
    

    

カンボジアにてカンボジアにてカンボジアにてカンボジアにて    

春名春名春名春名    昌哉昌哉昌哉昌哉    神父神父神父神父    

 2010201020102010 年年年年 9999 月に初めてカンボジアを訪れ月に初めてカンボジアを訪れ月に初めてカンボジアを訪れ月に初めてカンボジアを訪れ

ました。それから約ました。それから約ました。それから約ました。それから約 4444 年が経ち、今月、久年が経ち、今月、久年が経ち、今月、久年が経ち、今月、久

しぶりにカンボジアを再訪します。その前しぶりにカンボジアを再訪します。その前しぶりにカンボジアを再訪します。その前しぶりにカンボジアを再訪します。その前

に前回カンボジアで経験したことに前回カンボジアで経験したことに前回カンボジアで経験したことに前回カンボジアで経験したことを皆様とを皆様とを皆様とを皆様と

分かち合い、また後日、今回の経験を皆様分かち合い、また後日、今回の経験を皆様分かち合い、また後日、今回の経験を皆様分かち合い、また後日、今回の経験を皆様

と分かち合いたいと思います。と分かち合いたいと思います。と分かち合いたいと思います。と分かち合いたいと思います。    

    大阪教区カンボジアの日に集められた献大阪教区カンボジアの日に集められた献大阪教区カンボジアの日に集められた献大阪教区カンボジアの日に集められた献

金は金は金は金は JLMMJLMMJLMMJLMM（日本カトリック信徒宣教者（日本カトリック信徒宣教者（日本カトリック信徒宣教者（日本カトリック信徒宣教者

会）が行っているプロジェクトとカンボジ会）が行っているプロジェクトとカンボジ会）が行っているプロジェクトとカンボジ会）が行っているプロジェクトとカンボジ

アの教会が行っているプロジェクトの支援アの教会が行っているプロジェクトの支援アの教会が行っているプロジェクトの支援アの教会が行っているプロジェクトの支援

のために使われています。私たちはこれらのために使われています。私たちはこれらのために使われています。私たちはこれらのために使われています。私たちはこれら

のプロジェクトを視察しました。のプロジェクトを視察しました。のプロジェクトを視察しました。のプロジェクトを視察しました。    

    JLMMJLMMJLMMJLMM はカンボジアで様々はカンボジアで様々はカンボジアで様々はカンボジアで様々なななな支援支援支援支援をををを行行行行

っています。っています。っています。っています。4444 年前にはそのいくつかを見年前にはそのいくつかを見年前にはそのいくつかを見年前にはそのいくつかを見

ることが出来ました。ることが出来ました。ることが出来ました。ることが出来ました。    

コンポンルアン水上村はカンボジアのほコンポンルアン水上村はカンボジアのほコンポンルアン水上村はカンボジアのほコンポンルアン水上村はカンボジアのほ

ぼ中央、トンレサップ湖の上にあり、約六ぼ中央、トンレサップ湖の上にあり、約六ぼ中央、トンレサップ湖の上にあり、約六ぼ中央、トンレサップ湖の上にあり、約六

千人の人々が暮らしています。漁業によっ千人の人々が暮らしています。漁業によっ千人の人々が暮らしています。漁業によっ千人の人々が暮らしています。漁業によっ

て生て生て生て生計を立てていますが生活は非常に貧し計を立てていますが生活は非常に貧し計を立てていますが生活は非常に貧し計を立てていますが生活は非常に貧し

く、また生活排水やゴミなどを湖に垂れ流く、また生活排水やゴミなどを湖に垂れ流く、また生活排水やゴミなどを湖に垂れ流く、また生活排水やゴミなどを湖に垂れ流

しているため、水質汚染がひどく健康にもしているため、水質汚染がひどく健康にもしているため、水質汚染がひどく健康にもしているため、水質汚染がひどく健康にも

悪影響を及ぼしています。住民の多くはベ悪影響を及ぼしています。住民の多くはベ悪影響を及ぼしています。住民の多くはベ悪影響を及ぼしています。住民の多くはベ

トナム人で国籍を持たず、カンボジア語もトナム人で国籍を持たず、カンボジア語もトナム人で国籍を持たず、カンボジア語もトナム人で国籍を持たず、カンボジア語も

話せず、社会から孤立した存在になってい話せず、社会から孤立した存在になってい話せず、社会から孤立した存在になってい話せず、社会から孤立した存在になってい

ます。子どもたちは貧しさと言葉の問題のます。子どもたちは貧しさと言葉の問題のます。子どもたちは貧しさと言葉の問題のます。子どもたちは貧しさと言葉の問題の

ために満足に教育を受けることができないために満足に教育を受けることができないために満足に教育を受けることができないために満足に教育を受けることができない

現状です。現状です。現状です。現状です。    

ステンミエンチャイ地区ゴミ捨て場に暮ステンミエンチャイ地区ゴミ捨て場に暮ステンミエンチャイ地区ゴミ捨て場に暮ステンミエンチャイ地区ゴミ捨て場に暮

らす人々は、ゴミの中からリサイクルが可らす人々は、ゴミの中からリサイクルが可らす人々は、ゴミの中からリサイクルが可らす人々は、ゴミの中からリサイクルが可

能なものを拾い集め、リサイクル業者に売能なものを拾い集め、リサイクル業者に売能なものを拾い集め、リサイクル業者に売能なものを拾い集め、リサイクル業者に売

って生計を立てている家族が多く住んでいって生計を立てている家族が多く住んでいって生計を立てている家族が多く住んでいって生計を立てている家族が多く住んでい

ます。昨年このゴミ捨て場は閉鎖されまします。昨年このゴミ捨て場は閉鎖されまします。昨年このゴミ捨て場は閉鎖されまします。昨年このゴミ捨て場は閉鎖されまし

たが、住民たたが、住民たたが、住民たたが、住民たちは新しくできたゴミ捨て場ちは新しくできたゴミ捨て場ちは新しくできたゴミ捨て場ちは新しくできたゴミ捨て場

に通い生活しています。ここも衛生状態がに通い生活しています。ここも衛生状態がに通い生活しています。ここも衛生状態がに通い生活しています。ここも衛生状態が

非常に悪く、また多くの子どもたちも家族非常に悪く、また多くの子どもたちも家族非常に悪く、また多くの子どもたちも家族非常に悪く、また多くの子どもたちも家族

を助ける労働力とみなされているため学校を助ける労働力とみなされているため学校を助ける労働力とみなされているため学校を助ける労働力とみなされているため学校

に行くこともできません。に行くこともできません。に行くこともできません。に行くこともできません。    

タオム村はアンコールワットのあるシェタオム村はアンコールワットのあるシェタオム村はアンコールワットのあるシェタオム村はアンコールワットのあるシェ

ムリアップ市内から舗装されていない道路ムリアップ市内から舗装されていない道路ムリアップ市内から舗装されていない道路ムリアップ市内から舗装されていない道路

を通って行く辺境の村です。都市部から離を通って行く辺境の村です。都市部から離を通って行く辺境の村です。都市部から離を通って行く辺境の村です。都市部から離

れているために貧しい状態におかれていまれているために貧しい状態におかれていまれているために貧しい状態におかれていまれているために貧しい状態におかれていま

す。生活環境も安全な水がなかなか供給さす。生活環境も安全な水がなかなか供給さす。生活環境も安全な水がなかなか供給さす。生活環境も安全な水がなかなか供給さ

れないため、褐色に濁った川の水を利用しれないため、褐色に濁った川の水を利用しれないため、褐色に濁った川の水を利用しれないため、褐色に濁った川の水を利用し

