
 

 

聖週間の思い出 

後藤 進神父 

 司祭生活１５年を迎えようとする頃、安

田大司教様(当時)から話があり、『１年休暇

を取らないか』と仰った。ありがたいお話

なので、喜んで休暇を頂くことにした。大

司教様には、私をフィリピンに送ろうとの

思惑もあったようであるが、私はアメリカ

に行きたいと言い、大司教様も反対なさら

なかった。しかし、『私にはアメリカに伝手

がないので、行き先は自分で見つけるよう

に』と言われてしまった。当時、大阪教区

で和歌山県を宣教司牧していた聖コロンバ

ン会の John Burger 神父に相談したとこ

ろ、彼がいろいろ働いてくれて、アメリカ

東海岸 Philadelphia 教区の事務局次長と

連絡を取ってくれ、私の面倒を見てくれる

(つまり、私を居候させてくれる)教会とし

て郊外にある St.Barbara 教会が決まった。 

私は英会話をものにしたいと願っていた。 

 1986 年 5～11 月、７ヶ月半ほどをこ

の教会で過ごし、内４ヶ月は英語学校にも

通った。助任司祭のようにして過ごした。

帰りは遠回りをして、メキシコ、コロンビ

ア、スペイン、ポルトガル、フランス、イ

ギリスと廻り、帰ったのはクリスマス直前

であった。アフリカにも行きたいと願って

いたが、費用の点で適わなかった。 

 思うことあってその時から、教会生活か

ら外してもらい障害者の世話に専念した。

そんな時のことである。昔、夙川教会には

五月丘教会という巡回教会があったのだが、

当時は長く巡回教会ではなくなり、建物だ

けが残っていた。それでそこに住んだ。 

 そんな時のことである。よく西宮のカル

メル会にはそこから定期的にミサに行って

いた。1988年か 89年の春のことと思う。

珍しく西宮のトラピスチンから電話があり、

聖週間のミサに来てほしいと依頼があった。

そんな中の聖水曜日午後、一匹の犬が五月

丘の教会の敷地にやって来た。中型の大、

大型と言ってもよいような結構大きな犬で

あった。彼は軒下に身を休めるようなので、

彼のために鍋を用意し、食事を作ってやっ

た。彼は喜んで食べるようなので、彼が住

み着くことを恐れながらも、一人ぼっちだ

った私は喜んだ。ちゃんと首輪をしており、

野良犬ではなかったが、すぐに馴れ馴れし

くするような犬ではなかった。聖木曜日、

彼の姿は見えなかった。もう出て行ってし

まったのかと思いながらも、彼のための食

事を作り置いて、トラピスチンに夜のミサ

に出かけた。帰って来ると彼は見えなかっ

たがちゃんと食べてあって、彼が居ること

が分かった。聖金曜日、彼は姿を現し、用

意した食事を食べてくれた。この日は断食

の日だが、彼も半分位は残したようだった。

私が撫でてやってもおとなしくしていた。

聖土曜日、彼は用意した食事を半分ぐらい

は残したようだが、そのままにして夜の聖

なる儀式、ミサに私は出かけた。その日は

帰ってそのまま寝たように思う。明くる復

活祭、朝トラピスチンに出かけて、帰って

みると、鍋は空になっており、彼はいなか

った。そのまま以後彼は現れなかった。そ

の時、私は彼は聖週間を私と過ごすために

来て呉れたのだと思った。不思議なことで

したが、慰められたことでした。
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越年・越冬 in 東遊園地 

 

１２月２８から 1 月 5 日まで神戸市中央区の東遊園地で越年・越冬の炊き出しがあり

ました。カトリック担当は 1月 1日と 5日でしたが、私は 1 月 5日に参加しました。 

 北須磨からは 9 名の方が参加して下さいました。朝 10 時から男性はテントの撤去作

業を、女性はお土産用に菓子パン・使い捨てカイロなどを袋に入れる作業を手伝いました。

11時から合同ミーティングがあり、生活相談、医療相談、散髪などの各専門のボランテ

ィアの方たちの紹介があり、そのあと炊き出し準備に取り掛かりました。六甲教会の皆さ

んが大きなお鍋 2 台分の中華丼の具を手際よく作ってくださいました。１２時３０分か

ら温かなご飯にできたての具をたっぷりかけた大盛りの中華丼が配られて、おかわりもあ

って皆さんお腹いっぱい食べることができました。とても美味しかったです。 

 私は今年でまだ 2 回目の参加です。今までは家族優先で新年を迎えていましたが、越

年越冬に参加して、おじさんたちや他の教会の方たちと一緒に新年を迎える喜びを分かち

合うことができてよかったと思いました。皆さんに感謝です。 

 路上生活者の方たちが 1 日でも早く温かなところで生活できる日が来ますようにお祈

りしています。                             （パウラ） 
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成 人 の お 祝 い 

