
 

ご復活おめでとうございます 

後藤 進神父 

 ちょっと遅まきかも知れませんが、皆

さんにご復活のお喜びのご挨拶を致し

ます。ここ、北須磨で聖週間、特に聖

なる三日間と復活祭を迎えられたのは

よかったと喜んでいます。ソメイヨシ

ノは散りましたが、八重桜が満開です。

時は本格的な春です。色々な花が咲い

ています、木々も草花も。山は新緑で

美しく、楽しい季節となりました。ま

さに復活祭の春です。 

 復活の信仰というのはどんな時でも、

神様に於いて希望を持っているという

ことでしょう。だから、どんなに苦し

い時でも、どんなに悲しい時でも、そ

の苦しみや悲しみに負けてしまわない

ということです。それに、どんな苦し

みにも、どんな悲しみにも、チャンと

意味があるということを知っていると

いうことでもあります。だから、その

ような人は、苦しい時、悲しい時に、

その苦しみや悲しみをちゃんと味わお

うとするでしょう。 

 ルカ福音書はイエスの母マリアにつ

いて、「マリアはこれらの出来事をすべ

て心に納めて、思い巡らしていた」

（2;19）とか、「母はこれらのことをす

べて心に納めていた」（2;51）と記して

いますが、それは神さまの神秘や、ご

自分の子であり同時に神の子である方

の神秘を受け留めようとする謙遜な人

の態度でもありましょう。 

 私たちも是非このような態度で私た

ちの周りで起こる出来事を、周りの人

たちをも受け留めましょう。するとも

っと穏やかな心でいることが出来るで

しょう。そしてきっと信仰をもっと深

めて頂けるでしょう。そうしたら神さ

まと共にいることがどんなに良いこと

かを味わうこと

が出来るでしょ

う。いつも復活

の喜びの中に生

きることが出来

ますように！！ 
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 洗 礼 お め で と う ご ざ い ま す  

4月 19 日（土）後藤神父さま司式の復活徹夜祭のミサでお二人の方々が受洗されまし

た。洗礼のお恵みをお受けになったお二人にそれぞれの思いをお寄せいただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まだ悩み迷いのある羊[犬年ですが]… 

パウロ・クレメンティアス ＫＮ 

4 月 19 日（土）に洗礼を受けた、ＫＮ（67 才男）です。一昨年の 12 月 24 日クリスマ

ス・イヴの日に初めて北須磨カトリック教会に伺いました。幼少期には下山手のカトリック系

の幼稚園に通っていました。以前から北須磨教会へ来てみたいと思っていましたが、やっと機

会が廻って来ました。これも神の導きの様な気がします。以来、居心地が良いので有難い、神

に感謝です。神様が“良いものを下さる”と云う事が実感できます。どうか皆様も私を良い方

向に導いて下さる様にお願いします。洗礼を受けた此の機会に改めて教会の方々にご挨拶を申

し上げます。 

  

洗礼を受けて 

ヨゼフ ＮＴ 

 母が信徒であった事もあって、数年前から教会のミサに参加して聖書を読み始めました。 

一般的な知識や見方しかなかった頃ですが、聖典の御言葉や今の社会を生きていくに当たって

大変な驚きと共に歩み始めました。神父様にお話しをお聞きし、父の受洗と帰天もあり、洗礼

に向けての講座に参加することになりました。皆様の信じる所や誠実の中で安心して理解を深

める事が出来、また自分自身少しずつ心が定まり、神様をより信じる様になりました。祖父や

父と同じヨゼフという洗礼名となり洗礼を受ける事ができました。これから信徒としてよりよ

い道を歩んでいきたいと思っています。神父様はじめ色々お世話になり、ありがとうございま

した。これからよろしくお願いします。 
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復活祭のお祝いパーティー 

～４月１９日（土）・２０日（日）～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員長退任の挨拶 

今春２年間の任期を終えられる各委員会の委員長の皆様に退任にあたってのご挨拶を

いただきました。委員長の皆様、お疲れ様でした。 

 

高齢者支援委員長 

ＭＮ 

病者高齢者訪問は数年前に多くの方々

が養成コースを受けられ関心を持ってお

られました。委員長の任を私に呼びかけ

られ、とてもとまどいを感じましたが、

神父様、シスター、覚前さんのご指導に

より又、明石教会の訪問のあり方を学び

ながら 3 ヶ月遅れでスタート致しました。

当初は聖職者の訪問を何より強く希望さ 

れる方が多く、お断り、遠慮されており 

 

 

ましたが、何回か訪問する内に信徒によ 

る御聖体授与も理解されるようになり、

此頃では毎月の訪問を待って下さるよう

になりました。地区委員、お知り合いの

方々の状況をお聞き出来て教会とのつな 

がり交わりが出来る事はお互いに励みと

なっております。本当にご指導、ご協力

下さいました方々心からお礼申し上げま

す。 
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財務委員長 

ＫＳ 

長いようであっという間の２年間でし

た。財務の経歴は浅く、会計処理なんか

全く素人で、パソコンも初級程度しかで

きない自分でしたが、皆様にご協力頂き

大過なく任務を終えることが出来てホッ

としています。これからは、この２年間

の経験を生かした信仰生活を送りたいと

思っていますので、よろしくお願いしま

す。 

 