ています。この村にはフランス植民地時代ています。この村にはフランス植民地時代ています。この村にはフランス植民地時代ています。この村にはフランス植民地時代

に建てられた教会がありましたが内戦によに建てられた教会がありましたが内戦によに建てられた教会がありましたが内戦によに建てられた教会がありましたが内戦によ

って破壊され、廃墟となったまま放置されって破壊され、廃墟となったまま放置されって破壊され、廃墟となったまま放置されって破壊され、廃墟となったまま放置され

ていまていまていまていました。しかし近年、教会の改修が始した。しかし近年、教会の改修が始した。しかし近年、教会の改修が始した。しかし近年、教会の改修が始

まり、また青年や子どもたちを中心にコミまり、また青年や子どもたちを中心にコミまり、また青年や子どもたちを中心にコミまり、また青年や子どもたちを中心にコミ

ュニティーづくりが進められています。ュニティーづくりが進められています。ュニティーづくりが進められています。ュニティーづくりが進められています。

JLMMJLMMJLMMJLMM のスタッフはこれらの場所で現地のスタッフはこれらの場所で現地のスタッフはこれらの場所で現地のスタッフはこれらの場所で現地

の人々と協力し、社会にとけこんで医療支の人々と協力し、社会にとけこんで医療支の人々と協力し、社会にとけこんで医療支の人々と協力し、社会にとけこんで医療支

援、栄養支援、自立支援、子どもたちの識援、栄養支援、自立支援、子どもたちの識援、栄養支援、自立支援、子どもたちの識援、栄養支援、自立支援、子どもたちの識

字教育などを献身的に行っていました。字教育などを献身的に行っていました。字教育などを献身的に行っていました。字教育などを献身的に行っていました。    

また、カンボジアではついこの間まで激また、カンボジアではついこの間まで激また、カンボジアではついこの間まで激また、カンボジアではついこの間まで激

しい内戦が行われていました。日本からそしい内戦が行われていました。日本からそしい内戦が行われていました。日本からそしい内戦が行われていました。日本からそ

う遠く離れた場所ではない同じアジアの中う遠く離れた場所ではない同じアジアの中う遠く離れた場所ではない同じアジアの中う遠く離れた場所ではない同じアジアの中

で、つい最近まで悲惨な戦争が行われていで、つい最近まで悲惨な戦争が行われていで、つい最近まで悲惨な戦争が行われていで、つい最近まで悲惨な戦争が行われてい

ました。また、この内戦によって国土は荒ました。また、この内戦によって国土は荒ました。また、この内戦によって国土は荒ました。また、この内戦によって国土は荒

廃し、人々の心も傷つき、結果的に貧困が廃し、人々の心も傷つき、結果的に貧困が廃し、人々の心も傷つき、結果的に貧困が廃し、人々の心も傷つき、結果的に貧困が

もたらされてしまいました。当もたらされてしまいました。当もたらされてしまいました。当もたらされてしまいました。当時、カンボ時、カンボ時、カンボ時、カンボ

ジアに興味を持ち始めた私は、そのニュージアに興味を持ち始めた私は、そのニュージアに興味を持ち始めた私は、そのニュージアに興味を持ち始めた私は、そのニュー

スをリアルタイムで見ていたことを思い出スをリアルタイムで見ていたことを思い出スをリアルタイムで見ていたことを思い出スをリアルタイムで見ていたことを思い出

しました。しかし実際にそれが起こった場しました。しかし実際にそれが起こった場しました。しかし実際にそれが起こった場しました。しかし実際にそれが起こった場

所に立つと、それらのことがどこか自分と所に立つと、それらのことがどこか自分と所に立つと、それらのことがどこか自分と所に立つと、それらのことがどこか自分と

は全く関係のないこと、対岸の火事のようは全く関係のないこと、対岸の火事のようは全く関係のないこと、対岸の火事のようは全く関係のないこと、対岸の火事のよう

な気持ちでこのニュースに接していたような気持ちでこのニュースに接していたような気持ちでこのニュースに接していたような気持ちでこのニュースに接していたよう

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                                        

敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさい（マタイ敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさい（マタイ敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさい（マタイ敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさい（マタイ 5555・・・・44444444）））） 
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に感じました。に感じました。に感じました。に感じました。    

しかし、本当に大切なことはイエスご自しかし、本当に大切なことはイエスご自しかし、本当に大切なことはイエスご自しかし、本当に大切なことはイエスご自

身がそうであったように「人の痛みを自分身がそうであったように「人の痛みを自分身がそうであったように「人の痛みを自分身がそうであったように「人の痛みを自分

の痛み」として受け取ることではないでしの痛み」として受け取ることではないでしの痛み」として受け取ることではないでしの痛み」として受け取ることではないでし

ょうか。それは単なる同情ではなく、心のょうか。それは単なる同情ではなく、心のょうか。それは単なる同情ではなく、心のょうか。それは単なる同情ではなく、心の

底からこの人たちのために自分ができるこ底からこの人たちのために自分ができるこ底からこの人たちのために自分ができるこ底からこの人たちのために自分ができるこ

とをしたいと望むことです。イエスの活動とをしたいと望むことです。イエスの活動とをしたいと望むことです。イエスの活動とをしたいと望むことです。イエスの活動

はまさにこの気持ちに後押しされてはまさにこの気持ちに後押しされてはまさにこの気持ちに後押しされてはまさにこの気持ちに後押しされていたのいたのいたのいたの

です。カンボジアの歴史や現実を体験したです。カンボジアの歴史や現実を体験したです。カンボジアの歴史や現実を体験したです。カンボジアの歴史や現実を体験した

ことで、この大切さに改めて気付かされたことで、この大切さに改めて気付かされたことで、この大切さに改めて気付かされたことで、この大切さに改めて気付かされた

思いがしま思いがしま思いがしま思いがします。このイエスの気持ちを私たす。このイエスの気持ちを私たす。このイエスの気持ちを私たす。このイエスの気持ちを私た

ちも大切にし、実践していきましょうちも大切にし、実践していきましょうちも大切にし、実践していきましょうちも大切にし、実践していきましょう

『『『『私の信仰年私の信仰年私の信仰年私の信仰年』』』』    

HHHH.T.T.T.T    

信仰年が閉じられて信仰年が閉じられて信仰年が閉じられて信仰年が閉じられて 3333 か月になろうとしていか月になろうとしていか月になろうとしていか月になろうとしていますますますます。皆さ。皆さ。皆さ。皆さ

