のために朗読してくれたのを聞く」    。。。。

今にして思えば、このお互いの必要性をしっかり感じながらの結び付きは、想像以上に重今にして思えば、このお互いの必要性をしっかり感じながらの結び付きは、想像以上に重今にして思えば、このお互いの必要性をしっかり感じながらの結び付きは、想像以上に重今にして思えば、このお互いの必要性をしっかり感じながらの結び付きは、想像以上に重

いものだったようです。いものだったようです。いものだったようです。いものだったようです。    

「声ことば「声ことば「声ことば「声ことば    」が聞き手と読み手をしっかりつないでいく。誰かの文章を声にすること」が聞き手と読み手をしっかりつないでいく。誰かの文章を声にすること」が聞き手と読み手をしっかりつないでいく。誰かの文章を声にすること」が聞き手と読み手をしっかりつないでいく。誰かの文章を声にすること

で読み手と聞き手が結び付いていき、さらに作者と結び付いていくことになるで読み手と聞き手が結び付いていき、さらに作者と結び付いていくことになるで読み手と聞き手が結び付いていき、さらに作者と結び付いていくことになるで読み手と聞き手が結び付いていき、さらに作者と結び付いていくことになる。。。。    

ごミサの中では、二つまたは三つのみことばの朗読が行なわれることはご承知のとおりごミサの中では、二つまたは三つのみことばの朗読が行なわれることはご承知のとおりごミサの中では、二つまたは三つのみことばの朗読が行なわれることはご承知のとおりごミサの中では、二つまたは三つのみことばの朗読が行なわれることはご承知のとおり

です。朗読を担当するとき、「神様からいただくメッセージを、きっちり伝えられているです。朗読を担当するとき、「神様からいただくメッセージを、きっちり伝えられているです。朗読を担当するとき、「神様からいただくメッセージを、きっちり伝えられているです。朗読を担当するとき、「神様からいただくメッセージを、きっちり伝えられている

だろうか」と思わないわけにはいきません。朗読に続いて説教、信仰宣言、共同祈願、そだろうか」と思わないわけにはいきません。朗読に続いて説教、信仰宣言、共同祈願、そだろうか」と思わないわけにはいきません。朗読に続いて説教、信仰宣言、共同祈願、そだろうか」と思わないわけにはいきません。朗読に続いて説教、信仰宣言、共同祈願、そ

して聖変化、聖体拝領へと祈りは深まっていきます。その日神様からいただいたメッセーして聖変化、聖体拝領へと祈りは深まっていきます。その日神様からいただいたメッセーして聖変化、聖体拝領へと祈りは深まっていきます。その日神様からいただいたメッセーして聖変化、聖体拝領へと祈りは深まっていきます。その日神様からいただいたメッセー

ジを心にしみ込ませながらご聖体をいただきます。ジを心にしみ込ませながらご聖体をいただきます。ジを心にしみ込ませながらご聖体をいただきます。ジを心にしみ込ませながらご聖体をいただきます。    

イエス様のお声を直接聞いたイエス様のお声を直接聞いたイエス様のお声を直接聞いたイエス様のお声を直接聞いた    2000200020002000 年前の人々同様に、私たちもイエス様にかわる朗年前の人々同様に、私たちもイエス様にかわる朗年前の人々同様に、私たちもイエス様にかわる朗年前の人々同様に、私たちもイエス様にかわる朗

読者のひとつの声によって、神様のメッセージをいただく。紙の上に読者のひとつの声によって、神様のメッセージをいただく。紙の上に読者のひとつの声によって、神様のメッセージをいただく。紙の上に読者のひとつの声によって、神様のメッセージをいただく。紙の上に横たわって横たわって横たわって横たわって    いる冷いる冷いる冷いる冷

たい文字からではなく、生身の人間のぬくもりのある音声によって神様のお言葉、お心をたい文字からではなく、生身の人間のぬくもりのある音声によって神様のお言葉、お心をたい文字からではなく、生身の人間のぬくもりのある音声によって神様のお言葉、お心をたい文字からではなく、生身の人間のぬくもりのある音声によって神様のお言葉、お心を

いただく。いただく。いただく。いただく。    

私なりには、ごミサにおける朗読は「一つの声にみんながいっしょに耳を傾けて」「血私なりには、ごミサにおける朗読は「一つの声にみんながいっしょに耳を傾けて」「血私なりには、ごミサにおける朗読は「一つの声にみんながいっしょに耳を傾けて」「血私なりには、ごミサにおける朗読は「一つの声にみんながいっしょに耳を傾けて」「血