地区委員長 

ＯＴ 

就任後はや二年たちました。一年目は

何も分からず、二年目もわからず年月だ

け過ぎてしまいました。ウロウロ、アタ

フタ、力不足の為いろいろご迷惑をおか

け致しました。いつも皆様のサポートを

頂き、前に進むことが出来たのではない

か？と思います。有難う御座いました。 

 

総務委員長 

 ＩＭ 

知人・友人があっという間に増え、細々

暮らしていた年金生活は一変し、あっち

こっちにお願いする２年間でした。色々

な分野のエキスパートの方、目立たない

面倒なことをコツコツやって下さった方、

すぐ集まって助けて下さった方、ちゃん

と出来なかったのにニコニコ許して下さ

った方、ありがとうございました。ご要

望に添えなかった方、お許しあれ。なん

とか終わりました。神に感謝。 

 

 

社会活動委員長 

ＴＭ 

この 2 年間、北須磨教会の皆様に支え

られ、気持ちよく活動ができました。神

戸地区の活動に参加して色々な経験もさ

せていただきました。的確な活動をされ

ていた歴代の委員長さんに比べ、私は委

員長の自覚のないままあっという間の 2

年でした。神戸地区の行事に気持ちが偏

ってしまい、北須磨での活動や大阪教区

の情報提供が疎かになってしまったこと

は深く反省しています。しかし皆様の温

かいご支援とご協力のおかげで楽しく活

動できたこと、心より感謝しています。

ありがとうございました。 

 

典礼委員長 

ＩＨ 

2012 年 5月、諮問委員の皆様のご協

力の下、聖霊の炎を感じつつ選出されま

した。委員会での引き継ぎは一切なく、

試行錯誤しながらも取り組んでまいりま

した。この二年間、私どもを支えて下さ

いました神父様、修道者の方々、評議会

と信徒の皆様、そして神様の恩寵に心か

らの感謝を述べ、退任の挨拶と致します。 

 

広報委員長 

ＴＨ 

 今回は３度目の広報委員長でしたが、

委員会で役割分担が進んだことで、委員

長の負担はかなり軽減されました。とは

言え広報委員のメンバーの数はまだ少な

く、もっと多くの方に参加していただく

ことが悲願です。皆様のご参加をお待ち

しています。 
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福音宣教チーム「からし種」養成コースを終えて 

松浦 謙神父 

信仰年の期間中の2013年2月3日よりスタートした神戸西ブロック福音宣教チーム「か

らし種」養成コースは、2014 年３月８日全過程を終了しました。復活祭前に、4 教会で

合計 62 名の受講者に修了証が手渡されました。 

コースの目的と内容 

このコースの目的は、カテケージスともいわれるキリスト教講座、聖書を読む会、信仰

を深めあう集いなどを推進させるための奉仕者の養成でした。 

全 20 回のセッション（単元）では、「交わり証しする教会」の在り方、小共同体の意義、

聖書の分かち合いの方法 要理テキスト試用版「共に歩む旅」を用いたキリスト教入門講

座の進め方を学びました。受講者は、講義を聞いたり、ディスカッションをしたり、実際

に入門講座の進行役をやってみてからそれをお互いに評価したり、課題小レポートを提出

するなどが課せられ、コース自体はかなり要求度の高い内容だったと思います。 

受講者の今後の役割 

修了証を受けた人たちが、他の人に無い特別な資格を持つわけではありません。なぜな

ら福音宣教は、すべてのキリスト者に例外なく与えられている使命だからです。とはいえ、

「からし種」の受講者たちは、このコースで学んだ方法を活用して、今後、みことばを通

して教会共同体に奉仕していくことが十分可能であると思います。その方法とは、講義を

したり、聖書について人に教えたりすることでなく、自らもキリストに従おうとする弟子

の一人として、みことばを共に聴き、分かち合い、祈るというものです。別の言い方をす

れば、ファシリテーターの役割を担うといえます。（ファシリテーターは、進行役をさし

ますが、元の意味は、促進する人、活かす人、引き出す人の意味です。）つまり、講座の

参加者ひとり一人がいのちのみことばに心を開き、分かち合えるように導き、めいめいが

その呼びかけに応えることができるように助け、促す役目を担います。 

感謝をこめて 

この１年、４教会のスタッフとなって協力してくださった方たちには特に感謝したいと

思います。毎回、必ず事前学習会を行い、セッションの進め方を精査し、周到に準備して

講座に臨んでくださいました。おかげさまで２０回のセッションでは、とても良い分かち

合いができ、実り豊かで、かつ楽しい雰囲気のものとなりました。何よりもみことばから

くみ取るメッセージを通して信仰のよろこびを実感できるものとなりました。 
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「からし種」受講者の皆さんが、共に学んだことを活かして、今後、みことばに活かさ

れる共同体つくりに奉仕してくだされば、大変うれしく思います。 

 