まはどのような年を過ごされまはどのような年を過ごされまはどのような年を過ごされまはどのような年を過ごされたのでしょうたのでしょうたのでしょうたのでしょう。閉幕ミサで。閉幕ミサで。閉幕ミサで。閉幕ミサで

戴いた美しい戴いた美しい戴いた美しい戴いた美しいカードに書かれたカードに書かれたカードに書かれたカードに書かれた    ｢信仰とは所有するもの｢信仰とは所有するもの｢信仰とは所有するもの｢信仰とは所有するもの

でなく分ち合うものです」との教皇様のお言葉でなく分ち合うものです」との教皇様のお言葉でなく分ち合うものです」との教皇様のお言葉でなく分ち合うものです」との教皇様のお言葉を思い出を思い出を思い出を思い出

しながらしながらしながらしながら恵みの年を振り返ってみ恵みの年を振り返ってみ恵みの年を振り返ってみ恵みの年を振り返ってみたいと思いますたいと思いますたいと思いますたいと思います。。。。    

    私にとって、それは深い信仰への招きの年私にとって、それは深い信仰への招きの年私にとって、それは深い信仰への招きの年私にとって、それは深い信仰への招きの年でしたでしたでしたでした。様々。様々。様々。様々

なななな出来事をと出来事をと出来事をと出来事をとおおおおしてしてしてして只々只々只々只々委ねる信仰の恵みをと祈る日々委ねる信仰の恵みをと祈る日々委ねる信仰の恵みをと祈る日々委ねる信仰の恵みをと祈る日々

だったように思だったように思だったように思だったように思いますいますいますいます。。。。    

    そのひとつは、訪問チームの皆さんと今は亡きそのひとつは、訪問チームの皆さんと今は亡きそのひとつは、訪問チームの皆さんと今は亡きそのひとつは、訪問チームの皆さんと今は亡き MMMM さんさんさんさん

の所への月に一度の訪問。行くと優しい笑顔で「待っての所への月に一度の訪問。行くと優しい笑顔で「待っての所への月に一度の訪問。行くと優しい笑顔で「待っての所への月に一度の訪問。行くと優しい笑顔で「待って

たたたた!!!!」と迎えて下さり、ご聖体を戴いた後、これも決まっ」と迎えて下さり、ご聖体を戴いた後、これも決まっ」と迎えて下さり、ご聖体を戴いた後、これも決まっ」と迎えて下さり、ご聖体を戴いた後、これも決まっ

て「うれしいて「うれしいて「うれしいて「うれしい!!!!」と胸に手を置きながら少女のようなあどけない表情で喜んで下さる。」と胸に手を置きながら少女のようなあどけない表情で喜んで下さる。」と胸に手を置きながら少女のようなあどけない表情で喜んで下さる。」と胸に手を置きながら少女のようなあどけない表情で喜んで下さる。

一緒に賛美歌を唄い、積も一緒に賛美歌を唄い、積も一緒に賛美歌を唄い、積も一緒に賛美歌を唄い、積もるるるる話に花を咲かせ、大話に花を咲かせ、大話に花を咲かせ、大話に花を咲かせ、大きなきなきなきな声で笑い、失礼声で笑い、失礼声で笑い、失礼声で笑い、失礼するのですがするのですがするのですがするのですがいいいい

つもつもつもつも私たち私たち私たち私たちがががが励まされてい励まされてい励まされてい励まされていましましましました。私たちの目にも少しずつ進行していくた。私たちの目にも少しずつ進行していくた。私たちの目にも少しずつ進行していくた。私たちの目にも少しずつ進行していく病病病病ののののなかでなかでなかでなかで

あの穏やかなたたずまいは「永遠の命」「体の復活」を信じ「あの穏やかなたたずまいは「永遠の命」「体の復活」を信じ「あの穏やかなたたずまいは「永遠の命」「体の復活」を信じ「あの穏やかなたたずまいは「永遠の命」「体の復活」を信じ「みみみみ心のままに」と祈る心のままに」と祈る心のままに」と祈る心のままに」と祈る

ゆるぎない「信仰」そのものに思えてなゆるぎない「信仰」そのものに思えてなゆるぎない「信仰」そのものに思えてなゆるぎない「信仰」そのものに思えてなりませんでしたりませんでしたりませんでしたりませんでした。それはとりもなおさず私へ。それはとりもなおさず私へ。それはとりもなおさず私へ。それはとりもなおさず私へ

の深い信仰への招きの深い信仰への招きの深い信仰への招きの深い信仰への招きでしたでしたでしたでした。私たちの帰った後。私たちの帰った後。私たちの帰った後。私たちの帰った後、、、、一人一人一人一人言いよう言いよう言いよう言いようのない寂しさに囚われのない寂しさに囚われのない寂しさに囚われのない寂しさに囚われ

ていたかもしれない。そんな一つ一つをも静かに主にお捧げしていたのていたかもしれない。そんな一つ一つをも静かに主にお捧げしていたのていたかもしれない。そんな一つ一つをも静かに主にお捧げしていたのていたかもしれない。そんな一つ一つをも静かに主にお捧げしていたのでしょうでしょうでしょうでしょう。。。。    

高齢者や病床にある方々にご聖体をお高齢者や病床にある方々にご聖体をお高齢者や病床にある方々にご聖体をお高齢者や病床にある方々にご聖体をお届け届け届け届けするようになって、５つのパンとするようになって、５つのパンとするようになって、５つのパンとするようになって、５つのパンと 2222 匹の匹の匹の匹の

魚で５千の人々が満たされ、残ったパンくずが１２のかごにいっぱいになったあの魚で５千の人々が満たされ、残ったパンくずが１２のかごにいっぱいになったあの魚で５千の人々が満たされ、残ったパンくずが１２のかごにいっぱいになったあの魚で５千の人々が満たされ、残ったパンくずが１２のかごにいっぱいになったあの聖聖聖聖

書の場面書の場面書の場面書の場面もももも、、、、残りはそこへ集えなかった人々のため残りはそこへ集えなかった人々のため残りはそこへ集えなかった人々のため残りはそこへ集えなかった人々のためかもしれません！かもしれません！かもしれません！かもしれません！ととととのお話がのお話がのお話がのお話がよりよりよりより

いっそう味わい深いものとないっそう味わい深いものとないっそう味わい深いものとないっそう味わい深いものとなりましたりましたりましたりました。。。。    

    もうひとつは毎回もうひとつは毎回もうひとつは毎回もうひとつは毎回「「「「クレド・ドミネクレド・ドミネクレド・ドミネクレド・ドミネ」」」」で始まる「からし種・養成コース」への参加。で始まる「からし種・養成コース」への参加。で始まる「からし種・養成コース」への参加。で始まる「からし種・養成コース」への参加。

３５年も前、家族と一緒に行った教会の神父さまが家を訪ねて下さるようになり、半３５年も前、家族と一緒に行った教会の神父さまが家を訪ねて下さるようになり、半３５年も前、家族と一緒に行った教会の神父さまが家を訪ねて下さるようになり、半３５年も前、家族と一緒に行った教会の神父さまが家を訪ねて下さるようになり、半

