
    

    

続・カンボジア再訪続・カンボジア再訪続・カンボジア再訪続・カンボジア再訪    

春名春名春名春名    昌哉昌哉昌哉昌哉        神父神父神父神父    

    先日、『つながり』にカンボジア再訪の話を書きました。残念ながら字数の都合があり先日、『つながり』にカンボジア再訪の話を書きました。残念ながら字数の都合があり先日、『つながり』にカンボジア再訪の話を書きました。残念ながら字数の都合があり先日、『つながり』にカンボジア再訪の話を書きました。残念ながら字数の都合があり

すべてを書くことができませんでした。そこで今回は『つながり』の続編を書きたいとすべてを書くことができませんでした。そこで今回は『つながり』の続編を書きたいとすべてを書くことができませんでした。そこで今回は『つながり』の続編を書きたいとすべてを書くことができませんでした。そこで今回は『つながり』の続編を書きたいと思思思思

います。います。います。います。    

    『つながり』にも書いたように、カンボジアは長期間にわたる内戦の結果、非常に貧し『つながり』にも書いたように、カンボジアは長期間にわたる内戦の結果、非常に貧し『つながり』にも書いたように、カンボジアは長期間にわたる内戦の結果、非常に貧し『つながり』にも書いたように、カンボジアは長期間にわたる内戦の結果、非常に貧し

い国になってしまいました。近年、大都市部では経済成長が著しく、開発も進んできていい国になってしまいました。近年、大都市部では経済成長が著しく、開発も進んできていい国になってしまいました。近年、大都市部では経済成長が著しく、開発も進んできていい国になってしまいました。近年、大都市部では経済成長が著しく、開発も進んできてい

ますが、地方はまだまだ厳しい状況に置かれています。タオム村はアンコールワットのあますが、地方はまだまだ厳しい状況に置かれています。タオム村はアンコールワットのあますが、地方はまだまだ厳しい状況に置かれています。タオム村はアンコールワットのあますが、地方はまだまだ厳しい状況に置かれています。タオム村はアンコールワットのあ

るシェムリアップからるシェムリアップからるシェムリアップからるシェムリアップから 1111 時間半ほど離れたタイとの国境に近い辺境の村です。前回訪れ時間半ほど離れたタイとの国境に近い辺境の村です。前回訪れ時間半ほど離れたタイとの国境に近い辺境の村です。前回訪れ時間半ほど離れたタイとの国境に近い辺境の村です。前回訪れ

たときは、油断すると舌を噛みそうになるようなでこぼこ道を通っていきましたが、今回たときは、油断すると舌を噛みそうになるようなでこぼこ道を通っていきましたが、今回たときは、油断すると舌を噛みそうになるようなでこぼこ道を通っていきましたが、今回たときは、油断すると舌を噛みそうになるようなでこぼこ道を通っていきましたが、今回

は舗装はされていないものの整備された道に変わっており、この地方にも大きな変化があは舗装はされていないものの整備された道に変わっており、この地方にも大きな変化があは舗装はされていないものの整備された道に変わっており、この地方にも大きな変化があは舗装はされていないものの整備された道に変わっており、この地方にも大きな変化があ

ったことを実感します。ったことを実感します。ったことを実感します。ったことを実感します。タオム村には教会がありますが、壁は銃痕で穴だらけになっておタオム村には教会がありますが、壁は銃痕で穴だらけになっておタオム村には教会がありますが、壁は銃痕で穴だらけになっておタオム村には教会がありますが、壁は銃痕で穴だらけになってお

り、このような辺境の村にも内戦の影響が及んでいたことを知らせてくれています。ここり、このような辺境の村にも内戦の影響が及んでいたことを知らせてくれています。ここり、このような辺境の村にも内戦の影響が及んでいたことを知らせてくれています。ここり、このような辺境の村にも内戦の影響が及んでいたことを知らせてくれています。ここ

でもでもでもでも JLMMJLMMJLMMJLMM（日本カトリック信徒宣教者会）のスタッフが、子どもたちにおかゆを食べ（日本カトリック信徒宣教者会）のスタッフが、子どもたちにおかゆを食べ（日本カトリック信徒宣教者会）のスタッフが、子どもたちにおかゆを食べ（日本カトリック信徒宣教者会）のスタッフが、子どもたちにおかゆを食べ

