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闇の中に輝く光闇の中に輝く光闇の中に輝く光闇の中に輝く光    

松浦松浦松浦松浦    謙謙謙謙        神父神父神父神父    

“闇の中を歩む民は、大いなる光を見、死の陰の地に住む者の上に、光が輝いた”“闇の中を歩む民は、大いなる光を見、死の陰の地に住む者の上に、光が輝いた”“闇の中を歩む民は、大いなる光を見、死の陰の地に住む者の上に、光が輝いた”“闇の中を歩む民は、大いなる光を見、死の陰の地に住む者の上に、光が輝いた”    

降誕祭の夜半のミサで朗読されるイザヤの預言の言葉です。（降誕祭の夜半のミサで朗読されるイザヤの預言の言葉です。（降誕祭の夜半のミサで朗読されるイザヤの預言の言葉です。（降誕祭の夜半のミサで朗読されるイザヤの預言の言葉です。（9:19:19:19:1）救い主キリストが）救い主キリストが）救い主キリストが）救い主キリストが

わたしたちのもとに来てくださった。光が輝いた。それは現代のわたしたちの間にも起こわたしたちのもとに来てくださった。光が輝いた。それは現代のわたしたちの間にも起こわたしたちのもとに来てくださった。光が輝いた。それは現代のわたしたちの間にも起こわたしたちのもとに来てくださった。光が輝いた。それは現代のわたしたちの間にも起こ

っている出来事だと思います。っている出来事だと思います。っている出来事だと思います。っている出来事だと思います。    

以前わたしが担当していた教会の信者で、６年前に亡くなったＭさんのことを紹介した以前わたしが担当していた教会の信者で、６年前に亡くなったＭさんのことを紹介した以前わたしが担当していた教会の信者で、６年前に亡くなったＭさんのことを紹介した以前わたしが担当していた教会の信者で、６年前に亡くなったＭさんのことを紹介した

いと思います。わたしがそこの教会に赴任して間もなく、前任の神父様から「自宅で寝たいと思います。わたしがそこの教会に赴任して間もなく、前任の神父様から「自宅で寝たいと思います。わたしがそこの教会に赴任して間もなく、前任の神父様から「自宅で寝たいと思います。わたしがそこの教会に赴任して間もなく、前任の神父様から「自宅で寝た

きりの方がおられますので訪ねてあげてください」と言われていたので、訪問に行ったのきりの方がおられますので訪ねてあげてください」と言われていたので、訪問に行ったのきりの方がおられますので訪ねてあげてください」と言われていたので、訪問に行ったのきりの方がおられますので訪ねてあげてください」と言われていたので、訪問に行ったの

がＭさんとの初めての出会いでした。Ｍさんはきれいに整えられた部屋でベッドに寝ておがＭさんとの初めての出会いでした。Ｍさんはきれいに整えられた部屋でベッドに寝ておがＭさんとの初めての出会いでした。Ｍさんはきれいに整えられた部屋でベッドに寝ておがＭさんとの初めての出会いでした。Ｍさんはきれいに整えられた部屋でベッドに寝てお

られました。７９歳で、奥さんもこどももいません。妹さんが身の回りの世話をしておらられました。７９歳で、奥さんもこどももいません。妹さんが身の回りの世話をしておらられました。７９歳で、奥さんもこどももいません。妹さんが身の回りの世話をしておらられました。７９歳で、奥さんもこどももいません。妹さんが身の回りの世話をしておら

れまれまれまれました。首から下がほとんど動かないのです。わたしが行ったらとてもよろこばれ、自した。首から下がほとんど動かないのです。わたしが行ったらとてもよろこばれ、自した。首から下がほとんど動かないのです。わたしが行ったらとてもよろこばれ、自した。首から下がほとんど動かないのです。わたしが行ったらとてもよろこばれ、自

分の身の上を話されました。Ｍさんは、２７歳の時に、職場で作業中に、過って転落し、分の身の上を話されました。Ｍさんは、２７歳の時に、職場で作業中に、過って転落し、分の身の上を話されました。Ｍさんは、２７歳の時に、職場で作業中に、過って転落し、分の身の上を話されました。Ｍさんは、２７歳の時に、職場で作業中に、過って転落し、

頸椎を損傷。首から下がほとんど不随となったのです。それが昭和３０年でした。わたし頸椎を損傷。首から下がほとんど不随となったのです。それが昭和３０年でした。わたし頸椎を損傷。首から下がほとんど不随となったのです。それが昭和３０年でした。わたし頸椎を損傷。首から下がほとんど不随となったのです。それが昭和３０年でした。わたし

が生まれた年です。今までわたしが生きてきた同じ年月をこの方はずっとこのベッドの上が生まれた年です。今までわたしが生きてきた同じ年月をこの方はずっとこのベッドの上が生まれた年です。今までわたしが生きてきた同じ年月をこの方はずっとこのベッドの上が生まれた年です。今までわたしが生きてきた同じ年月をこの方はずっとこのベッドの上

に寝たままの状態だったと知り、愕然としました。突然の不慮の事故で自分がこのようなに寝たままの状態だったと知り、愕然としました。突然の不慮の事故で自分がこのようなに寝たままの状態だったと知り、愕然としました。突然の不慮の事故で自分がこのようなに寝たままの状態だったと知り、愕然としました。突然の不慮の事故で自分がこのような

状態になってしまったことをどう受け止められたでしょう。想像もできませんでした。Ｍ状態になってしまったことをどう受け止められたでしょう。想像もできませんでした。Ｍ状態になってしまったことをどう受け止められたでしょう。想像もできませんでした。Ｍ状態になってしまったことをどう受け止められたでしょう。想像もできませんでした。Ｍ

さんは話してくれました。入院した病院さんは話してくれました。入院した病院さんは話してくれました。入院した病院さんは話してくれました。入院した病院の同じ病室に、たまたまカトリックの信者さんがの同じ病室に、たまたまカトリックの信者さんがの同じ病室に、たまたまカトリックの信者さんがの同じ病室に、たまたまカトリックの信者さんが