年ぐらい経ったある日、さりげなく「お勉強を始めませんか」と年ぐらい経ったある日、さりげなく「お勉強を始めませんか」と年ぐらい経ったある日、さりげなく「お勉強を始めませんか」と年ぐらい経ったある日、さりげなく「お勉強を始めませんか」と言われ言われ言われ言われ、、、、私はただ「は私はただ「は私はただ「は私はただ「は

い」と。足のお悪い神父さまが寒さも雨の日も厭わず訪ねて下さることへの頭の下がい」と。足のお悪い神父さまが寒さも雨の日も厭わず訪ねて下さることへの頭の下がい」と。足のお悪い神父さまが寒さも雨の日も厭わず訪ねて下さることへの頭の下がい」と。足のお悪い神父さまが寒さも雨の日も厭わず訪ねて下さることへの頭の下が

((((閉幕ミサカード・閉幕ミサカード・閉幕ミサカード・閉幕ミサカード・松永松永松永松永助祭画助祭画助祭画助祭画))))    
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るような思いからるような思いからるような思いからるような思いからでしたでしたでしたでした。それから公教要理を始めて１年も経った頃「洗礼を受けま。それから公教要理を始めて１年も経った頃「洗礼を受けま。それから公教要理を始めて１年も経った頃「洗礼を受けま。それから公教要理を始めて１年も経った頃「洗礼を受けま

せんか？」と。私はまたまた「はい」と。新しい世界やそこにいる人々に魅せられてせんか？」と。私はまたまた「はい」と。新しい世界やそこにいる人々に魅せられてせんか？」と。私はまたまた「はい」と。新しい世界やそこにいる人々に魅せられてせんか？」と。私はまたまた「はい」と。新しい世界やそこにいる人々に魅せられて

のことのことのことのことでしたでしたでしたでした。このことを話すとある方は「聖霊が働いて。このことを話すとある方は「聖霊が働いて。このことを話すとある方は「聖霊が働いて。このことを話すとある方は「聖霊が働いていたのね」と。晴佐久神父いたのね」と。晴佐久神父いたのね」と。晴佐久神父いたのね」と。晴佐久神父

さまの言葉を借りれば「まっすぐに」だと思う。知識や理解を超えてただ神さまと繋さまの言葉を借りれば「まっすぐに」だと思う。知識や理解を超えてただ神さまと繋さまの言葉を借りれば「まっすぐに」だと思う。知識や理解を超えてただ神さまと繋さまの言葉を借りれば「まっすぐに」だと思う。知識や理解を超えてただ神さまと繋

がったそんな思いがったそんな思いがったそんな思いがったそんな思いででででしたしたしたした。。。。    

    「わたしの名のためにどんなに苦しまなくてはならないか・・・」といった自覚も「わたしの名のためにどんなに苦しまなくてはならないか・・・」といった自覚も「わたしの名のためにどんなに苦しまなくてはならないか・・・」といった自覚も「わたしの名のためにどんなに苦しまなくてはならないか・・・」といった自覚も

覚悟もないままの洗礼覚悟もないままの洗礼覚悟もないままの洗礼覚悟もないままの洗礼でしたでしたでしたでした。。。。ですですですですから今回一年間の「共に歩む旅」は大切な宝箱かから今回一年間の「共に歩む旅」は大切な宝箱かから今回一年間の「共に歩む旅」は大切な宝箱かから今回一年間の「共に歩む旅」は大切な宝箱か

ら大小様々なら大小様々なら大小様々なら大小様々な 20202020 数編のピースを取り出し、御言葉を味わい数編のピースを取り出し、御言葉を味わい数編のピースを取り出し、御言葉を味わい数編のピースを取り出し、御言葉を味わい、分ち合い、分ち合い、分ち合い、分ち合いながら一つ一ながら一つ一ながら一つ一ながら一つ一

つを丁寧に見つめ並べてみるとかけがえのない「信仰」というジグソーパズルが完成つを丁寧に見つめ並べてみるとかけがえのない「信仰」というジグソーパズルが完成つを丁寧に見つめ並べてみるとかけがえのない「信仰」というジグソーパズルが完成つを丁寧に見つめ並べてみるとかけがえのない「信仰」というジグソーパズルが完成

したような感慨したような感慨したような感慨したような感慨でしたでしたでしたでした。それもまた、いつも共にいて下さる主の慈しみへの深い信頼。それもまた、いつも共にいて下さる主の慈しみへの深い信頼。それもまた、いつも共にいて下さる主の慈しみへの深い信頼。それもまた、いつも共にいて下さる主の慈しみへの深い信頼

への招への招への招への招ききききでしたでしたでしたでした。。。。    

これからも続く主からの道は、キリストと共に歩む主への道。私の道。との思いをこれからも続く主からの道は、キリストと共に歩む主への道。私の道。との思いをこれからも続く主からの道は、キリストと共に歩む主への道。私の道。との思いをこれからも続く主からの道は、キリストと共に歩む主への道。私の道。との思いを

強めてい強めてい強めてい強めていますますますます。すべての人の幸せを願いながら主への賛美と感謝のうちに。。すべての人の幸せを願いながら主への賛美と感謝のうちに。。すべての人の幸せを願いながら主への賛美と感謝のうちに。。すべての人の幸せを願いながら主への賛美と感謝のうちに。    

         

2014201420142014 年年年年 3333 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    

3333・・・・    ２２２２((((日日日日))))９時９時９時９時    

年間第年間第年間第年間第 8888 主日主日主日主日    

集会祭儀集会祭儀集会祭儀集会祭儀    

松永助祭松永助祭松永助祭松永助祭    G.G.G.G.TTTT    TTTT....KKKK    

NNNN.Y.Y.Y.Y    

((((北北北北))))    

①①①①YYYY.Y.Y.Y.Y    

②②②②YYYY.E.E.E.E    

６６６６AAAA 地区地区地区地区    

IIII・・・・HHHH    

((((洗洗洗洗) ) ) ) TTTT.Y.Y.Y.Y    

    

３・３・３・３・    5(5(5(5(水水水水) 19) 19) 19) 19 時時時時

灰の水曜日灰の水曜日灰の水曜日灰の水曜日    

Fr. Fr. Fr. Fr. 後後後後    藤藤藤藤    TTTT.Y.Y.Y.Y    TTTT....KKKK    

KKKK.T.T.T.T    

((((南南南南))))    

①①①①AAAA.Y.Y.Y.Y    

②②②②IIII.Y.Y.Y.Y    

6666Ａ地区Ａ地区Ａ地区Ａ地区    

KKKK・・・・YYYY    

((((洗洗洗洗) ) ) ) TTTT.Y.Y.Y.Y    

    

３・３・３・３・    9(9(9(9(日日日日) 9) 9) 9) 9 時時時時    

四旬節第四旬節第四旬節第四旬節第 1111 主日主日主日主日    

FrFrFrFr．春．春．春．春    名名名名    TTTT.H.H.H.H    YYYY.S.S.S.S    

NNNN.S.S.S.S    

((((北北北北))))    