 

  1月 5日（日）のミサで今年成人を迎えられた 3名の方が後藤神父さまより祝福を

受けられました。ミサ後にはお祝いのパーティーが開かれました。 
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ユスト高山右近 列福祈願ミサ 

 

日 時：2014 年 2月 2日（日） 

午後 2時～3 時 30分 

場 所：大阪カテドラル聖マリア大聖堂 

 

 

 

ユスト高山右近 列福を祈る巡礼 

 

2014年 4月１２日（土） 

朝 神戸地区各ブロック発 ～ 

能勢郡豊能町（右近生誕地）記念ミサ～ 

史跡めぐり～カトリック高槻教会～ 

高槻城跡～ 

夕方 各地解散 

 

 

 

 

2014 年 2 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 

2・ ２(日)９時 

主の奉献 

Fr後 藤 

松永助祭 
IH YS 

 

 

①TI 

②NS 

３，６Ｂ 

７地区 

N・K 

(洗) KR 
 

２・ ９(日) 9 時 

年間第５主日 
Fr松 浦 TY TK 

HT 

(南) 

①MS 

②FY 
５地区 

I・H 

(洗) KR 
 

２・1６(日) 9 時 

年間第６主日 
Fr春 名 TA YS 

YK 

(北) 

①MA 

②TH 
５地区 

K・Y 

(洗) KR 
 

２・23(日)９時 

年間第７主日 
Fr 後 藤 

(子供ミサ 

担当) 
TK 

IR 

(南) 

①子供・担当 

②   〃 

(子供ミサ 

担当) 

N・K 

(洗) KR 
子供ミサ 

《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。 
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 昨月の「評議会より」には、1月度の

評議会で来年度の活動計画と予算を討議

しますと書きました。現在は多くの組織

で PDCA サイクルと云う Plan(計画) 

→Do(実行)→Check(評価)→Act(処置)

を繰り返して事業活動を改善する手法が

広く採用されています。評議会では各委

員会から提出してもらった活動計画をま

とめ、おおまかな予算案を作りました。

いずれ掲示します。 

 そして、評議会規約改正の検討の途中

経過の報告もなされました。昔から多く

の組織が規約を決めることで活動のある

種の拠り所としています。これも草案の

草案を近々掲示できるのではないかと考

えています。 

 しかし、これらの動きは何となく組織

運営を優先しているものではないかと云

う思いが頭を離れません。信仰の場に

PDCAサイクルを導入して何を改善する

のだろうか、規約を決めて活動するって

信仰とはどう関係があると言うのか、そ

んな思いです。 

 次の年度はまあこの程度のことをしま

しょうかと云う程度の申合せを活動計画

と呼んでおけば良いでしょうし、また、

無機質な印象を受ける「規約」や「規則」

ではなく信仰のための申合せなんだなと

誰にでも分かる程度に約束事を決めてお

けば良いでしょうし、と思う毎日です。 

（評議会会長記） 

 

 

 

 

 

☆転入されました☆ 

神戸中央より第６地区へ 

TS 様 

TA 様 

ようこそ北須磨教会へ！ 

 

☆神戸地区社会活動委員会より☆ 

シナピス学習会のお知らせ 

「新しい出生前診断とは」 

～命の選別から命を温かく迎える社会へ～ 

日 時：2014 年 2月 2日（日）午後２

時～４時 

場 所：カトリック垂水教会 

講 師：①長谷川禎子さん（産婦人科医） 

    ②本田雅也さん（三田教会信徒） 

    「神様からのプレゼント」 

～ダウン症三和子とともに～ 

演 奏：音楽グループ・コスモス 

（ミュージックベルの演奏） 

入 場：無料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評 議 会 よ り お 知 ら せ 

編 集 後 記 
 

クリスマスが来たと思ったのも束の間、あっ

という間に新年を迎え、じきに大寒。このま

まいくと、寒さが緩んでいつの間にか四旬

節、復活祭ということになりそうです。 

何の準備もないまま、無情にも時間が流れ

ていくことに心底焦りを感じつつ、日常の忙

しさに埋もれています。    （GTH） 
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