おられたそうです。枕元におかれた十字架や、時々訪ねてくる教会の信者さんや神父が祈おられたそうです。枕元におかれた十字架や、時々訪ねてくる教会の信者さんや神父が祈おられたそうです。枕元におかれた十字架や、時々訪ねてくる教会の信者さんや神父が祈おられたそうです。枕元におかれた十字架や、時々訪ねてくる教会の信者さんや神父が祈

る姿をみて、心がひかれ、キリスト教の教えに関心をもちました。そこで聖書を読み、カる姿をみて、心がひかれ、キリスト教の教えに関心をもちました。そこで聖書を読み、カる姿をみて、心がひかれ、キリスト教の教えに関心をもちました。そこで聖書を読み、カる姿をみて、心がひかれ、キリスト教の教えに関心をもちました。そこで聖書を読み、カ

トリックの教えを学び始め、やがて洗礼をうけペトロという名前を頂かれたのです。トリックの教えを学び始め、やがて洗礼をうけペトロという名前を頂かれたのです。トリックの教えを学び始め、やがて洗礼をうけペトロという名前を頂かれたのです。トリックの教えを学び始め、やがて洗礼をうけペトロという名前を頂かれたのです。    

「誰がわたしをキリストの愛から引き離すことができましょう。艱難か。苦しみか。迫「誰がわたしをキリストの愛から引き離すことができましょう。艱難か。苦しみか。迫「誰がわたしをキリストの愛から引き離すことができましょう。艱難か。苦しみか。迫「誰がわたしをキリストの愛から引き離すことができましょう。艱難か。苦しみか。迫

害か。飢えか。裸か。危険か。剣か・・・これらすべてのことにおいて、わたしたちは、害か。飢えか。裸か。危険か。剣か・・・これらすべてのことにおいて、わたしたちは、害か。飢えか。裸か。危険か。剣か・・・これらすべてのことにおいて、わたしたちは、害か。飢えか。裸か。危険か。剣か・・・これらすべてのことにおいて、わたしたちは、

わたしたちを愛してくださる方によって輝かしい勝利を収めています。（ロマ８わたしたちを愛してくださる方によって輝かしい勝利を収めています。（ロマ８わたしたちを愛してくださる方によって輝かしい勝利を収めています。（ロマ８わたしたちを愛してくださる方によって輝かしい勝利を収めています。（ロマ８：３５．：３５．：３５．：３５．

３７）この聖書のことばを心の支えとし、１日１日を神さまにゆだね、生きていこう。今３７）この聖書のことばを心の支えとし、１日１日を神さまにゆだね、生きていこう。今３７）この聖書のことばを心の支えとし、１日１日を神さまにゆだね、生きていこう。今３７）この聖書のことばを心の支えとし、１日１日を神さまにゆだね、生きていこう。今

の自分にできることをやろう。Ｍさんはそう決心しました。姪の３人のこどもたちを孫のの自分にできることをやろう。Ｍさんはそう決心しました。姪の３人のこどもたちを孫のの自分にできることをやろう。Ｍさんはそう決心しました。姪の３人のこどもたちを孫のの自分にできることをやろう。Ｍさんはそう決心しました。姪の３人のこどもたちを孫の

ようにかわいがり、自分にも教科書を買ってきてもらい、枕元で宿題を手伝ったり、勉強ようにかわいがり、自分にも教科書を買ってきてもらい、枕元で宿題を手伝ったり、勉強ようにかわいがり、自分にも教科書を買ってきてもらい、枕元で宿題を手伝ったり、勉強ようにかわいがり、自分にも教科書を買ってきてもらい、枕元で宿題を手伝ったり、勉強

を教えてあげました。学校でのいろいろな出来事も聞いてあげました。励まし、いろんなを教えてあげました。学校でのいろいろな出来事も聞いてあげました。励まし、いろんなを教えてあげました。学校でのいろいろな出来事も聞いてあげました。励まし、いろんなを教えてあげました。学校でのいろいろな出来事も聞いてあげました。励まし、いろんな

助言もしました。子供たちは必ずおじさんの家に寄り、部屋に行ってしばらく過ごしてか助言もしました。子供たちは必ずおじさんの家に寄り、部屋に行ってしばらく過ごしてか助言もしました。子供たちは必ずおじさんの家に寄り、部屋に行ってしばらく過ごしてか助言もしました。子供たちは必ずおじさんの家に寄り、部屋に行ってしばらく過ごしてか

ら帰るのが日課だったそうです。また、そのころ、日本にきたばかりのイタリア人の宣教ら帰るのが日課だったそうです。また、そのころ、日本にきたばかりのイタリア人の宣教ら帰るのが日課だったそうです。また、そのころ、日本にきたばかりのイタリア人の宣教ら帰るのが日課だったそうです。また、そのころ、日本にきたばかりのイタリア人の宣教

師の神父にベッドで日本語師の神父にベッドで日本語師の神父にベッドで日本語師の神父にベッドで日本語を教えたのです。Ｍさんの表情に全く暗さはなく、温和で、おを教えたのです。Ｍさんの表情に全く暗さはなく、温和で、おを教えたのです。Ｍさんの表情に全く暗さはなく、温和で、おを教えたのです。Ｍさんの表情に全く暗さはなく、温和で、お

だやかでした。だやかでした。だやかでした。だやかでした。    ((((次ページへ次ページへ次ページへ次ページへ))))    
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大きな試練と困難、心の闇の中で、Ｍさんは、救い主イエスさまと出会われたのだ、と大きな試練と困難、心の闇の中で、Ｍさんは、救い主イエスさまと出会われたのだ、と大きな試練と困難、心の闇の中で、Ｍさんは、救い主イエスさまと出会われたのだ、と大きな試練と困難、心の闇の中で、Ｍさんは、救い主イエスさまと出会われたのだ、と

