
 

 

はじめまして 

高橋 聡神父 

 

 北須磨教会の皆様、はじめまして。私

は高橋聡神父といいます。生まれは加古

川市で、もうすぐ４８歳になります。 

 神戸西ブロックに来て、最初の日曜日

が、北須磨教会のミサでした。印象に残

っているのは、皆様の聖歌を歌う元気な

声でした。 

 歌で神を賛美することって大切だなあ

と思います。日頃なかなか神さまをたた

える言葉を口にすることの少ない私たち

ではないかと思うのですが、一週間に一

回でも、共に集まって、神さまに感謝と

賛美をささげることは、ミサの叙唱の言

葉にもあるように、

「とうとい、大切な努

め」なのです。 私は、

協力司祭として、この

ブロックに来たので、

直接司牧の責任を担っていない者のよう

に思うのですが、ぜひ、この北須磨教会

の信徒の家、一

軒一軒をまわ

っていきたい

と願っていま

す。それが、自

分に与えられ

たたまものに

応えることになるように思いますし、 

また、そのことによって、他の神父様方、

シスター方の助けになるよう努めていき

たいです。 

なにも今、わからない状態ですが、お

声をかけて下さって、いろいろ教えてい

ただきたいと思っています。 

皆様にお会いして、神様の祝福を祈らせ

ていただければ幸いです。 

 これからどうぞよろしくお願いします。 
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２０１４年度 信 徒 総 会  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月２７日主日ミサの後、信徒総会が開かれました。委任状も含めて出席多数で総会の

成立が確認され、２０１３年度の報告と新年度の計画の説明があって、財務も含めて承認

されました。新委員長の紹介もありました。 

 規約改正に向けての検討成果が資料として出されて、今年度から案作りに入ると云う説

明がありました。 

新 委 員 長 挨 拶 

 

高齢者支援委員長 

KN 

最近の新聞によれば孤独死（無縁死）

が異常に増えているとのこと。信徒の中

にも病気・高齢のため教会に来られない

方、また老人施設・病院等で孤独な方が

増えています。教皇フランシスコは

2013 年のインタビューで「教会は野戦

病院であれ、善きサマリア人のように」

と言われています。病者訪問チームは毎

月第１火曜日、第３木曜日に訪問活動を 

しています。皆様の参加（運転だけなら 

という方も大歓迎）をお待ちしています。 

 

 

地区委員長 

ヘンリコ OM 

２月の会合で地区委員長に選ばれ、５

月４日のミサ後 Fr.松浦から支援を受け

ました。去年の２月に 6A 地区委員補佐

になったばかりで、身のまわりの状況変

化に驚いています。しかし、お引き受け

した以上与えられた２年間頑張りたいと

思います。教会の皆々様にはよろしくお

願い申し上げます。 

なお私事ですが、家庭では OL の一人

娘を抱えて主夫しております。 
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財務委員長 

YK 

今回財務委員長に任命され、戸惑いの

中、緊張しております。財務委員会の仕

事は信徒の皆様の大切なお金を扱うので、

間違いが無いよう明朗会計でなければな

りません。仕事の理解と透明性に努め、

委員会ではコミュニケーション良く財務

活動が出来ればと願っています。 

また財務の手伝いをして頂ける方募集

致します。お手伝い頂ける方どうぞお声

をお掛けください。 

教会の皆様のご理解とご協力をよろし

くお願い致します。 

 

総務委員長 

 AY 

８年程前に総務委員長を拝し恙（つつ

が）なく熟せたかどうか自問すれば否で

あったので、もう二度と指名される事な

どないだろうと考えていたが、事実は違

っていた。如何に人材不足であるかが露

呈され、更なる発展を期待するならば若

い人の台頭による運営を望みたい。 

ただ、今回の役目については避けられ

ない神の御意思であるものと推し測り前

任者と遜色の無いように遂行したいと願

っています。皆さまの協力なしでは成り

立ちません。協力宜しくお願い申し上げ

ます。 

 

社会活動委員長 

アルベルト IM 

 この度、社会活動委員会のお手伝いを 

 

 