「からし種」受講修了者氏名（アイウエオ順 ◎はスタッフ） 

垂水教会    ＡＳ、ＯＭ、ＫＥ、◎ＳＩ、ＳＭ、ＴＭ、 

◎ＴＡ、ＮＭ、ＨＨ、ＭＫ、◎松永 敦, ＭＫ、ＭＹ、ＭＲ、 

◎ＹＭ、◎ＹＭ（16 名） 

北須磨教会  ＡＫ、ＩＲ、ＩＨ、◎ＩＭ、ＵＮ、ＯＭ、ＫＴ 

ＴＭ、ＮＹ、◎ＨＫ、◎ＨＴ、 

◎Ｓｒ前田 智佳子、ＭＮ、ＹＫ、ＹＳ（15 名） 

明石教会  ＡＭ、ＡＴ、ＵＳ、ＯＳ、ＫＭ、ＫＥ、 

ＫＮ、Ｓｒ城島 節子、ＴＫ、ＨＴ、Ｓｒ竹村 綾子、 

◎Ｓｒ中尾美代子、ＨＹ、ＨＹ、◎ＨＭ、ＨＭ、 

◎ＦＹ、ＭＮ、◎ＭＹ、ＹＨ、◎ＹＥ、（21 名） 

洲本教会  ＩＴ、ＯＭ、◎ＴＨ、◎ＤＳ、ＴＭ、 

ＮＭ 、ＮＭ、ＭＭ、ＭＦ、ＹＫ  

(10 名） 

 

 

 

2014 年 5 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 

５・ ４(日)９時 

復活第 3 主日 
Fr. 松浦 ＴＨ ＴＫ 

ＹＫ 

(北) 

①ＭＡ 

②ＦＹ 
６A地区 

Ｋ・Ｙ 

(洗) ＫＲ 
 

５・11(日) 9 時 

復活第４主日 
Fr. 春名 

 

ＨＴ 

 

ＹＳ 
ＩＲ 

(南) 

①ＹＹ 

②ＹＥ 
6Ａ地区 

Ｎ・Ｋ 

(洗) ＫＲ 
 

５・1８(日) 9 時 

復活第５主日 
Fr. 後藤 ＩＨ ＴＫ 

ＫＴ 

(北) 

①ＡＹ 

②ＩＮ 
１・４地区 

Ｉ・Ｈ 

(洗) ＫＲ 
 

５・2５(日)９時 

復活第６主日 

司式：ＮＹ 

勧めの言葉：ＫＴ 
ＮＳ ＹＳ 

ＮＹ 

ＹＫ 

①子供・担当 

②   〃 
(子供・担当) 

Ｋ・Ｙ 

(洗) ＫＲ 

集会祭儀 

（子供） 

《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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この拙稿を目にされるのは信徒総会が

開かれる日です。現評議会メンバーの各

委員長にとっては２年の任期を終えられ

たことになり、諮問委員にとっては１年

がやっと過ぎたことになります．祈りの

場を整えることにご尽力頂きありがとう

ございました。 

 ところで、現規約によれば信徒総会は

北須磨小教区のいろいろな事を決める場

になっており、議決は評議会だけでなく

信徒の皆さんの活動をも決めることにな

っています。しかし、私達の小教区は大

阪大司教区に属するのですから、組織と

しては司教様の意向に従わなければなり

ません。すなわち、小教区には自治権は

ありません。それで、この矛盾を解消し

ようと規約改正のワーキンググループは

議論・検討を進めています。皆様には、「評

議会規約案(中間報告)」にお目を通して頂

き、是非ご意見をお寄せ下さいますよう

にお願い致します。  （評議会会長記） 

 

 

 

お知らせと御願い 

 

クリスマス、ご復活祭のパーティの簡素化 

サンドイッチとお茶のみに致します。お

料理等ご厚意で出して頂ける方には、セ

ッティング・引き取り迄お願い致します。 
 

お掃除の件 

人数が少ない場合は、お御堂・階段・ト

イレのみで良いです。お部屋は、使用し

たグループが、掃除をして帰って下さい。 
 

 

皆さんが高齢化してまいりましたので、

共に助け合って無理のない様にいたしま

しょう。宜しくお願い申し上げます。 

 

 

 

☆新委員長紹介☆ 

下記の方々が各委員会で選出されていま

す。信徒総会後に就任されます。 

 

総務：ＡＹさん 

財務：ＹＫさん 

広報：ＴＲさん 

地区：ＯＭさん 

高齢者支援：ＫＮさん 

社会活動：ＩＭさん 

青少年：ＫＫさん 

 

☆転出されました☆ 

関口教会へ 

クララＨＮさま 

お元気で！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

評 議 会 よ り 

お 知 ら せ 

 
編 集 後 記 

 

新年度を迎えて慌しかった日々もひ

と段落つきましたでしょうか。この春

新しい生活が始まった方々も多くいら

っしゃることでしょう。何かと気を遣

うことが多い時期ですが、フレッシュ

な気持ちになるのもこの時期です。 

教会ではご復活祭を以って新たな年

度の始まりとなります。今春は北須磨

では各委員会の委員長が改選されて新
たな歩みが始まります。   （GTH） 

地区委員会より 
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