の通った、ぬくもりのある声でみことばを受ける」という大切なことと思い至っています。の通った、ぬくもりのある声でみことばを受ける」という大切なことと思い至っています。の通った、ぬくもりのある声でみことばを受ける」という大切なことと思い至っています。の通った、ぬくもりのある声でみことばを受ける」という大切なことと思い至っています。

ですからごミサの会衆は「聖書と典礼」を前もって読んでおき、朗読の際ですからごミサの会衆は「聖書と典礼」を前もって読んでおき、朗読の際ですからごミサの会衆は「聖書と典礼」を前もって読んでおき、朗読の際ですからごミサの会衆は「聖書と典礼」を前もって読んでおき、朗読の際    には文字を離には文字を離には文字を離には文字を離

れて声に耳を傾けるのがいいのではないかと思うのです。もちろん自分が朗読者の時には、れて声に耳を傾けるのがいいのではないかと思うのです。もちろん自分が朗読者の時には、れて声に耳を傾けるのがいいのではないかと思うのです。もちろん自分が朗読者の時には、れて声に耳を傾けるのがいいのではないかと思うのです。もちろん自分が朗読者の時には、

「聞いて分かっていただける、神様のメッセージが伝わる読み」をしようと、その一点に「聞いて分かっていただける、神様のメッセージが伝わる読み」をしようと、その一点に「聞いて分かっていただける、神様のメッセージが伝わる読み」をしようと、その一点に「聞いて分かっていただける、神様のメッセージが伝わる読み」をしようと、その一点に

だけ思いを集中するように努めるのですが……。だけ思いを集中するように努めるのですが……。だけ思いを集中するように努めるのですが……。だけ思いを集中するように努めるのですが……。    

朗読する者も、朗読を聞く者も、大切なみことばをいただくのにふさわしい準備を前も朗読する者も、朗読を聞く者も、大切なみことばをいただくのにふさわしい準備を前も朗読する者も、朗読を聞く者も、大切なみことばをいただくのにふさわしい準備を前も朗読する者も、朗読を聞く者も、大切なみことばをいただくのにふさわしい準備を前も

ってするのが、「聞きなさい」とおっしゃる神様にお応えすることになるのではなかろうってするのが、「聞きなさい」とおっしゃる神様にお応えすることになるのではなかろうってするのが、「聞きなさい」とおっしゃる神様にお応えすることになるのではなかろうってするのが、「聞きなさい」とおっしゃる神様にお応えすることになるのではなかろう

かと思うのです。かと思うのです。かと思うのです。かと思うのです。                                                                                            （つづく）（つづく）（つづく）（つづく）    
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2013201320132013 年年年年 9999 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    

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    

９・９・９・９・    １１１１((((日日日日)9)9)9)9 時時時時    

    年間第２２主日年間第２２主日年間第２２主日年間第２２主日    

Fr. Fr. Fr. Fr. 後後後後    藤藤藤藤    T.MT.MT.MT.M    Y.SY.SY.SY.S    

H.KH.KH.KH.K    

((((南南南南))))    

①①①①I.MI.MI.MI.M    

②②②②U.NU.NU.NU.N    

５地区５地区５地区５地区    

KKKK・・・・YYYY    

((((洗洗洗洗))))    T.YT.YT.YT.Y    

    

９・９・９・９・    ８８８８((((日日日日)9)9)9)9 時時時時    

年間第２３主日年間第２３主日年間第２３主日年間第２３主日    

Fr. Fr. Fr. Fr. 松松松松    浦浦浦浦    T.YT.YT.YT.Y    Y.SY.SY.SY.S    

H.TH.TH.TH.T    

((((北北北北))))    

①①①①K.NK.NK.NK.N    

②②②②O.RO.RO.RO.R    

５地区５地区５地区５地区    

NNNN・・・・KKKK    

((((洗洗洗洗))))    T.YT.YT.YT.Y    

    

９・９・９・９・15(15(15(15(日日日日))))９時９時９時９時    

年間第２４主日年間第２４主日年間第２４主日年間第２４主日    

Fr. Fr. Fr. Fr. 春春春春        名名名名    

松永助祭松永助祭松永助祭松永助祭    

N.YN.YN.YN.Y    T.KT.KT.KT.K    

    ①①①①K.KK.KK.KK.K    

②②②②O.MO.MO.MO.M    

6666Ａ地区Ａ地区Ａ地区Ａ地区    

IIII・・・・HHHH    

((((洗洗洗洗))))    T.YT.YT.YT.Y    

敬老ミサ敬老ミサ敬老ミサ敬老ミサ    

９・２２９・２２９・２２９・２２((((日日日日)9)9)9)9 時時時時    

年間第年間第年間第年間第 2222５主日５主日５主日５主日    

Fr. Fr. Fr. Fr. 後後後後    藤藤藤藤    

((((子供ﾐｻ子供ﾐｻ子供ﾐｻ子供ﾐｻ    

        担当担当担当担当))))    

