
 

決死救命の牧者 

松永敦 助祭 

  

8 月末、友人の司祭と神学生など合わせて 5 人で福島を訪問しました。訪問先のひ

とつに、事故があった福島第一原発から直線距離で 14 キロ地点の牧場があります。

牧場の土壌からは通常の千倍の放射性物質が検出されたそうです。そこにＹさんとい

う酪農家がいらっしゃいます。Ｙさんは、福島第一原発事故の後、他の酪農家が逃げ

るなかで、どうしても牛のことが心配になって牧場に残って被爆し、牛にエサと水を

与え続けた方です。 

牛は被爆したので、当然商品としての価値を失っています。そのような牛は、本当

は薬で命を絶って処分しなければなりません。それでも牛の世話を続けたＹさん。 

ある日、検問所にいた警察官が次のようにＹさんに尋ねたそうです。 

「一体あなたは牛の命が大事なのですか、それとも人の命が大事なのですか」 

「わかっています。でも放射能はすぐに死ぬわけではありません。牛達は水も飲め

ず、今放っておいたら死んでしまいます」Ｙさんはそう答えたそうです。 

それでもエサが不足し、草の根を穿り返して、懸命に命を繋ぐ牛と、力尽きて倒れ

ていく牛。そんな牛の姿を見続けたＹさんの思いは一つの言葉として像を結んでいき

ます。 

それは「決死救命」という言葉です。決死の覚悟で、牛達の命を救うと書きます。

売ろうと思っても、価値がゼロで売れない牛達の命を、ご自分の命を削ってまで守ろ

うとし、今も世話を続けていらっしゃるＹさん。このＹさんの判断が神様の目から見

て、正しいことなのかどうかは私には分かりません。しかし、Ｙさんの姿は心に訴え

るものがあります。それがなぜなのか考えた時、羊飼いとしてのキリストの姿が思い

起こされました。失われた羊を見つけるまで探し回るのは、どの羊もかけがえのない

存在として大切にしているからです。  

 決死救命。これほどのＹさんの思いに福島の牛達はおそらく気づいていないことで

しょう。私はどうだろうか。牧者キリストの思いをどれほど深く実感しているだろう

か。 
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私の「修道生活五十年」  
 

 

マリスト教育修道士会 ＹＨ 

 