わたしは確信しました。２００７年、胃がんになり、入院され、その年のクリスマス後、わたしは確信しました。２００７年、胃がんになり、入院され、その年のクリスマス後、わたしは確信しました。２００７年、胃がんになり、入院され、その年のクリスマス後、わたしは確信しました。２００７年、胃がんになり、入院され、その年のクリスマス後、

容態が悪くなり、１２月３０日に神様のもとに召されました。お葬式には教会の方たちが容態が悪くなり、１２月３０日に神様のもとに召されました。お葬式には教会の方たちが容態が悪くなり、１２月３０日に神様のもとに召されました。お葬式には教会の方たちが容態が悪くなり、１２月３０日に神様のもとに召されました。お葬式には教会の方たちが

大勢こられました。Ｍさんは、出会った人に生きる勇気と希望を与えてくれました。世の大勢こられました。Ｍさんは、出会った人に生きる勇気と希望を与えてくれました。世の大勢こられました。Ｍさんは、出会った人に生きる勇気と希望を与えてくれました。世の大勢こられました。Ｍさんは、出会った人に生きる勇気と希望を与えてくれました。世の

光であるキリストの輝きを、Ｍさんはご自身の生き方をもって示してくれました。光であるキリストの輝きを、Ｍさんはご自身の生き方をもって示してくれました。光であるキリストの輝きを、Ｍさんはご自身の生き方をもって示してくれました。光であるキリストの輝きを、Ｍさんはご自身の生き方をもって示してくれました。    

遠足・遠足・遠足・遠足・七五三・バザー七五三・バザー七五三・バザー七五三・バザー    

♠♠♠♠11111111 月月月月 3333 日の日曜日に日曜学校の秋の遠日の日曜日に日曜学校の秋の遠日の日曜日に日曜学校の秋の遠日の日曜日に日曜学校の秋の遠

足で水の科学博物館にいきました。ついて足で水の科学博物館にいきました。ついて足で水の科学博物館にいきました。ついて足で水の科学博物館にいきました。ついて

すぐに水の飲みくらべをしました。展示室すぐに水の飲みくらべをしました。展示室すぐに水の飲みくらべをしました。展示室すぐに水の飲みくらべをしました。展示室

には一日につかう水のりょうや、コイン落には一日につかう水のりょうや、コイン落には一日につかう水のりょうや、コイン落には一日につかう水のりょうや、コイン落

としや、うずの実験を見ました。２階ではとしや、うずの実験を見ました。２階ではとしや、うずの実験を見ました。２階ではとしや、うずの実験を見ました。２階では

魚の絵を描いたりブロックでカエルをつ魚の絵を描いたりブロックでカエルをつ魚の絵を描いたりブロックでカエルをつ魚の絵を描いたりブロックでカエルをつ

くったりしました。あと水のシアターも見くったりしました。あと水のシアターも見くったりしました。あと水のシアターも見くったりしました。あと水のシアターも見

ました。すごくおもしろかったです。またました。すごくおもしろかったです。またました。すごくおもしろかったです。またました。すごくおもしろかったです。また

いきたいです。いきたいです。いきたいです。いきたいです。｟｟｟｟T.T.T.T.TTTT｠｠｠｠    

    

♡♡♡♡11111111 月月月月 3333 日にえん足に行ってきました。水のかがくはくぶつ館に行きました。はく日にえん足に行ってきました。水のかがくはくぶつ館に行きました。はく日にえん足に行ってきました。水のかがくはくぶつ館に行きました。はく日にえん足に行ってきました。水のかがくはくぶつ館に行きました。はく

物館の中に入ってみると、しゃぼん玉をふく所があって、ほかにも物館の中に入ってみると、しゃぼん玉をふく所があって、ほかにも物館の中に入ってみると、しゃぼん玉をふく所があって、ほかにも物館の中に入ってみると、しゃぼん玉をふく所があって、ほかにもありました。じっありました。じっありました。じっありました。じっ

けんをする所もありました。じっけんをする所もありました。じっけんをする所もありました。じっけんをする所もありました。じっけん室のイスにすわって、じっけんを見ていました。けん室のイスにすわって、じっけんを見ていました。けん室のイスにすわって、じっけんを見ていました。けん室のイスにすわって、じっけんを見ていました。

じっけんがおわった後、じっけんがおわった後、じっけんがおわった後、じっけんがおわった後、自分でじっけんができるコーナーもありました。おもしろか自分でじっけんができるコーナーもありました。おもしろか自分でじっけんができるコーナーもありました。おもしろか自分でじっけんができるコーナーもありました。おもしろか

った。った。った。った。    

そのあと、水についてのモニターをみまそのあと、水についてのモニターをみまそのあと、水についてのモニターをみまそのあと、水についてのモニターをみま

した。した。した。した。3D3D3D3D のめがねでもモニターをのめがねでもモニターをのめがねでもモニターをのめがねでもモニターを見見見見たらたらたらたら

とびだしてみえました。ジャングルジムにとびだしてみえました。ジャングルジムにとびだしてみえました。ジャングルジムにとびだしてみえました。ジャングルジムに

のぼって、いちばんてっぺんに行きました。のぼって、いちばんてっぺんに行きました。のぼって、いちばんてっぺんに行きました。のぼって、いちばんてっぺんに行きました。

4444 かいがいちばんてっぺんです。しゃぼんかいがいちばんてっぺんです。しゃぼんかいがいちばんてっぺんです。しゃぼんかいがいちばんてっぺんです。しゃぼん

玉もやっていました。でも、ちいさいしゃ玉もやっていました。でも、ちいさいしゃ玉もやっていました。でも、ちいさいしゃ玉もやっていました。でも、ちいさいしゃ

ぼん玉しかできなかったです。何回もやっぼん玉しかできなかったです。何回もやっぼん玉しかできなかったです。何回もやっぼん玉しかできなかったです。何回もやっ

ていました。ていました。ていました。ていました。2222 かいに上がって魚の絵をかかいに上がって魚の絵をかかいに上がって魚の絵をかかいに上がって魚の絵をか

く所がありました。いっぱいかきました。さかなじゃない絵もかきました。レゴもしく所がありました。いっぱいかきました。さかなじゃない絵もかきました。レゴもしく所がありました。いっぱいかきました。さかなじゃない絵もかきました。レゴもしく所がありました。いっぱいかきました。さかなじゃない絵もかきました。レゴもし