することに成りましたが、まだ、東京教

区内の葛西教会（アウグスチノ修道会）

より帰神して２年弱しか経っていないの

で、当委員会の活動内容、等を十分掌握

出来ていないため、お手伝いがスムーズ

に出来るのか危惧しています。 

従いまして、皆様のこれまで以上の支

えとご協力をお願い致しますと共に、学

習しながら奉仕したいと思っています。 

 

青少年委員長 

 KK 

青少年委員会の拵井です。青少年委員

会では主な行事として主日ミサ後に教会

学校を行なっています。また、子供たち

にとって楽しみにしている春・秋の遠足、

また夏には教会キャンプ等、また教会主

催の練成会等、盛りたくさんの行事を計

画し、実行しています。今年の夏のキャ

ンプは神戸地区 11 小教区全体での合同

キャンプを予定しています。しかし子供

達の中にはいろいろな事情で教会から遠

のいている子供たちが多くあります。 

今年は２年に１度のブロックの合同堅

信式が行われる年で、準備もすでに始ま

っています。しかし教会に来られていな

い子供たちの中には未堅者の方も多くあ

ります。教会学校としても呼びかけや手

紙によるお知らせ等行っていますが、ま

だまだでむずかしい所があります。 

これは教会学校だけの課題ではなく教

会全体としての取り組みも十分に必要な

事と考えます。みなさまの協力と呼びか

けが必要です。みなさまの御力をよろし

くお願いいたします。 
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広報委員長 

TR 

 かつてお世話になった誼(よし)みもあ

り、機会あって再び広報に席を置き、楽 

 

しく取り組んでいます。この度の運びと

なりましては、皆様に支えていただき勤

(いそ)しむ所存でございます。よろしくお

願い申し上げます。

 

高山右近列福を祈る巡礼に参加して 

   KT 

 

枝の主日の前４月１２日（土）に神戸地区として、高山右近生誕地、現在の大阪府豊能

町と記念聖堂の高槻教会へと向かいました。 

私達は毎週木曜日、春名神父様による「キリシタン史を通して現在の信仰を考える」講

座において、高山右近について学んでおりましたので、巡礼に参加してみようと思ったの

です。 

当日は「右近日和」にも恵まれ、桜の花も満開で青空の下、お花の香りのうちに満たさ

れて、春名神父様・川邨神父様の司式で右近列福祈願ミサを捧げました。ミサ後、近くの

廃校で地域の方々の奉仕により、昼食をいただき右近ゆかりの講話を聴きました。豊能町

の野菜がおみやげになりました。 

次の見学地、高槻教会では、神父様と右近顕彰委員会の方々が準備していて下さり、グ

ループに分かれて高槻教会内と周辺の右近史跡、市立しろあと歴史館の見学を導いて下さ

いました。 

高山右近の信仰生活の生涯を思い巡らしながら、右近列聖運動に協力なさっている方々

の熱心で親切な対応に感謝しました。 
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中ブロック三教会での 

「ごミサでの聖書朗読」講習会 あとしまつ記 （1） 

MS 

年が改まって寒さのもっとも厳しい頃、10 年近く続いた聖書研修の会がもう終わるの

だろなという予感がしていた。 

そんな中で突然、中ブロック三教会の、ごミサでの聖書朗読の要点を指導してほしいが

という連絡が入った。３月の日曜日、三つの教会でそれぞれミサの第一朗読をして、ミサ

後お話をすることになった。朗読奉仕者、先唱者、共同祈願文を読む人らが来られる。 

ミサ後７０分か８０分くらいの集まりなので、技術的なことよりも心がけるべきことを

中心に話そうと思いを固めた。 

 

そこで、次のことを土台としてお話をすることにした。 

➀ミサでの聖書の朗読は、自分のためではなく共同体の皆さんのためにする。 

➁聞き取れる声で、はっきりと、味わえるように読む。 

 

➀の「共同体の皆さんのため」というのを「皆さんをより深い祈りへ誘うため」と踏み

込んでみた。第 1 朗読であれ第２朗読であれ、文章をしっかり理解し把握してそれを声

にすることが求められる。朗読する技術のことの前に、朗読する文章の内容を少しでも深

く身につけるよう努めることが肝要と思う。「身読」ということばでそれを説く人もある。 

身につけたことばを、声にして聞き手に届けることはそのまま、②の「味わえるように

読む」ことにつながる。 

 