後藤神父様の歓迎会に併せて、私の「五十周年」のお祝いまでしていただき、本当

にありがとうございました。その「五十周年」で感じたこと、考えたことを書いてく

ださいと言われました。感じたことといえば、「え―っ、いつの間にそんな年月が・・・」

ということぐらいですが、振り返ってみて考えたことを少し書かせていただきます。 

まだ修練生だった頃、修練長の毎日の訓話の中で、「修道士は明るくなければなら

ない」と言われたのにショックを受けました。当たり前のことなのに。以前に読んだ

ことのある聖フランシスコ・サレジオの「悲しげな聖人は、気の毒なタイプの聖人だ」

という言葉とも重なって、聖人でさえそうなら、私などはどうだろう、果たして自分

は修道士に向いているのだろうかと、一時はかなり悩み、考え込んだものです。どち

らかといえば自分はくそまじめ、暗い方ではないかと思っていましたから。 

修練期を終えての最初の修道院には、そんな私のために、神様が選んでくださった

に違いない、実にユーモラスな、愉快のかたまりのような米国人の先輩ブラザーが待

ち受けていました。私はこのブラザーに毎日のように笑わされ、ぷ―っと噴き出し、

時には抱腹絶倒という苦しい目にも何度か会わされました。実に明るく、愉快で、そ

ばにいるだけで楽しく、心を開いて何でも話せるブラザーでした。長年、生活を共に

するうちに、私のしかつめらしい顔も次第にゆるんで来たと思います。亡くなってか

らもう二十年以上になりますが、いつまでも忘れられないブラザーです。その明るさ

は、外面ばかりでない、まちがいなく内側から出て来るものでした。「いつも喜んで

いなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい。これこそ、キリスト・

イエスにおいて、神があなたがたに(あなたに)望んでおられることです」（Ⅰテサロニ

ケ 5・15)。この言葉をそのまま、信仰から来る喜びを持って生きていたこのブラザ

ーの生き方を、私は一生かけて学び取っていきたいと願っています。 

五十年の間には、日本、米国、スペイン、その他の国々の、国民性も各個人の性格

も違いながら、同じ理想、同じこころざしを持つブラザーたちが、心を一つにして共

同生活をして来ました。そのこと自体得難い体験ですが、一人一人の生き方、考え方、

各自の持っている賜物から、教えられ、学ぶことが沢山ありました。これが修道生活

のすばらしさ、大きな恵みだと思います。 
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        敬老のお祝い 
9 月 15 日（日）敬老のミサの後、敬老のお祝いが開かれました。 

最初に春名神父さまの言葉、オカリナの演奏、沖縄三線の演奏、 

最後にシスター前田に終わりの言葉を頂きました。 

オカリナに合わせて歌ったり、三線の曲に乗って踊ったりと 

約一時間の楽しいひと時でした。 
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思いつくままに  続続『朗読』なんやかんや 

MS 

黙読は自分のためにする読み。朗読は他者のためにする読み。聞いてくださる人がいて、

その人に文章の意味が分かるように声に出して読む読み。だから、朗読者は読む内容を前

もって(多かれ少なかれ)分かって読む必要があるのは当然でしょう。 

ですから、朗読の前にずいぶん慎重に下読みをすることになります。 

自分の読むべき文章が、一番伝えようとしていることはなにか。そのためには、どうい

う具合に内容を展開しているのだろうか。段落はどう区切っているのだろうか。同じこと

ばが繰り返し用いられているのは要注意。この語句はどこへ係って行くのかなどなど、チ

ェックすることはたくさんあるものです。 

行き当たりばったりの読みは、聞き手には本当に分かりづらいですからね。 

ごミサで朗読するとき、準備の第一は、「神様はこの文章で、私たちになにを語り掛け

ておられるのか」ということを、しっかり捉えることだと思います。下読みは、まったく

そのために行なうことですね。自分が分かっていないことを人様に分かっていただくよう

に伝える、なんてことはできませんから。 

そんな厳しいことを言われたら、とてもじゃないけど読めないねという声が聞こえそう

です。もっともだと思います、私も立往生してしまうことがありますのでね。 

「典礼憲章」の聖書朗読に関する文章の解説に、ほぼ次のような文がありました。 

「聖書が教会で読まれるときは、キリスト自身が語っておられる…中略…まさに、 

朗読者は神の口、神の唇、神の道具なのである。」と。私は見たとたんに腰が引けてしま

う思いがしました。で、せめて「神の道具」としてなんとかお役に立つことができるよう

にと心がけています。  

自分なりに、「あそうか、そうなんだ。そうですね…」と共感できたり納得できたりし

た記述に出会ったら、その思いのままに会衆のみなさんに、しっかりした声で読み掛けれ

ばいいのだと思います。なにかその「ビッ !」と感じるということって、案外大切なので

はないでしょうか。 

読み取った文章の主旨とともに朗読する人の、何といいますか、心のはずみのようなも

のも声に乗せて伝える朗読って、悪くないと思うのです。 

それと大切なことは「間(ま)」ですね。専門家の話によりますと人間の耳が、発せられ

た言葉を意味あるものと認識しはじめるのは、0.45 秒後くらいからだそうです。道理で

この頃若者のしゃべりが聞き取りにくくなったわけです。喜寿過ぎの耳には 1 秒以上遅

れて「あ、なんか言ってる」と分かることがあります。いやはや……。  

早口で切れ目なくしゃべると、聞き手の脳味噌に音は届いていますが、意味あることば

として処理しかねて、「え、え、ちょっと待って！」ということになりますね。 

朗読でも必要なところではしっかり間(ま)をとって、聞き手の理解を助けるように十分

な配慮をすることが大切です。弁舌によどみのないことを「立て板に水」と言いますが考

えようによっては、「間抜けのおしゃべり」と言えないことも……。 (つづく )
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～お告げの祈り、司祭のための祈り～ 