①①①①IIII.R.R.R.R    

②②②②KKKK.F.F.F.F    

１・４１・４１・４１・４    

    地区地区地区地区    

NNNN・・・・KKKK    

((((洗洗洗洗) ) ) ) TTTT.Y.Y.Y.Y    

    

３・３・３・３・16(16(16(16(日日日日))))９時９時９時９時    

四旬節第四旬節第四旬節第四旬節第 2222 主日主日主日主日    

FrFrFrFr．染．染．染．染    野野野野    

御受難修道会御受難修道会御受難修道会御受難修道会    

IIII.H.H.H.H    YYYY.S.S.S.S    

HHHH.K.K.K.K    

((((南南南南))))    

①①①①IIII.M.M.M.M    

②②②②KKKK.T.T.T.T    

１・４１・４１・４１・４    

    地区地区地区地区    

IIII・・・・HHHH    

    ((((洗洗洗洗) ) ) ) TTTT.Y.Y.Y.Y    

黙想会黙想会黙想会黙想会    

３・３・３・３・23(23(23(23(日日日日))))９時９時９時９時    

    四旬節第四旬節第四旬節第四旬節第 3333 主日主日主日主日    

        集会祭儀集会祭儀集会祭儀集会祭儀    

    松永助祭松永助祭松永助祭松永助祭    

((((子供子供子供子供ミサミサミサミサ    

担当担当担当担当))))    

TTTT....KKKK    

HHHH.T.T.T.T    

((((北北北北))))    

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            〃〃〃〃    

((((子供子供子供子供ﾐｻﾐｻﾐｻﾐｻ

担当担当担当担当))))    

KKKK・・・・YYYY    

    ((((洗洗洗洗) ) ) ) TTTT.Y.Y.Y.Y    

子供ミサ子供ミサ子供ミサ子供ミサ    

３・３・３・３・30(30(30(30(日日日日))))９時９時９時９時    

四旬節第四旬節第四旬節第四旬節第 4444 主日主日主日主日    

Fr. Fr. Fr. Fr. 後後後後    藤藤藤藤    HHHH.K.K.K.K    YYYY.S.S.S.S    

YYYY.K.K.K.K    

((((南南南南))))    

①①①①KKKK.N.N.N.N    

②②②②OOOO.R.R.R.R    

２地区２地区２地区２地区    

NNNN・・・・KKKK    

    ((((洗洗洗洗) ) ) ) TTTT.Y.Y.Y.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。    
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イエス様の手紙イエス様の手紙イエス様の手紙イエス様の手紙    

こんな表題を付ければ、小さな子のかわいい文章のようですが、以下は実際にイエスごこんな表題を付ければ、小さな子のかわいい文章のようですが、以下は実際にイエスごこんな表題を付ければ、小さな子のかわいい文章のようですが、以下は実際にイエスごこんな表題を付ければ、小さな子のかわいい文章のようですが、以下は実際にイエスご

自身が書か自身が書か自身が書か自身が書かれた手紙の話です。書かれたと言っても、当時は口述筆記でしたから弟子の誰れた手紙の話です。書かれたと言っても、当時は口述筆記でしたから弟子の誰れた手紙の話です。書かれたと言っても、当時は口述筆記でしたから弟子の誰れた手紙の話です。書かれたと言っても、当時は口述筆記でしたから弟子の誰

かが書いたのでしょう。これは、４世紀の歴史家にして司教のエウゼビオスの『教会史』かが書いたのでしょう。これは、４世紀の歴史家にして司教のエウゼビオスの『教会史』かが書いたのでしょう。これは、４世紀の歴史家にして司教のエウゼビオスの『教会史』かが書いたのでしょう。これは、４世紀の歴史家にして司教のエウゼビオスの『教会史』

第Ⅰ巻に出てきます。ユーフラテス川の向こうの民族を治めるもっとも著名な君侯の一人第Ⅰ巻に出てきます。ユーフラテス川の向こうの民族を治めるもっとも著名な君侯の一人第Ⅰ巻に出てきます。ユーフラテス川の向こうの民族を治めるもっとも著名な君侯の一人第Ⅰ巻に出てきます。ユーフラテス川の向こうの民族を治めるもっとも著名な君侯の一人

であるアブガル・ウカマという人がいました。アブガル自身は自分のことをトパルケスとであるアブガル・ウカマという人がいました。アブガル自身は自分のことをトパルケスとであるアブガル・ウカマという人がいました。アブガル自身は自分のことをトパルケスとであるアブガル・ウカマという人がいました。アブガル自身は自分のことをトパルケスと

言っています。トパルケスとは地方知事の意味のようです。彼はもはや人間の力では治療言っています。トパルケスとは地方知事の意味のようです。彼はもはや人間の力では治療言っています。トパルケスとは地方知事の意味のようです。彼はもはや人間の力では治療言っています。トパルケスとは地方知事の意味のようです。彼はもはや人間の力では治療

できない恐ろしい病に完全に肉体を損なっていました。そんなとき、イエスの評判を聞き、できない恐ろしい病に完全に肉体を損なっていました。そんなとき、イエスの評判を聞き、できない恐ろしい病に完全に肉体を損なっていました。そんなとき、イエスの評判を聞き、できない恐ろしい病に完全に肉体を損なっていました。そんなとき、イエスの評判を聞き、

治療法を尋ねる書簡を送りました。これに対治療法を尋ねる書簡を送りました。これに対治療法を尋ねる書簡を送りました。これに対治療法を尋ねる書簡を送りました。これに対してイエスは、その病の治療と彼の眷属全員してイエスは、その病の治療と彼の眷属全員してイエスは、その病の治療と彼の眷属全員してイエスは、その病の治療と彼の眷属全員

の救いのために、弟子の一人を遣わすことを約束した個人的な書簡をしたためられました。の救いのために、弟子の一人を遣わすことを約束した個人的な書簡をしたためられました。の救いのために、弟子の一人を遣わすことを約束した個人的な書簡をしたためられました。の救いのために、弟子の一人を遣わすことを約束した個人的な書簡をしたためられました。    

原本は失われたようですが、書簡の写しであるギリシア語のテキストによると、見出し原本は失われたようですが、書簡の写しであるギリシア語のテキストによると、見出し原本は失われたようですが、書簡の写しであるギリシア語のテキストによると、見出し原本は失われたようですが、書簡の写しであるギリシア語のテキストによると、見出し

は「書簡運搬人のアナニアスを介し、トパルケスのアブガルに送られたイエスの返書」とは「書簡運搬人のアナニアスを介し、トパルケスのアブガルに送られたイエスの返書」とは「書簡運搬人のアナニアスを介し、トパルケスのアブガルに送られたイエスの返書」とは「書簡運搬人のアナニアスを介し、トパルケスのアブガルに送られたイエスの返書」と

なっているそうです。以下がその書簡の文面です。なっているそうです。以下がその書簡の文面です。なっているそうです。以下がその書簡の文面です。なっているそうです。以下がその書簡の文面です。    