Y.SY.SY.SY.S    

Y.KY.KY.KY.K    

((((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))))    

KKKK・・・・YYYY    

((((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    

９・２９９・２９９・２９９・２９((((日日日日))))９時９時９時９時    

年間第年間第年間第年間第 2222６主日６主日６主日６主日    

Fr. Fr. Fr. Fr. アマドアマドアマドアマド    N.SN.SN.SN.S    Y.SY.SY.SY.S    

I.RI.RI.RI.R    

((((北北北北))))    

①①①①S.TS.TS.TS.T    

②②②②K.SK.SK.SK.S    

1111・・・・4444    

地区地区地区地区    

NNNN・・・・KKKK    

    ((((洗洗洗洗))))    T.YT.YT.YT.Y    

    

《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。    

    

    

    

8888 月月月月 11111111 日評議会での報告や審議の事柄日評議会での報告や審議の事柄日評議会での報告や審議の事柄日評議会での報告や審議の事柄

です。委員会については一部だけを書いです。委員会については一部だけを書いです。委員会については一部だけを書いです。委員会については一部だけを書い

ています。ています。ています。ています。    

・・・・11111111 月月月月 17171717 日のバザーに向けて日のバザーに向けて日のバザーに向けて日のバザーに向けて 9999 月月月月１１１１

日に委日に委日に委日に委員会を発足させることになった員会を発足させることになった員会を発足させることになった員会を発足させることになった。。。。    

バザーの目的は「ふっこうのかけ橋」バザーの目的は「ふっこうのかけ橋」バザーの目的は「ふっこうのかけ橋」バザーの目的は「ふっこうのかけ橋」    

支援と社会活動委員会支援とした。支援と社会活動委員会支援とした。支援と社会活動委員会支援とした。支援と社会活動委員会支援とした。    

・敬老のお祝いは・敬老のお祝いは・敬老のお祝いは・敬老のお祝いは 9999 月月月月 11115555 日にする。ミ日にする。ミ日にする。ミ日にする。ミ

サ中の塗油の秘跡はないが、希望者にはサ中の塗油の秘跡はないが、希望者にはサ中の塗油の秘跡はないが、希望者にはサ中の塗油の秘跡はないが、希望者には

個別に対応する（松浦神父）。個別に対応する（松浦神父）。個別に対応する（松浦神父）。個別に対応する（松浦神父）。    

・マリア様像設置の話合いをし、少しず・マリア様像設置の話合いをし、少しず・マリア様像設置の話合いをし、少しず・マリア様像設置の話合いをし、少しず    

つ前に進めることにした。つ前に進めることにした。つ前に進めることにした。つ前に進めることにした。    

・・・・8888 月月月月 10101010 日の平和旬間の神戸地区行事日の平和旬間の神戸地区行事日の平和旬間の神戸地区行事日の平和旬間の神戸地区行事

には参加者が少なかった。には参加者が少なかった。には参加者が少なかった。には参加者が少なかった。    

・「きたすま」発行に欠かせない印刷機・「きたすま」発行に欠かせない印刷機・「きたすま」発行に欠かせない印刷機・「きたすま」発行に欠かせない印刷機    

が新しくなった。毎月欠かさず発行できが新しくなった。毎月欠かさず発行できが新しくなった。毎月欠かさず発行できが新しくなった。毎月欠かさず発行でき

るように、原稿集め・編集・印刷の作業るように、原稿集め・編集・印刷の作業るように、原稿集め・編集・印刷の作業るように、原稿集め・編集・印刷の作業    

    

    

を広報委員会がしている。を広報委員会がしている。を広報委員会がしている。を広報委員会がしている。    

・神戸地区養成委員会の「病者訪問コー・神戸地区養成委員会の「病者訪問コー・神戸地区養成委員会の「病者訪問コー・神戸地区養成委員会の「病者訪問コー    

ス」の紹介があった。ス」の紹介があった。ス」の紹介があった。ス」の紹介があった。    

・不用品を教会に持って来ないように呼・不用品を教会に持って来ないように呼・不用品を教会に持って来ないように呼・不用品を教会に持って来ないように呼    

び掛けることになった。び掛けることになった。び掛けることになった。び掛けることになった。    

                                        （評議会会長記）（評議会会長記）（評議会会長記）（評議会会長記）    

    

    

    

8888 月月月月 13131313 日日日日（（（（火火火火））））    

ミカエルミカエルミカエルミカエル    K.YK.YK.YK.Y さまさまさまさま    ((((２地区２地区２地区２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