若い頃、数年間大蔵流の狂言を習った。その時先生にたびたび言われたことがある。 

「セリフをしっかり覚えて来いよ。セリフが身についたら、所作は自然に出てくる。」 

朗読の場合も同じだろうなと思う。読み方を探る前に読むべき内容をしっかりつかむよ

うにしよう。文章そのものがどう読むべきかを教えてくれる、とわたしは信じている。 

朗読を担当したら、その日のミサで共同体としてなにをテーマに祈るのかをわかる必要

がある。『集会祈願』がそれを教えてくれる。集会祈願の趣旨を心において、自分の朗読

する文章をじっくり読む。文章作者の言いたいことを見つける、と同時に自分の心を揺さ

ぶることば、文との出会いを求めて熟読する。繰り返し読む。 

さらに、担当以外のところも、福音書も心静かに目を通す。つまりその日のことばの典

礼全体に目を通して、それを心の視野に入れながら自分の担当箇所の朗読を準備する。そ

れが望ましいと思う。そのようにして神様からの語り掛けに心の耳を傾けて、朗読する人 



きたすま 6                                             

 

がその日のみことばの最初の聞き手となる。よい聞き手こそよい読み手となれると、わた

しは信じて朗読奉仕に心を込めたい。 

 

テレビで見たことだが、ある宮大工さんが、礼拝に来た人からは見えないところまで丁

寧に作業していることについて、「神様は礼拝にこられた方からは見えないところを見て

おられます。」と説明していた。「人からは見えないところを見ておられる神様。」という

ことばが、わたしの心にしっかり残って響いている。 

朗読台に上がるまでどう準備してきたか。神様からの語り掛けにしっかり耳を傾けてき

たか。多忙で煩雑な日々の生活ではあっても、置かれた生活条件の中で、最大限の心づく

しをする意識を大切にしたいと思う。それは互いが信仰を深めていく道の一つであろう。 

 

 

 

2014 年 6 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 

６・ １(日)９時 

主の昇天 
Fr．高 橋 TY YS 

NS 

(北) 

①IR 

②IM 
２地区 

N・K 

(洗) TY 
 

６・ ８(日) 9 時 

聖霊降臨の主日 

 

Fr．春 名 

 

IH TK 
HK 

(南) 

①IM 

②YY 
２地区 

I・H 

(洗) TY 
 

6・15(日) 9 時 

三位一体の主日 

Fr．後 藤 

Fr．松 浦 
TH 

 

YS 

 

HT 

(北) 

①KN 

②OR 

３・６Ｂ 

７地区 

K・Y 

(洗) TY 
 

6・22(日) 9 時 

キリストの聖体 
Fr．高 橋 

(子供ミサ 

担当) 
YS 

YK 

(南) 

①子供ﾐｻ担当 

②   〃 

(子供ミサ

担当) 

N・K 

(洗) TY 
子供ミサ 

6・29(日) 9 時 

聖ペトロ 

聖パウロ使徒 

Fr．松 浦 HK YS 
IR 

(北) 

①KK 

②OM 
５地区 

I・H 

(洗) TY 
 

 

《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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 「きたすま」の原稿書きが２年目に入

りました。１年を経た感想の一つは、共

同司牧はなかなか大変だなぁ、です。い

つ頃までは余裕があったのだろうかと思

うのですが、共同司牧は神父様方の負担

増も信者のそれもけっこうあります。も

う一つの感想は、主日のミサはそうでも

ないのですが、復活徹夜祭やクリスマス

の夜半のミサに与る方が高齢化でこの１

年だけでもずいぶんと減ったなぁ、です。 

 ところで、ミサ後のお知らせで紹介し

ましたが、東京の関町教会とは守護聖人

が同じ聖テレジアとわかり、先方からの

申し出で少し交流があって、季刊誌「こ

みち」や音楽ＣＤを頂いています。広報

委員会が保管しておりますのでご希望の

方は委員長までお申し出下さい。季刊誌

には聖テレジアを守護聖人とする他の教

会の紹介も載っています。ＣＤには聖テ

レジアについての歌が収録されています。 

           （評議会会長記）  

 

 

 