わたしを見ないで信じたあなたは幸いです。わたしを見た者は信ぜず、わたしを見ないわたしを見ないで信じたあなたは幸いです。わたしを見た者は信ぜず、わたしを見ないわたしを見ないで信じたあなたは幸いです。わたしを見た者は信ぜず、わたしを見ないわたしを見ないで信じたあなたは幸いです。わたしを見た者は信ぜず、わたしを見ない

者は信じ、そして生きる、とわたしについて書かれてあるからです。者は信じ、そして生きる、とわたしについて書かれてあるからです。者は信じ、そして生きる、とわたしについて書かれてあるからです。者は信じ、そして生きる、とわたしについて書かれてあるからです。    

さて、あなたの書簡によれば、わたしがあなさて、あなたの書簡によれば、わたしがあなさて、あなたの書簡によれば、わたしがあなさて、あなたの書簡によれば、わたしがあなたの所に赴くようにとのことですが、わたたの所に赴くようにとのことですが、わたたの所に赴くようにとのことですが、わたたの所に赴くようにとのことですが、わた

しはまずそのためにこの地に遣わされたすべてのことを成就させねばなりません。そして、しはまずそのためにこの地に遣わされたすべてのことを成就させねばなりません。そして、しはまずそのためにこの地に遣わされたすべてのことを成就させねばなりません。そして、しはまずそのためにこの地に遣わされたすべてのことを成就させねばなりません。そして、

それを成就させた後に、わたしは、わたしを遣わされた方のもとに上げられて行かねばなそれを成就させた後に、わたしは、わたしを遣わされた方のもとに上げられて行かねばなそれを成就させた後に、わたしは、わたしを遣わされた方のもとに上げられて行かねばなそれを成就させた後に、わたしは、わたしを遣わされた方のもとに上げられて行かねばな

りません。わたしは、天に上げられた後、わたしの弟子の一人をあなたのもとに遣わし、りません。わたしは、天に上げられた後、わたしの弟子の一人をあなたのもとに遣わし、りません。わたしは、天に上げられた後、わたしの弟子の一人をあなたのもとに遣わし、りません。わたしは、天に上げられた後、わたしの弟子の一人をあなたのもとに遣わし、

あなたの病を癒し、あなたとあなたと共におられる方々に生命を与えるつもりです。あなたの病を癒し、あなたとあなたと共におられる方々に生命を与えるつもりです。あなたの病を癒し、あなたとあなたと共におられる方々に生命を与えるつもりです。あなたの病を癒し、あなたとあなたと共におられる方々に生命を与えるつもりです。    

シリア語でこの書簡に添付された長い資料を簡単にまとめると、シリア語でこの書簡に添付された長い資料を簡単にまとめると、シリア語でこの書簡に添付された長い資料を簡単にまとめると、シリア語でこの書簡に添付された長い資料を簡単にまとめると、    

イエスが天に上げられた後、トマスとも呼ばれたユダは、イエスが天に上げられた後、トマスとも呼ばれたユダは、イエスが天に上げられた後、トマスとも呼ばれたユダは、イエスが天に上げられた後、トマスとも呼ばれたユダは、70707070 人人人人((((の弟子の弟子の弟子の弟子))))の一人タダイの一人タダイの一人タダイの一人タダイ

を使徒として遣を使徒として遣を使徒として遣を使徒として遣わした。現地に着いたタダイはトビヤのもとに滞在し、神の権能によってわした。現地に着いたタダイはトビヤのもとに滞在し、神の権能によってわした。現地に着いたタダイはトビヤのもとに滞在し、神の権能によってわした。現地に着いたタダイはトビヤのもとに滞在し、神の権能によって

あらゆる病と患いを癒し始めると、すべての人が驚嘆した。この噂を聞いたアブガルは、あらゆる病と患いを癒し始めると、すべての人が驚嘆した。この噂を聞いたアブガルは、あらゆる病と患いを癒し始めると、すべての人が驚嘆した。この噂を聞いたアブガルは、あらゆる病と患いを癒し始めると、すべての人が驚嘆した。この噂を聞いたアブガルは、

この人こそがイエスの書簡にあった弟子と思い、トビヤにタダイを連れて来るように使いこの人こそがイエスの書簡にあった弟子と思い、トビヤにタダイを連れて来るように使いこの人こそがイエスの書簡にあった弟子と思い、トビヤにタダイを連れて来るように使いこの人こそがイエスの書簡にあった弟子と思い、トビヤにタダイを連れて来るように使い

の者を送る。翌朝訪れたタダイにアブガルは「（イエスの書簡の）約束の人か」と尋ねる。の者を送る。翌朝訪れたタダイにアブガルは「（イエスの書簡の）約束の人か」と尋ねる。の者を送る。翌朝訪れたタダイにアブガルは「（イエスの書簡の）約束の人か」と尋ねる。の者を送る。翌朝訪れたタダイにアブガルは「（イエスの書簡の）約束の人か」と尋ねる。

タダイは「あなたがわたしをお遣わせになった方を信じておられるなら、あなたの心の中タダイは「あなたがわたしをお遣わせになった方を信じておられるなら、あなたの心の中タダイは「あなたがわたしをお遣わせになった方を信じておられるなら、あなたの心の中タダイは「あなたがわたしをお遣わせになった方を信じておられるなら、あなたの心の中

の願いは、あなたが信じるかぎり実現されます」と答える。諸々のやりとりの後、アブガの願いは、あなたが信じるかぎり実現されます」と答える。諸々のやりとりの後、アブガの願いは、あなたが信じるかぎり実現されます」と答える。諸々のやりとりの後、アブガの願いは、あなたが信じるかぎり実現されます」と答える。諸々のやりとりの後、アブガ

ルが「わたしも、その方とその方の父を信じましルが「わたしも、その方とその方の父を信じましルが「わたしも、その方とその方の父を信じましルが「わたしも、その方とその方の父を信じました」と言うと、タダイは「わたしは、そた」と言うと、タダイは「わたしは、そた」と言うと、タダイは「わたしは、そた」と言うと、タダイは「わたしは、そ

の方の名においてわたしの手をあなたの上に置きます」と言うと、病と苦痛はたちまち癒の方の名においてわたしの手をあなたの上に置きます」と言うと、病と苦痛はたちまち癒の方の名においてわたしの手をあなたの上に置きます」と言うと、病と苦痛はたちまち癒の方の名においてわたしの手をあなたの上に置きます」と言うと、病と苦痛はたちまち癒

された。そのあとタダイはされた。そのあとタダイはされた。そのあとタダイはされた。そのあとタダイは大勢大勢大勢大勢の人を癒し、驚嘆すべき偉大な業を行い、神の御言葉を宣の人を癒し、驚嘆すべき偉大な業を行い、神の御言葉を宣の人を癒し、驚嘆すべき偉大な業を行い、神の御言葉を宣の人を癒し、驚嘆すべき偉大な業を行い、神の御言葉を宣

べ伝えた。最後にアブガルがタダイに金銀を与えようとすると「自分たちのものを捨てたべ伝えた。最後にアブガルがタダイに金銀を与えようとすると「自分たちのものを捨てたべ伝えた。最後にアブガルがタダイに金銀を与えようとすると「自分たちのものを捨てたべ伝えた。最後にアブガルがタダイに金銀を与えようとすると「自分たちのものを捨てた