ました。山みたいなものをつくりました。またいきたいです。ました。山みたいなものをつくりました。またいきたいです。ました。山みたいなものをつくりました。またいきたいです。ました。山みたいなものをつくりました。またいきたいです。            ｟｟｟｟O.O.O.O.MMMM｠｠｠｠    

    

♣♣♣♣ぼくはぼくはぼくはぼくは 11111111 月月月月 3333 日に水の科学はくぶつ館に行きました。ぼくは、水の科学博物館の日に水の科学はくぶつ館に行きました。ぼくは、水の科学博物館の日に水の科学はくぶつ館に行きました。ぼくは、水の科学博物館の日に水の科学はくぶつ館に行きました。ぼくは、水の科学博物館の

中で実けんをしたりしました。表面ちょう力でサトイモの葉っぱを中で実けんをしたりしました。表面ちょう力でサトイモの葉っぱを中で実けんをしたりしました。表面ちょう力でサトイモの葉っぱを中で実けんをしたりしました。表面ちょう力でサトイモの葉っぱを使い使い使い使いました。ました。ました。ました。界面界面界面界面

活性活性活性活性ざいをサトイモの葉にかけたら、水がしみこみました。あとぼくがいちばんおもざいをサトイモの葉にかけたら、水がしみこみました。あとぼくがいちばんおもざいをサトイモの葉にかけたら、水がしみこみました。あとぼくがいちばんおもざいをサトイモの葉にかけたら、水がしみこみました。あとぼくがいちばんおも

しろかったのは自分の体の水分をはかるものでした。楽しかったです。しろかったのは自分の体の水分をはかるものでした。楽しかったです。しろかったのは自分の体の水分をはかるものでした。楽しかったです。しろかったのは自分の体の水分をはかるものでした。楽しかったです。｟｟｟｟O.JO.JO.JO.J｠｠｠｠
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        １１月１０日１１月１０日１１月１０日１１月１０日    

                松浦神父さまから松浦神父さまから松浦神父さまから松浦神父さまから    

                    祝福と千歳チョコを祝福と千歳チョコを祝福と千歳チョコを祝福と千歳チョコを    

    

    

    

    

    

    

                                                                                                                １１月１７日１１月１７日１１月１７日１１月１７日    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                                                                名物名物名物名物    五五五五島う島う島う島うどんどんどんどん    

    

    

    

    

            えー、えー、えー、えー、一一一一席おつきあいのほどを席おつきあいのほどを席おつきあいのほどを席おつきあいのほどを、、、、、、、、        

                            

    

    

    

                                                                                    ビンゴービンゴービンゴービンゴー    !!!!!!!!    
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2013201320132013 年年年年 12121212 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    

12121212・・・・    １１１１((((日日日日)9)9)9)9 時時時時    

待降節第待降節第待降節第待降節第 1111 主日主日主日主日    

FrFrFrFr. . . . 春名春名春名春名    TTTT....TTTT    TTTT.K.K.K.K    

KKKK.T.T.T.T    

((((北北北北))))    

①①①①Y.YY.YY.YY.Y    

②②②②Y.EY.EY.EY.E    

6666Ａ地区Ａ地区Ａ地区Ａ地区    

NNNN・・・・KKKK    

((((洗洗洗洗))))    TTTT.Y.Y.Y.Y    

    

12121212・・・・    ８８８８((((日日日日)9)9)9)9 時時時時    

待降節第待降節第待降節第待降節第 2222 主日主日主日主日    

FrFrFrFr. . . . 春名春名春名春名    TTTT.H.H.H.H    YYYY.S.S.S.S    

N.YN.YN.YN.Y    

((((南南南南))))    

①①①①A.MA.MA.MA.M    

②②②②I.SI.SI.SI.S    

男性男性男性男性    

グループグループグループグループ    

IIII・・・・HHHH    

((((洗洗洗洗))))    TTTT.Y.Y.Y.Y    

評議会評議会評議会評議会    

12121212・・・・1111５５５５((((日日日日))))９時９時９時９時    

待降節第待降節第待降節第待降節第 3333 主日主日主日主日    

FrFrFrFr. . . . 松本松本松本松本    

FrFrFrFr. . . . 松浦松浦松浦松浦    

IIII.H.H.H.H    TTTT.K.K.K.K    

N.SN.SN.SN.S    

((((北北北北))))    

①①①①I.RI.RI.RI.R    

②②②②I.MI.MI.MI.M    

男性男性男性男性    

グループグループグループグループ    

KKKK・・・・YYYY    

((((洗洗洗洗))))    TTTT.Y.Y.Y.Y    

黙想会黙想会黙想会黙想会    

12121212・２・２・２・２2(2(2(2(日日日日)9)9)9)9 時時時時    

待降節第待降節第待降節第待降節第 4444 主日主日主日主日    

FrFrFrFr. . . . 松浦松浦松浦松浦    

((((子供子供子供子供    

・担当・担当・担当・担当))))    

TTTT.K.K.K.K    

H.KH.KH.KH.K    

((((南南南南))))    

①①①①子供・担当子供・担当子供・担当子供・担当    

②②②②            〃〃〃〃    

((((子供子供子供子供    

・担当・担当・担当・担当))))    

NNNN・・・・KKKK    

((((洗洗洗洗))))    TTTT.Y.Y.Y.Y    

子供子供子供子供    

ミサミサミサミサ    

12121212・・・・24(24(24(24(火火火火)20)20)20)20 時時時時    

主の降誕前夜祭主の降誕前夜祭主の降誕前夜祭主の降誕前夜祭    

FrFrFrFr. . . . 後藤後藤後藤後藤    TTTT.Y.Y.Y.Y    TTTT.K.K.K.K    

H.TH.TH.TH.T    

    ((((北北北北))))    