 

  朝、昼、晩の一日 3 回、お告げの鐘とともに唱えられる祈り。受胎告知（ルカ 1：

26-38）の場面と、キリストの受肉の秘儀を伝える美しい祈りとして、今日まで親

しまれています。ミレーの『晩鐘』は、これを描いたものです。 

お告げの祈り（Angelus Domini , カトリック教会のカテキズム要約、付録より） 

主のみ使いのお告げを受けて、マリアは聖霊によって神の御子をやどされた。 

［アヴェ・マリアの祈り］アヴェ、マリア、恵みに満ちた方・・・・ 

わたしは主のはしため、おことばどおりになりますように。 

［アヴェ・マリアの祈り］アヴェ、マリア、恵みに満ちた方・・・・ 

みことばは人となり、わたしたちのうちに住まわれた。 

［アヴェ・マリアの祈り］アヴェ、マリア、恵みに満ちた方・・・・ 

神の母聖マリア、わたしたちのために祈ってください。 

    キリストの約束にかなうものとなりますように。 

［祈願］ 神よ、み使いのお告げによって、御子が人となられたことを知ったわたし

たちが、キリストの受難と十字架を通して復活の栄光に達することができるよう、

恵みを注いでください。わたしたちの主イエス・キリストによって。アーメン。 

［栄唱］ 栄光は父と子と聖霊に。 

     初めのように今もいつも世々に。アーメン。 

 

初夏の頃に、さる友人から贈られた『祈りのハンドブック』に、栞として挿入され

ていたのがこの祈りです。神父様への霊的花束として相応しいものと思われますので、

ここに紹介させていただきました。 

司祭のための祈り（教皇庁聖職者省 2008 年 5 月 30 日） 

主イエスよ。あなたは至福なる聖体のうちにおられ、あなたの司祭を通してわたし

たちの間で永遠に生きておられます。あなたの司祭のことばが、ひたすらあなたのこ

とばとなり、彼らの行いがあなたの行いとなり、彼らの生き方があなたの生き方を真

に示すものとなりますように。 

司祭が神の民を代表して神に語り、神の民に語りかけ、勇気をもって奉仕し、あな

たのみ心のままに教会に仕えることができますように。 

司祭が現代において永遠の神をあかしし、あなたに従って歴史の道を歩み、すべて

の人のために善を行うことができますように。 

司祭がその務めを忠実に行い、召命と使命を熱心に果たし、司祭としてのあるべき

姿をはっきりと現し、与えられたたまものを喜びをもって生きることができますよう

に。 

聖母マリアに祈ります。御子に最後まで従われたように、いつまでもあなたの司祭

とともにいてください。アーメン。         典礼委員会 （文責：I） 



きたすま 6 

9 月 1 日に北須磨でも黙想会や勉強会でいろいろお世話になっていた淳心会のア

ッセ神父様が帰天されました。お葬儀は 9 月 3 日姫路マリア病院聖堂で行われ、多

くの人に見送られました。永遠の安息を心よりお祈り申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１３年１０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 

10・ ６(日)9 時 

年間第２7 主日 

 

Fr．松浦 

 

HK TK 
KT 

(南) 

①HY 

②SA 

1・4 

地区 

I・H 

(洗) TA 
 

10・１3(日)9 時 

年間第２8 主日 
Fr．松浦 HT YS 

NY 

(北) 

①TH 

②KT 
２地区 

K・Y 

(洗) TA 
評議会 

10・20(日)９時 

年間第２9 主日 
Fr．後藤 HM TK 

NS 

(南) 

①TM 

②SM 
２地区 

N・K 

(洗) TA 
 

10・２7(日)9 時 

年間第 30 主日 

集会祭儀 

 松永助祭 
(子供 

・担当) 
YS 

HK 

(北) 

①子供・担当 

②   〃 

(子供 

・担当) 

I・H 

(洗) TA 

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。 
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9 月 8 日評議会の主な点を順不同で列記 