わたしたちが、どうして他の人のものを受け取ることができましょうか」と断った。わたしたちが、どうして他の人のものを受け取ることができましょうか」と断った。わたしたちが、どうして他の人のものを受け取ることができましょうか」と断った。わたしたちが、どうして他の人のものを受け取ることができましょうか」と断った。(H)(H)(H)(H)    

寄稿寄稿寄稿寄稿    



きたすまきたすまきたすまきたすま    5555    

    

    

    

    以前にも書きましたが，北須磨教会に以前にも書きましたが，北須磨教会に以前にも書きましたが，北須磨教会に以前にも書きましたが，北須磨教会に

直接関係のある会議は北須磨教会評議直接関係のある会議は北須磨教会評議直接関係のある会議は北須磨教会評議直接関係のある会議は北須磨教会評議

会の他に神戸地区宣教司牧評議会やそ会の他に神戸地区宣教司牧評議会やそ会の他に神戸地区宣教司牧評議会やそ会の他に神戸地区宣教司牧評議会やそ

の下位の西ブロック４教会連絡会があの下位の西ブロック４教会連絡会があの下位の西ブロック４教会連絡会があの下位の西ブロック４教会連絡会があ

ります．大阪大司教区全体の会議に小ります．大阪大司教区全体の会議に小ります．大阪大司教区全体の会議に小ります．大阪大司教区全体の会議に小

教区として出席することもあります．教区として出席することもあります．教区として出席することもあります．教区として出席することもあります．

会議が多過ぎるのではとの思いがあり会議が多過ぎるのではとの思いがあり会議が多過ぎるのではとの思いがあり会議が多過ぎるのではとの思いがあり

ますが「祈りの場を整える」には仕方ますが「祈りの場を整える」には仕方ますが「祈りの場を整える」には仕方ますが「祈りの場を整える」には仕方

がないとも言えます．がないとも言えます．がないとも言えます．がないとも言えます．    

    この原稿を書いている２月１６日にこの原稿を書いている２月１６日にこの原稿を書いている２月１６日にこの原稿を書いている２月１６日に

は４教会連絡会がありましたが，神父は４教会連絡会がありましたが，神父は４教会連絡会がありましたが，神父は４教会連絡会がありましたが，神父

様３名，シスター２名そして８人の小様３名，シスター２名そして８人の小様３名，シスター２名そして８人の小様３名，シスター２名そして８人の小

教区代表が集まって，１年以上も先の教区代表が集まって，１年以上も先の教区代表が集まって，１年以上も先の教区代表が集まって，１年以上も先の

四旬節や今年の降誕説の黙想会の日程四旬節や今年の降誕説の黙想会の日程四旬節や今年の降誕説の黙想会の日程四旬節や今年の降誕説の黙想会の日程

を決めました．四旬節については，皆を決めました．四旬節については，皆を決めました．四旬節については，皆を決めました．四旬節については，皆

さんにお知らせするのは多分来年の２さんにお知らせするのは多分来年の２さんにお知らせするのは多分来年の２さんにお知らせするのは多分来年の２

月頃になると思います．また，去年の月頃になると思います．また，去年の月頃になると思います．また，去年の月頃になると思います．また，去年の

６月に神戸地区大会があり洲本教会の６月に神戸地区大会があり洲本教会の６月に神戸地区大会があり洲本教会の６月に神戸地区大会があり洲本教会の

お世話で合同ミサと葵連の阿波踊りでお世話で合同ミサと葵連の阿波踊りでお世話で合同ミサと葵連の阿波踊りでお世話で合同ミサと葵連の阿波踊りで

ひと時を過ごしひと時を過ごしひと時を過ごしひと時を過ごしましたが，この４月直ましたが，この４月直ましたが，この４月直ましたが，この４月直

ぐに来年開催の次の地区大会の委員会ぐに来年開催の次の地区大会の委員会ぐに来年開催の次の地区大会の委員会ぐに来年開催の次の地区大会の委員会

を発足することになりそうとの話も出を発足することになりそうとの話も出を発足することになりそうとの話も出を発足することになりそうとの話も出

ました．ました．ました．ました．    

    教会の運営については皆様の祈りを教会の運営については皆様の祈りを教会の運営については皆様の祈りを教会の運営については皆様の祈りを

妨げないことを優先したいと願ってお妨げないことを優先したいと願ってお妨げないことを優先したいと願ってお妨げないことを優先したいと願ってお

ります．ります．ります．ります．    

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

    

    

    

☆転入されました☆☆転入されました☆☆転入されました☆☆転入されました☆    

佐世保黒島教会佐世保黒島教会佐世保黒島教会佐世保黒島教会より第より第より第より第 1111 地区へ地区へ地区へ地区へ    

SSSS....AAAA    さまさまさまさま    

ようこそ北須磨教会へ！ようこそ北須磨教会へ！ようこそ北須磨教会へ！ようこそ北須磨教会へ！    

    

☆☆☆☆神戸地区社会活動委員会より神戸地区社会活動委員会より神戸地区社会活動委員会より神戸地区社会活動委員会より☆☆☆☆    

静修会のお知らせ静修会のお知らせ静修会のお知らせ静修会のお知らせ    

日日日日    時：時：時：時：2014201420142014 年年年年 3333 月月月月 22229999 日（日（日（日（土土土土））））    

11111111 時～時～時～時～    

場場場場    所：所：所：所：愛徳カルメル会本部修道院愛徳カルメル会本部修道院愛徳カルメル会本部修道院愛徳カルメル会本部修道院    

指導司祭指導司祭指導司祭指導司祭：：：：松浦松浦松浦松浦    謙謙謙謙    神父さま神父さま神父さま神父さま    

詳細、お申込みは詳細、お申込みは詳細、お申込みは詳細、お申込みは TTTT までお願いしまでお願いしまでお願いしまでお願いします。ます。ます。ます。    

    

☆☆☆☆とどけとどけとどけとどけ! ! ! ! 心の歌声心の歌声心の歌声心の歌声☆☆☆☆    

～東日本大震災から三年、今こそ共に～～東日本大震災から三年、今こそ共に～～東日本大震災から三年、今こそ共に～～東日本大震災から三年、今こそ共に～    

日日日日    時：時：時：時：2014201420142014 年年年年 3333 月月月月 9999 日（日（日（日（日日日日））））    

11118888 時時時時半半半半～～～～20202020 時時時時    

場場場場    所：所：所：所：神戸中央教会神戸中央教会神戸中央教会神戸中央教会    

内内内内    容容容容：：：：被災地の現状報告被災地の現状報告被災地の現状報告被災地の現状報告    

                    テゼの祈りテゼの祈りテゼの祈りテゼの祈り    

大阪大司教区大阪大司教区大阪大司教区大阪大司教区 ENGOENGOENGOENGO プロジェクト主催プロジェクト主催プロジェクト主催プロジェクト主催    

    

    