 

・新しい典礼委員長には NY さんが決ま

りました。 

・ＯＡＳＩＳ（青年の集い）のお知らせ 

日時：６月 21 日（土）18:00～20:00 

場所：カトリック北須磨教会 

対象：18 才～35 才の青年 

夕食を共にしながら聖書の分ち合いを

します。（毎月第 3 土曜を予定していま

す） 

堅信の準備もあわせて行う予定です。 

 

この機会にぜひ教会に足を運んでみて

ください。 

・英語による１日黙想会が開かれます。 

One-Day Recollection 

on Saturday 28th June 2014 

Time: 10:30am-3:00pm 

Venue: Kitasuma Catholic Church 

Language: English 

Speaker: Fr. Amado Caballero III 

C.M. (☎078-782-5335) 

For further details and inquiry, 

please write to XXX@nifty.com 

 

 

☆ 転出されました☆ 

 甲子園教会へ 

YT さま 

 お元気で！ 

 

☆ 転入されました☆ 

 香里教会から 

 SE さま 

  白川台（1 地区）へ 

  よろしくお願いします！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

評 議 会 よ り 

お 知 ら せ 

 
編 集 後 記 

 

毎日暑い日が続きますね。これから

雨も多くなり、梅雨の時期もやってく

るのでしょう。先日蛍を見ました。 

まだ一匹だけで飛んでいて、最初は

さみしい気がしてしまいましたが、悠

然と飛ぶその姿にかえって励まされま

した。『人からは見えないところを見てお

られる神様』ということばは私の心にも

響きました。       （RK） 
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日 ・ 曜日 2014

6/1 日 主の昇天　ミサ9:00～ 信仰講座（ミサ後） 高橋神父さま歓迎会　近隣清掃

2 月 卓球(13～17)

3 火 信仰講座(10:30) 病者高齢者訪問（チーム北須磨　13:30～）

4 水

5 木 キリシタン史講座（10～） オカリナ(13～15)   西区のミサ（14～） 卓球(13～17)

6 金 ロザリオの祈り(13:30～14:30)　主日の聖書を読む会（14:30～）

7 土 教会清掃なし 英語クラブ（14～16) 

8 日 聖霊降臨の主日　ミサ9:00～　信仰講座（ミサ後） 評議会（ミサ後）

9 月 卓球(13～17)

10 火 社会活動センター炊き出し(9：30～)　信仰講座(10:30～)

11 水

12 木 オカリナ(13～15) 卓球(13～17)

13 金 ロザリオの祈り(13:30～14:30)　主日の聖書を読む会（14:30～）

14 土 教会清掃・地区集会(第３・６B・7地区) 英語クラブ（14～16) 

15 日 三位一体の主日　ミサ9:00～ 信仰講座（ミサ後）

16 月 卓球(13～17)

17 火 信仰講座(10:30)

18 水

19 木 キリシタン史講座（10～） 病者高齢者訪問（チーム北須磨　13:30～） 卓球(14～17)

20 金 ロザリオの祈り(13:30～14:30)　主日の聖書を読む会（14:30～）

21 土 教会清掃なし 英語クラブ（14～16) OASIS青年の集い(18～20)

22 日 キリストの聖体　ミサ9:00～ 初聖体 信仰講座（ミサ後）

23 月 卓球(13～17)

24 火 信仰講座(10:30) 男の料理教室（17～）

25 水

26 木 キリシタン史講座（10～） 公会議勉強会(13:30～)

27 金 ロザリオの祈り(13:30～14:30)　主日の聖書を読む会（14:30～）

28 土 教会清掃・地区集会(第５地区)

29 日 聖ペトロ聖パウロ使徒　ミサ9:00～信仰講座（ミサ後）

30 月 卓球(13～17)

7/1 火 信仰講座(10:30) 病者高齢者訪問（チーム北須磨　13:30～）

2 水

3 木 キリシタン史講座（10～） オカリナ(13～15)   西区のミサ（14～） 卓球(13～17)

4 金 ロザリオの祈り(13:30～14:30)　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) 

カトリック北須磨教会ホームページ

今月のお茶当番は第２地区です

マンスリースケジュール６月

　http://cathkitasuma.web.fc2.com