①①①①M.SM.SM.SM.S    

②②②②I.MI.MI.MI.M    

1111・・・・4444    

地区地区地区地区    

IIII・・・・HHHH    

((((洗洗洗洗))))    TTTT.Y.Y.Y.Y    

    

12121212・・・・2222５５５５((((水水水水)10)10)10)10 時時時時

主の降誕主の降誕主の降誕主の降誕    

FrFrFrFr. . . . 後藤後藤後藤後藤    

松永助祭松永助祭松永助祭松永助祭    

HHHH.K.K.K.K    YYYY.S.S.S.S    

Y.KY.KY.KY.K    

    ((((南南南南))))    

①①①①K.NK.NK.NK.N    

②②②②O.RO.RO.RO.R    

1111・・・・4444    

地区地区地区地区    

KKKK・・・・YYYY        

((((洗洗洗洗))))    TTTT.Y.Y.Y.Y    

    

12121212・２・２・２・２9(9(9(9(日日日日)9)9)9)9 時時時時    

聖家族聖家族聖家族聖家族    

FrFrFrFr. . . . 松浦松浦松浦松浦    HHHH.T.T.T.T    YYYY.S.S.S.S    

I.RI.RI.RI.R    

((((北北北北))))    

①①①①K.KK.KK.KK.K    

②②②②O.MO.MO.MO.M    

評議会評議会評議会評議会    

グループグループグループグループ    

NNNN・・・・KKKK    

((((洗洗洗洗))))    TTTT.Y.Y.Y.Y    

    

1111・１・１・１・１((((水水水水)10)10)10)10 時時時時    

神の母聖マリア神の母聖マリア神の母聖マリア神の母聖マリア    

FrFrFrFr. . . . 春名春名春名春名    TTTT.Y.Y.Y.Y    TTTT.K.K.K.K    

KKKK.T.T.T.T    

    ((((南南南南))))    

①①①①S.TS.TS.TS.T    

②②②②K.SK.SK.SK.S    

評議会評議会評議会評議会    

グループグループグループグループ    

KKKK・・・・YYYY        

((((洗洗洗洗))))    TTTT.Y.Y.Y.Y    

新年新年新年新年    

ミサミサミサミサ    

《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。    

信徒による聖体奉仕を伴う病者・高齢者訪問の報告とお願い信徒による聖体奉仕を伴う病者・高齢者訪問の報告とお願い信徒による聖体奉仕を伴う病者・高齢者訪問の報告とお願い信徒による聖体奉仕を伴う病者・高齢者訪問の報告とお願い    

病者・高齢者訪問チーム病者・高齢者訪問チーム病者・高齢者訪問チーム病者・高齢者訪問チーム    

病者病者病者病者訪問が今の形で実施されるようになって１年が経訪問が今の形で実施されるようになって１年が経訪問が今の形で実施されるようになって１年が経訪問が今の形で実施されるようになって１年が経ちちちちました。ました。ました。ました。毎月第毎月第毎月第毎月第 1111 火曜日と第火曜日と第火曜日と第火曜日と第 3333

木曜日木曜日木曜日木曜日 13131313 時に教会に集まり、派遣の祈りの後、病者・高齢者を訪問しています。実施直時に教会に集まり、派遣の祈りの後、病者・高齢者を訪問しています。実施直時に教会に集まり、派遣の祈りの後、病者・高齢者を訪問しています。実施直時に教会に集まり、派遣の祈りの後、病者・高齢者を訪問しています。実施直

後は訪問奉仕者が集まるかなと懸念していましたが、常時後は訪問奉仕者が集まるかなと懸念していましたが、常時後は訪問奉仕者が集まるかなと懸念していましたが、常時後は訪問奉仕者が集まるかなと懸念していましたが、常時 10101010 名以上の訪問奉仕者が参加名以上の訪問奉仕者が参加名以上の訪問奉仕者が参加名以上の訪問奉仕者が参加

されています。訪問対象者はされています。訪問対象者はされています。訪問対象者はされています。訪問対象者は 20202020 名以上ですが、月名以上ですが、月名以上ですが、月名以上ですが、月 1111 回は訪問できるようにしています。回は訪問できるようにしています。回は訪問できるようにしています。回は訪問できるようにしています。

訪問は基本的に訪問は基本的に訪問は基本的に訪問は基本的に 3333 人人人人 1111 組組組組((((聖体奉仕者・訪問者・運転者聖体奉仕者・訪問者・運転者聖体奉仕者・訪問者・運転者聖体奉仕者・訪問者・運転者))))で行い、面会時間はで行い、面会時間はで行い、面会時間はで行い、面会時間は 20202020 分ほど分ほど分ほど分ほど

で切り上げています。当初「今後訪問は結構です」と拒否されたこともありましたが、訪で切り上げています。当初「今後訪問は結構です」と拒否されたこともありましたが、訪で切り上げています。当初「今後訪問は結構です」と拒否されたこともありましたが、訪で切り上げています。当初「今後訪問は結構です」と拒否されたこともありましたが、訪

問を重ねるにつれて訪問対象者の本音が聞こえるようになりました。「神父さまは何故来問を重ねるにつれて訪問対象者の本音が聞こえるようになりました。「神父さまは何故来問を重ねるにつれて訪問対象者の本音が聞こえるようになりました。「神父さまは何故来問を重ねるにつれて訪問対象者の本音が聞こえるようになりました。「神父さまは何故来

れないのか」れないのか」れないのか」れないのか」「教会から見放されていたのかと思っていた」「告解後、聖体拝領をお願いし「教会から見放されていたのかと思っていた」「告解後、聖体拝領をお願いし「教会から見放されていたのかと思っていた」「告解後、聖体拝領をお願いし「教会から見放されていたのかと思っていた」「告解後、聖体拝領をお願いし