******  ******  ******  ******  新着図書紹介新着図書紹介新着図書紹介新着図書紹介        ************************    

・カトリック大辞典Ⅰ～Ⅳ巻・カトリック大辞典Ⅰ～Ⅳ巻・カトリック大辞典Ⅰ～Ⅳ巻・カトリック大辞典Ⅰ～Ⅳ巻    

((((会議室書棚上。教会内でお読みください会議室書棚上。教会内でお読みください会議室書棚上。教会内でお読みください会議室書棚上。教会内でお読みください))))    

・・・・花と典礼花と典礼花と典礼花と典礼    ----祭儀における生け花祭儀における生け花祭儀における生け花祭儀における生け花    

        ジャンヌ・エマールジャンヌ・エマールジャンヌ・エマールジャンヌ・エマール    著著著著((((オリエンス社オリエンス社オリエンス社オリエンス社))))    

((((一般図書はカード記入不要です一般図書はカード記入不要です一般図書はカード記入不要です一般図書はカード記入不要です))))    

評 議 会 よ評 議 会 よ評 議 会 よ評 議 会 よ りりりり    
お 知 らお 知 らお 知 らお 知 ら せせせせ    

編編編編    集集集集    後後後後    記記記記    

オリンピックで寝不足の方が多いとか、、オリンピックで寝不足の方が多いとか、、オリンピックで寝不足の方が多いとか、、オリンピックで寝不足の方が多いとか、、、、、、    

葛西もすごかったが若い選手もすばらしい。葛西もすごかったが若い選手もすばらしい。葛西もすごかったが若い選手もすばらしい。葛西もすごかったが若い選手もすばらしい。    

こちらは大雪になればこたつで丸くなるほう、、こちらは大雪になればこたつで丸くなるほう、、こちらは大雪になればこたつで丸くなるほう、、こちらは大雪になればこたつで丸くなるほう、、    

テレビ三昧で体重が気になる、せめて四旬節にテレビ三昧で体重が気になる、せめて四旬節にテレビ三昧で体重が気になる、せめて四旬節にテレビ三昧で体重が気になる、せめて四旬節に

はダイエットでもするか。春はもうすぐはダイエットでもするか。春はもうすぐはダイエットでもするか。春はもうすぐはダイエットでもするか。春はもうすぐ((((のはずのはずのはずのはず))))    

                （（（（KJHKJHKJHKJH））））    

灰の水曜日灰の水曜日灰の水曜日灰の水曜日及び及び及び及び聖週間の夜のミサ聖週間の夜のミサ聖週間の夜のミサ聖週間の夜のミサはははは 19191919 時から時から時から時からになります。になります。になります。になります。    

    お間違えのないようにしてくださいお間違えのないようにしてくださいお間違えのないようにしてくださいお間違えのないようにしてください!!!!!!!!    



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 2014

3/13/13/13/1 土土土土 教会清掃なし

2222 日日日日 年間第８主日　集会祭儀9: 00～年間第８主日　集会祭儀9: 00～年間第８主日　集会祭儀9: 00～年間第８主日　集会祭儀9: 00～ 信仰講座（集会祭儀後）信仰講座（集会祭儀後）信仰講座（集会祭儀後）信仰講座（集会祭儀後） 神戸 地区 評 議会 (14～)神戸 地区 評 議会 (14～)神戸 地区 評 議会 (14～)神戸 地区 評 議会 (14～)

3333 月月月月 卓球(13～17)

4444 火火火火 カテキズム 勉強会（１0 :30～） 信仰講座(10 :30～) 病者高齢者訪問（チーム北須磨　13～）

5555 水水水水 灰の水曜日 19 : 00～灰の水曜日 19 : 00～灰の水曜日 19 : 00～灰の水曜日 19 : 00～

6666 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)

7777 金金金金 十字架の道行・ミサ( 13:30～) 主日の聖書を読む会（14 :30～）

8888 土土土土 教会清掃(第１・４地区) 英語クラブ（14～16) 

9999 日日日日 四旬節第１主日　ミ サ (洗礼志願式)  9 :00～ 信仰講座(ミサ後) 　評議会(ミサ後)四旬節第１主日　ミ サ (洗礼志願式)  9 :00～ 信仰講座(ミサ後) 　評議会(ミサ後)四旬節第１主日　ミ サ (洗礼志願式)  9 :00～ 信仰講座(ミサ後) 　評議会(ミサ後)四旬節第１主日　ミ サ (洗礼志願式)  9 :00～ 信仰講座(ミサ後) 　評議会(ミサ後)

10101010 月月月月 卓球(13～17)

11111111 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～）信仰講座(10:30～)

12121212 水水水水

13131313 木木木木 キリシタン史講座（10～） オカリナ(13～15) 卓球(13～17)

14141414 金金金金 十字架の道行・ミサ( 13:30～) 主日の聖書を読む会（14 :30～）

15151515 土土土土 教会清掃なし 英語クラブ（14～16) 

16161616 日日日日 四旬節第２主日　ミ サ9:00～　　四旬節第２主日　ミ サ9:00～　　四旬節第２主日　ミ サ9:00～　　四旬節第２主日　ミ サ9:00～　　黙想会黙想会黙想会黙想会

17171717 月月月月 卓球(13～17)

18181818 火火火火 カテキズム 勉強会（１0 :30～） 信仰講座(10 :30～)

19191919 水水水水

20202020 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)

21212121 金金金金 十字架の道行・ミサ( 13:30～) 主日の聖書を読む会（14 :30～）

22222222 土土土土 教会清掃(第２地区) 英語クラブ（14～16) 

23232323 日日日日 四旬節第３主日　ミ サ9:00～四旬節第３主日　ミ サ9:00～四旬節第３主日　ミ サ9:00～四旬節第３主日　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）

24242424 月月月月 卓球(13～17)

25252525 火火火火 カテキズム 勉強会（１0 :30～） 信仰講座(10 :30～) 男の料理教室（17～）

26262626 水水水水

27272727 木木木木 オカリナ(13～15) 卓球(13～17)

28282828 金金金金 十字架の道行・ミサ( 13:30～) 主日の聖書を読む会（14 :30～）

29292929 土土土土 教会清掃なし 英語クラブ（14～16) 

30303030 日日日日 四旬節第４主日　ミ サ9:00～四旬節第４主日　ミ サ9:00～四旬節第４主日　ミ サ9:00～四旬節第４主日　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）

31313131 月月月月 卓球(13～17)

4/14/14/14/1 火火火火 カテキズム 勉強会（１0 :30～） 信仰講座(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 十字架の道行・ミサ( 13:30～) 主日の聖書を読む会（14 :30～）

5555 土土土土 教会清掃(第３・６B・7地区) 英語クラブ（14～16) 

6666 日日日日 四旬節第５主日　ミ サ9:00～四旬節第５主日　ミ サ9:00～四旬節第５主日　ミ サ9:00～四旬節第５主日　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）

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

　　　★　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５地区です今月のお茶当番は第５地区です今月のお茶当番は第５地区です今月のお茶当番は第５地区です

http://cathkitasuma.web.fc2.com