します。委員会関係はかなり省略です。 

・教皇様が「祈りの集会」を呼びかけ。 

・神戸地区大会のミサ献金は洲本教会地 

 震見舞とふっこうのかけ橋支援に。 

・バザー委員会が活動開始。 

・青少年委員会が信仰を中心にして秋の 

 遠足やバザー向け手作り工作を計画。 

・カトリック大事典等 3 冊を購入予定。 

・聖堂の椅子の意見は会長が整理予定。 

・11 月 2 日に教区監査の予定。 

・黙想会を 12 月 15 日に予定。 

・信徒大会を目途に評議会規約見直し。 

・神戸地区の高山右近列福推進委員会が 

 来春に巡礼を予定。 

          （評議会会長記） 

 

 

 

 

 

求道者入門講座「共に歩む旅」が始ま

りました。 

隔週土曜日午後6時から8時過ぎまで、

夕食を共に分かち合います。 

10 月は 5 日、19 日 (担当:Fr 松浦、

Sr 前田、Ｈ)の予定です。 

 未信者のご主人など、気軽にお誘いく

ださい。 

 

 

 

 

ＳＡさん 垂水教会へ 

 

 

 

 

 

評評 議議 会会 よよ りり  転転 出出 ささ れれ まま しし たた   

編 集 後 記 

今年の夏の気象は異常だったような気がす

る。 異常気象というのは毎年どこかで発生し 

ているものだが、この夏の猛暑と豪雨は記録

的だった。 毎日のように、「観測史上初めて」

とか、「これまでに経験したことのないような

大雨」といったフレーズが飛び交った。「特別

警報」なるものが気象庁によって定められた

のも致し方のないことのように思われる。何

かがおかしい。人間はもう人間のことだけを

考えて生きていてはいけないのではないか？

地球が悲鳴を上げている。そんなことを考え

させられてしまう夏だった。被害に遭われた

方々のご冥福を心からお祈り申し上げます。       

（RK） 

おお 知知 らら せせ  
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日 ・ 曜日 2013

10/1 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～） 霊的読書会（13～）

2 水

3 木 キリシタン史講座（10～） 西区のミサ（14～） 卓球(13～17)

4 金 主日の聖書を読む会（14:30～）

５ 土 教会清掃なし 英語クラブ（14～16)  キリスト教講座「共に歩む旅」(18～)

６ 日 年間第２７主日 ミサ9:00～ 信仰年の朗読 信仰講座（ミサ後）

7 月 卓球(13～17)

8 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～）　霊的読書会(13～)

9 水

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

11 金 主日の聖書を読む会（14:30～）

12 土 教会清掃( 第２地区　地区集会) 英語クラブ（14～16) 

13 日 年間第２８主日 ミサ9:00～ 信仰講座（ミサ後） 評議会（ミサ後）　からし種講座（14～）　

14 月 体育の日 卓球(13～17)

15 火 カテキズム勉強会（１0:30～） 霊的読書会（13～）

16 水

17 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)

18 金 主日の聖書を読む会（14:30～）

19 土 教会清掃なし 英語クラブ（14～16)  キリスト教講座「共に歩む旅」(18～)

20 日 年間第２９主日 ミサ9:00～ 信仰講座（ミサ後）

21 月 卓球(13～17)

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

23 水

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

25 金 主日の聖書を読む会（14:30～）

26 土 教会清掃( 第３,６Ｂ,7地区) 英語クラブ（14～16) 広報委員会

27 日 年間第３０主日 集会祭儀9:00～ 信仰講座（集会祭儀後） からし種講座（14～）

28 月 卓球(13～17)

29 火 カテキズム勉強会（１0:30～） 霊的読書会（13～）

30 水

31 木 キリシタン史講座（10～） 卓球(13～17)

11/1 金 主日の聖書を読む会（14:30～）

2 土 教会清掃なし 英語クラブ（14～16) 

3 日 年間第３１主日 ミサ9:00～

　　　★　朝ミサ　月曜日～土曜日　７：３０～　★

今月のお茶当番は第５地区です

マンスリースケジュール10月

カトリック北須磨教会ホームペーｼﾞ　http://cathkitasuma.web.fc2.com