ます」「塗油の秘跡を受けたい」「主日ミサに教会に出席したい」「聖書を勉強したい」等ます」「塗油の秘跡を受けたい」「主日ミサに教会に出席したい」「聖書を勉強したい」等ます」「塗油の秘跡を受けたい」「主日ミサに教会に出席したい」「聖書を勉強したい」等ます」「塗油の秘跡を受けたい」「主日ミサに教会に出席したい」「聖書を勉強したい」等

と涙ぐむ方もいました。又塗油の秘跡後、すっかり元気になられた方もおられます。と涙ぐむ方もいました。又塗油の秘跡後、すっかり元気になられた方もおられます。と涙ぐむ方もいました。又塗油の秘跡後、すっかり元気になられた方もおられます。と涙ぐむ方もいました。又塗油の秘跡後、すっかり元気になられた方もおられます。    

今後信者の高齢化に伴い教会に来られない方がますます増えていきます。この訪問活動今後信者の高齢化に伴い教会に来られない方がますます増えていきます。この訪問活動今後信者の高齢化に伴い教会に来られない方がますます増えていきます。この訪問活動今後信者の高齢化に伴い教会に来られない方がますます増えていきます。この訪問活動

を通じてイエスの共同体として励まし合い、ご聖体を届けることはますます重要になるとを通じてイエスの共同体として励まし合い、ご聖体を届けることはますます重要になるとを通じてイエスの共同体として励まし合い、ご聖体を届けることはますます重要になるとを通じてイエスの共同体として励まし合い、ご聖体を届けることはますます重要になると

強く感じました。又訪問対象者の家族、病院、施設の関係者もこの訪問活動を通して教会強く感じました。又訪問対象者の家族、病院、施設の関係者もこの訪問活動を通して教会強く感じました。又訪問対象者の家族、病院、施設の関係者もこの訪問活動を通して教会強く感じました。又訪問対象者の家族、病院、施設の関係者もこの訪問活動を通して教会

のあり方を考えているように感じます。のあり方を考えているように感じます。のあり方を考えているように感じます。のあり方を考えているように感じます。    

今後訪今後訪今後訪今後訪問奉仕者が増えれば共同体の活性化・一体化に必ずつながると思います。問奉仕者が増えれば共同体の活性化・一体化に必ずつながると思います。問奉仕者が増えれば共同体の活性化・一体化に必ずつながると思います。問奉仕者が増えれば共同体の活性化・一体化に必ずつながると思います。    

ご都合のつく日だけでも結構です。１人でも多くの方の参加をお待ちしています。ご都合のつく日だけでも結構です。１人でも多くの方の参加をお待ちしています。ご都合のつく日だけでも結構です。１人でも多くの方の参加をお待ちしています。ご都合のつく日だけでも結構です。１人でも多くの方の参加をお待ちしています。((((KKKK 記記記記))))    
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みなさまみなさまみなさまみなさま、、、、よいクリスマスをよいクリスマスをよいクリスマスをよいクリスマスを    !!!!    

                                                    編集子編集子編集子編集子    

    

    

    

評議会は神父、シスター、評議会は神父、シスター、評議会は神父、シスター、評議会は神父、シスター、6666 人の諮問人の諮問人の諮問人の諮問

委員委員委員委員((((選挙選出選挙選出選挙選出選挙選出))))、、、、8888 人の執行委員人の執行委員人の執行委員人の執行委員((((典礼・典礼・典礼・典礼・