りりりり致し致し致し致します。ます。ます。ます。    

    

    

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    

あつ～い夏休みです 終った?（KJH） 



きたすまきたすまきたすまきたすま    8888                                                                                                                                                                                    

    

    

日日日日 ・・・・ 曜日曜日曜日曜日 2013

９/1９/1９/1９/1 日日日日 年間第22主日年間第22主日年間第22主日年間第22主日 ミサ9:00～ミサ9:00～ミサ9:00～ミサ9:00～ 信仰年の朗読　　典礼委員会信仰年の朗読　　典礼委員会信仰年の朗読　　典礼委員会信仰年の朗読　　典礼委員会

2222 月月月月 卓球(13～17)

3333 火火火火 カテキズム勉強会（１0:30～） 病者高齢者訪問（チーム北須磨　13～）

4444 水水水水

５５５５ 木木木木 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)

６６６６ 金金金金 主日の聖書を読む会（14:30～）

7777 土土土土 教会清掃なし 英語クラブ（14～16) 

8888 日日日日 年間第23主日年間第23主日年間第23主日年間第23主日 ミサ9:00～ミサ9:00～ミサ9:00～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）評議会（ミサ後）評議会（ミサ後）評議会（ミサ後）

9999 月月月月 卓球(13～17)

10101010 火火火火 社会活動センター炊き出し(9：30～)　カテキズム勉強会（１0:30～） 

11111111 水水水水

12121212 木木木木 キリシタン史講座（10～） オカリナ(13～15)　卓球(13～17)

13131313 金金金金 主日の聖書を読む会（14:30～）

14141414 土土土土 教会清掃(第6A地区 地区集会) 英語クラブ（14～16) 

15151515 日日日日 年間第24主日年間第24主日年間第24主日年間第24主日 敬老のミサ9:00～敬老のミサ9:00～敬老のミサ9:00～敬老のミサ9:00～敬老のお祝い（ミサ後）敬老のお祝い（ミサ後）敬老のお祝い（ミサ後）敬老のお祝い（ミサ後） からし種講座（14～）からし種講座（14～）からし種講座（14～）からし種講座（14～）

16161616 月月月月 敬老の日敬老の日敬老の日敬老の日 卓球(13～17)

17171717 火火火火 カテキズム勉強会（１0:30～） 

18181818 水水水水

19191919 木木木木 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)

20202020 金金金金 主日の聖書を読む会（14:30～）

21212121 土土土土 教会清掃なし 英語クラブ（14～16) キリスト教入門講座（18～）

22222222 日日日日 年間第25主日年間第25主日年間第25主日年間第25主日 ミサ9:00～ミサ9:00～ミサ9:00～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）

23232323 月月月月 秋分の日秋分の日秋分の日秋分の日 卓球(13～17)

24242424 火火火火 カテキズム勉強会（１0:30～） 男の料理教室（17～）

25252525 水水水水

26262626 木木木木 キリシタン史講座（10～） オカリナ(13～15)　卓球(13～17)

27272727 金金金金 主日の聖書を読む会（14:30～）

28282828 土土土土 教会清掃( 第１・４地区) 広報委員会 英語クラブ（14～16) 

29292929 日日日日 年間第26主日年間第26主日年間第26主日年間第26主日 ミサ9:00～ミサ9:00～ミサ9:00～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） からし種講座（14～）からし種講座（14～）からし種講座（14～）からし種講座（14～）

30303030 月月月月 卓球(13～17)

10/110/110/110/1 火火火火 カテキズム勉強会（１0:30～） 

2222 水水水水

3333 木木木木 キリシタン史講座（10～） 卓球(13～17)

4444 金金金金 主日の聖書を読む会（14:30～）

5555 土土土土 教会清掃なし 英語クラブ（14～16) 

6666 日日日日 年間第27主日年間第27主日年間第27主日年間第27主日 ミサ9:00～ミサ9:00～ミサ9:00～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）

　　　★　朝ミサ　月曜日～土曜日　７：３０～　★　　　★　朝ミサ　月曜日～土曜日　７：３０～　★　　　★　朝ミサ　月曜日～土曜日　７：３０～　★　　　★　朝ミサ　月曜日～土曜日　７：３０～　★

今月のお茶当番は第３・６B・７地区です今月のお茶当番は第３・６B・７地区です今月のお茶当番は第３・６B・７地区です今月のお茶当番は第３・６B・７地区です

カトリック北須磨教会ホームページカトリック北須磨教会ホームページカトリック北須磨教会ホームページカトリック北須磨教会ホームページ

http://cathkitasuma.web.fc2.com