総務・地区・青少年・財務・広報・社会総務・地区・青少年・財務・広報・社会総務・地区・青少年・財務・広報・社会総務・地区・青少年・財務・広報・社会

活動・高齢者支援の各委員長活動・高齢者支援の各委員長活動・高齢者支援の各委員長活動・高齢者支援の各委員長))))のののの 16161616 人で人で人で人で

構成されています．会議は毎月第構成されています．会議は毎月第構成されています．会議は毎月第構成されています．会議は毎月第 2222 日曜日曜日曜日曜

日のミサ後です．議事録は一ヶ月後にロ日のミサ後です．議事録は一ヶ月後にロ日のミサ後です．議事録は一ヶ月後にロ日のミサ後です．議事録は一ヶ月後にロ

ビーに掲示しています．この議事録で評ビーに掲示しています．この議事録で評ビーに掲示しています．この議事録で評ビーに掲示しています．この議事録で評

議会での報告や審議の進行の様子をおお議会での報告や審議の進行の様子をおお議会での報告や審議の進行の様子をおお議会での報告や審議の進行の様子をおお

よそ知って頂けます．よそ知って頂けます．よそ知って頂けます．よそ知って頂けます．    

    11111111 月度は、西ブロック月度は、西ブロック月度は、西ブロック月度は、西ブロック 4444 教会連絡教会連絡教会連絡教会連絡会会会会

((((北須磨・垂水・明石・洲本の各教会間で北須磨・垂水・明石・洲本の各教会間で北須磨・垂水・明石・洲本の各教会間で北須磨・垂水・明石・洲本の各教会間で

の諸事の調整と情報交換のみ、偶数月第の諸事の調整と情報交換のみ、偶数月第の諸事の調整と情報交換のみ、偶数月第の諸事の調整と情報交換のみ、偶数月第

3333 日曜日に寄り合い日曜日に寄り合い日曜日に寄り合い日曜日に寄り合い))))の報告、神戸地区宣の報告、神戸地区宣の報告、神戸地区宣の報告、神戸地区宣

教司牧評議教司牧評議教司牧評議教司牧評議会会会会((((住吉・六甲・神戸中央・兵住吉・六甲・神戸中央・兵住吉・六甲・神戸中央・兵住吉・六甲・神戸中央・兵

庫・鈴蘭台・三田・たかとり・北須磨・庫・鈴蘭台・三田・たかとり・北須磨・庫・鈴蘭台・三田・たかとり・北須磨・庫・鈴蘭台・三田・たかとり・北須磨・

垂水・明石・洲本の垂水・明石・洲本の垂水・明石・洲本の垂水・明石・洲本の 11111111 小教区で構成、小教区で構成、小教区で構成、小教区で構成、

神戸地区共通の諸事を決定、ここでの決神戸地区共通の諸事を決定、ここでの決神戸地区共通の諸事を決定、ここでの決神戸地区共通の諸事を決定、ここでの決

定事項は各小教区を拘束、奇数月第定事項は各小教区を拘束、奇数月第定事項は各小教区を拘束、奇数月第定事項は各小教区を拘束、奇数月第 1111 日日日日

曜日に会議開催、「つながり」に議事録掲曜日に会議開催、「つながり」に議事録掲曜日に会議開催、「つながり」に議事録掲曜日に会議開催、「つながり」に議事録掲

載載載載))))の報告、そして、の報告、そして、の報告、そして、の報告、そして、10101010 月評議会以降に月評議会以降に月評議会以降に月評議会以降に

起きた事柄・した事柄・これらへの対処起きた事柄・した事柄・これらへの対処起きた事柄・した事柄・これらへの対処起きた事柄・した事柄・これらへの対処

の報告を議長が行い、審議をしました。の報告を議長が行い、審議をしました。の報告を議長が行い、審議をしました。の報告を議長が行い、審議をしました。    

12121212 月度評議会までの分だけでなく先々月度評議会までの分だけでなく先々月度評議会までの分だけでなく先々月度評議会までの分だけでなく先々

の予定も決めました。もちろん各の予定も決めました。もちろん各の予定も決めました。もちろん各の予定も決めました。もちろん各委員会委員会委員会委員会

の報告・提案と議事内容が関係しますのの報告・提案と議事内容が関係しますのの報告・提案と議事内容が関係しますのの報告・提案と議事内容が関係しますの

で整理しながら議論し決めました。で整理しながら議論し決めました。で整理しながら議論し決めました。で整理しながら議論し決めました。    

    できるだけ合意した上で色々なことをできるだけ合意した上で色々なことをできるだけ合意した上で色々なことをできるだけ合意した上で色々なことを

進めて行くことにしていますので、評議進めて行くことにしていますので、評議進めて行くことにしていますので、評議進めて行くことにしていますので、評議

会を待てない急なことは評議会会長が神会を待てない急なことは評議会会長が神会を待てない急なことは評議会会長が神会を待てない急なことは評議会会長が神

父様に相談して、あるいは多くは、関係父様に相談して、あるいは多くは、関係父様に相談して、あるいは多くは、関係父様に相談して、あるいは多くは、関係

する評議会メンバーと意見交換して処理する評議会メンバーと意見交換して処理する評議会メンバーと意見交換して処理する評議会メンバーと意見交換して処理

しています．各委員会は自律して動いてしています．各委員会は自律して動いてしています．各委員会は自律して動いてしています．各委員会は自律して動いて

いますので、毎月の評議会では報告と審いますので、毎月の評議会では報告と審いますので、毎月の評議会では報告と審いますので、毎月の評議会では報告と審

議・提案と云う形をとります。したがっ議・提案と云う形をとります。したがっ議・提案と云う形をとります。したがっ議・提案と云う形をとります。したがっ

て、ミサでのお知らせで皆さんにお話して、ミサでのお知らせで皆さんにお話して、ミサでのお知らせで皆さんにお話して、ミサでのお知らせで皆さんにお話し

する方が評議会よりも早いこともありまする方が評議会よりも早いこともありまする方が評議会よりも早いこともありまする方が評議会よりも早いこともありま

すし、評議会で決めたことをすぐにお知すし、評議会で決めたことをすぐにお知すし、評議会で決めたことをすぐにお知すし、評議会で決めたことをすぐにお知

らせしないこともあります．らせしないこともあります．らせしないこともあります．らせしないこともあります．    

    会長や各委会長や各委会長や各委会長や各委員長に多くの情報が集まり員長に多くの情報が集まり員長に多くの情報が集まり員長に多くの情報が集まり

それをもとに判断して行動できることがそれをもとに判断して行動できることがそれをもとに判断して行動できることがそれをもとに判断して行動できることが

望ましいのですが、網羅することは不可望ましいのですが、網羅することは不可望ましいのですが、網羅することは不可望ましいのですが、網羅することは不可

能です。日々身近に起きることは気付い能です。日々身近に起きることは気付い能です。日々身近に起きることは気付い能です。日々身近に起きることは気付い

た皆さんが適切に対処して下さることでた皆さんが適切に対処して下さることでた皆さんが適切に対処して下さることでた皆さんが適切に対処して下さることで

祈りの場が維持できます。ご協力をお願祈りの場が維持できます。ご協力をお願祈りの場が維持できます。ご協力をお願祈りの場が維持できます。ご協力をお願

いします。いします。いします。いします。                        （評議会会長記）（評議会会長記）（評議会会長記）（評議会会長記）    

    

    

１１月５日１１月５日１１月５日１１月５日    

TTTT････RRRR    SSSS.S.S.S.S さまさまさまさま    (5(5(5(5 地区地区地区地区))))    

永遠の安息とご永遠の安息とご永遠の安息とご永遠の安息とご遺族遺族遺族遺族の平安をお祈りしますの平安をお祈りしますの平安をお祈りしますの平安をお祈りします    

クリスマスチャリティーコンサートクリスマスチャリティーコンサートクリスマスチャリティーコンサートクリスマスチャリティーコンサート    

カトリック社会活動神戸センターカトリック社会活動神戸センターカトリック社会活動神戸センターカトリック社会活動神戸センター        

＆＆＆＆    須磨夜回り会須磨夜回り会須磨夜回り会須磨夜回り会・・・・支援支援支援支援    

    西ブロックからは松浦神父様・春名神西ブロックからは松浦神父様・春名神西ブロックからは松浦神父様・春名神西ブロックからは松浦神父様・春名神

父様・松永助祭様、北須磨教会からは父様・松永助祭様、北須磨教会からは父様・松永助祭様、北須磨教会からは父様・松永助祭様、北須磨教会からはオオオオ

カリナクラブが参加して素敵な演奏をしカリナクラブが参加して素敵な演奏をしカリナクラブが参加して素敵な演奏をしカリナクラブが参加して素敵な演奏をし

て下さいます。みなさんお誘い合わせのて下さいます。みなさんお誘い合わせのて下さいます。みなさんお誘い合わせのて下さいます。みなさんお誘い合わせの

上、是非ご来場下さい。上、是非ご来場下さい。上、是非ご来場下さい。上、是非ご来場下さい。    

日日日日    時時時時::::    ２０１３年１２月７日（土）２０１３年１２月７日（土）２０１３年１２月７日（土）２０１３年１２月７日（土）    

        １２：３０開場１２：３０開場１２：３０開場１２：３０開場        １３：００開演１３：００開演１３：００開演１３：００開演    

会会会会    場場場場::::    神戸中央教会神戸中央教会神戸中央教会神戸中央教会    主聖堂主聖堂主聖堂主聖堂    

入入入入場無場無場無場無料料料料    （お車でのご来場は（お車でのご来場は（お車でのご来場は（お車でのご来場は    

ご遠慮下さい）ご遠慮下さい）ご遠慮下さい）ご遠慮下さい）    

    

評 議 会 よ評 議 会 よ評 議 会 よ評 議 会 よ りりりり    

ご帰天されましたご帰天されましたご帰天されましたご帰天されました    



きたすまきたすまきたすまきたすま    6666                                                                                                                                                                                    

    

日日日日 ・・・・ 曜日曜日曜日曜日 2013

12/112/112/112/1 日日日日 待降節第１主日待降節第１主日待降節第１主日待降節第１主日 ミサ9:00～ミサ9:00～ミサ9:00～ミサ9:00～ 信仰年の朗読　信仰講座（ミサ後）信仰年の朗読　信仰講座（ミサ後）信仰年の朗読　信仰講座（ミサ後）信仰年の朗読　信仰講座（ミサ後） 教会周辺清掃教会周辺清掃教会周辺清掃教会周辺清掃

2222 月月月月 卓球(13～17)

3333 火火火火 カテキズム勉強会・信仰講座（１0:30～） 　　霊的読書会(１３～)　　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(男性で) 英語クラブ（14～16) キリスト教講座「共に歩む旅」(18～)

8888 日日日日 待降節第２主日待降節第２主日待降節第２主日待降節第２主日 ミサ9:00～ミサ9:00～ミサ9:00～ミサ9:00～ 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・信仰講座（１0:30～） 　霊的読書会(１３～)

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 英語クラブ（14～16) 

15151515 日日日日 待降節第３主日待降節第３主日待降節第３主日待降節第３主日 ミサ9:00～ミサ9:00～ミサ9:00～ミサ9:00～ 黙想会黙想会黙想会黙想会

16161616 月月月月 卓球(13～17)

17171717 火火火火 カテキズム勉強会・信仰講座（１0:30～） 　　霊的読書会(１３～)

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(13:30～17)

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( 第１・４地区　地区集会) キャロルin 名谷(17～18)

22222222 日日日日 待降節第４主日待降節第４主日待降節第４主日待降節第４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 卓球(13～17)キャロルin 西神(17～18)

24242424 火火火火 主の降誕　夜半のミサ　２０：００～主の降誕　夜半のミサ　２０：００～主の降誕　夜半のミサ　２０：００～主の降誕　夜半のミサ　２０：００～

25252525 水水水水 主の降誕　ミサ１０：００～主の降誕　ミサ１０：００～主の降誕　ミサ１０：００～主の降誕　ミサ１０：００～

26262626 木木木木 卓球(13～17)

27272727 金金金金

28282828 土土土土 広報委員会(10～)

29292929 日日日日 聖家族　ミサ９：００～聖家族　ミサ９：００～聖家族　ミサ９：００～聖家族　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）

30303030 月月月月

31313131 火火火火

1/11/11/11/1 水水水水 神の母聖マリア　ミサ１０：００～神の母聖マリア　ミサ１０：００～神の母聖マリア　ミサ１０：００～神の母聖マリア　ミサ１０：００～

2222 木木木木

3333 金金金金

4444 土土土土

5555 日日日日 主の公現　ミサ９：００～主の公現　ミサ９：００～主の公現　ミサ９：００～主の公現　ミサ９：００～ 成人のお祝い　信仰講座（ミサ後）成人のお祝い　信仰講座（ミサ後）成人のお祝い　信仰講座（ミサ後）成人のお祝い　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１・４地区です今月のお茶当番は第１・４地区です今月のお茶当番は第１・４地区です今月のお茶当番は第１・４地区です

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

≪訪船司牧チームからのお願い≫≪訪船司牧チームからのお願い≫≪訪船司牧チームからのお願い≫≪訪船司牧チームからのお願い≫    

毎年船員さんのための毛糸の帽子をたくさんの方々に編んでいただき感謝しています。毎年船員さんのための毛糸の帽子をたくさんの方々に編んでいただき感謝しています。毎年船員さんのための毛糸の帽子をたくさんの方々に編んでいただき感謝しています。毎年船員さんのための毛糸の帽子をたくさんの方々に編んでいただき感謝しています。    

    今年もクリスマスを目標に、暖かな帽子作りにご協力ください。今年もクリスマスを目標に、暖かな帽子作りにご協力ください。今年もクリスマスを目標に、暖かな帽子作りにご協力ください。今年もクリスマスを目標に、暖かな帽子作りにご協力ください。    

    並太と極太並太と極太並太と極太並太と極太の毛糸が不足しています。お家に眠っている毛糸がありましたらご寄付しての毛糸が不足しています。お家に眠っている毛糸がありましたらご寄付しての毛糸が不足しています。お家に眠っている毛糸がありましたらご寄付しての毛糸が不足しています。お家に眠っている毛糸がありましたらご寄付して

いただけると助かります。いただけると助かります。いただけると助かります。いただけると助かります。    よろしくおねがいいたします。よろしくおねがいいたします。よろしくおねがいいたします。よろしくおねがいいたします。    