させるプロジェクトや識字教育を行っています。道は整備されて良くなりましたが、雨期させるプロジェクトや識字教育を行っています。道は整備されて良くなりましたが、雨期させるプロジェクトや識字教育を行っています。道は整備されて良くなりましたが、雨期させるプロジェクトや識字教育を行っています。道は整備されて良くなりましたが、雨期

になるとこの道は水没してしまい、買い物に出かけることも困難になります。そういう状になるとこの道は水没してしまい、買い物に出かけることも困難になります。そういう状になるとこの道は水没してしまい、買い物に出かけることも困難になります。そういう状になるとこの道は水没してしまい、買い物に出かけることも困難になります。そういう状

況では買い物に出かけることも難しく、村でとれる空心菜だけが食料になるそうです。そ況では買い物に出かけることも難しく、村でとれる空心菜だけが食料になるそうです。そ況では買い物に出かけることも難しく、村でとれる空心菜だけが食料になるそうです。そ況では買い物に出かけることも難しく、村でとれる空心菜だけが食料になるそうです。そ

のため栄養バランスは非常に悪く、子どもたちが成長する上のため栄養バランスは非常に悪く、子どもたちが成長する上のため栄養バランスは非常に悪く、子どもたちが成長する上のため栄養バランスは非常に悪く、子どもたちが成長する上で必要な栄養を取ることがでで必要な栄養を取ることがでで必要な栄養を取ることがでで必要な栄養を取ることがで

きません。子どもたちが食べているおかゆには肉や野菜など、必要最低限の栄養がとれるきません。子どもたちが食べているおかゆには肉や野菜など、必要最低限の栄養がとれるきません。子どもたちが食べているおかゆには肉や野菜など、必要最低限の栄養がとれるきません。子どもたちが食べているおかゆには肉や野菜など、必要最低限の栄養がとれる

ようになっています。また青年たちのために図書館が作られており、勉強ができる環境もようになっています。また青年たちのために図書館が作られており、勉強ができる環境もようになっています。また青年たちのために図書館が作られており、勉強ができる環境もようになっています。また青年たちのために図書館が作られており、勉強ができる環境も

徐々にととのってきています。現地の人の話では、昨年この村から初めて大学に進学した徐々にととのってきています。現地の人の話では、昨年この村から初めて大学に進学した徐々にととのってきています。現地の人の話では、昨年この村から初めて大学に進学した徐々にととのってきています。現地の人の話では、昨年この村から初めて大学に進学した

青年がいると、とてもよろこんでおられました。青年がいると、とてもよろこんでおられました。青年がいると、とてもよろこんでおられました。青年がいると、とてもよろこんでおられました。    

    カンボジアは急速に発展していますが、そこから取り残された人たちもたくさんいます。カンボジアは急速に発展していますが、そこから取り残された人たちもたくさんいます。カンボジアは急速に発展していますが、そこから取り残された人たちもたくさんいます。カンボジアは急速に発展していますが、そこから取り残された人たちもたくさんいます。

もちろんこのような現実はカンボジアだけではなく、多くの発展途上国に見られることでもちろんこのような現実はカンボジアだけではなく、多くの発展途上国に見られることでもちろんこのような現実はカンボジアだけではなく、多くの発展途上国に見られることでもちろんこのような現実はカンボジアだけではなく、多くの発展途上国に見られることで

す。世界中にはたくさんの苦しむ隣人がいす。世界中にはたくさんの苦しむ隣人がいす。世界中にはたくさんの苦しむ隣人がいす。世界中にはたくさんの苦しむ隣人がいます。このような現実を目の前にしてキリストます。このような現実を目の前にしてキリストます。このような現実を目の前にしてキリストます。このような現実を目の前にしてキリスト

者である私たちに何ができるかを考えましょう。キリストが示してくださった愛の生き方者である私たちに何ができるかを考えましょう。キリストが示してくださった愛の生き方者である私たちに何ができるかを考えましょう。キリストが示してくださった愛の生き方者である私たちに何ができるかを考えましょう。キリストが示してくださった愛の生き方

を実践し、一人でも多くの人の支えになることができるよう、そしてそのために必要な恵を実践し、一人でも多くの人の支えになることができるよう、そしてそのために必要な恵を実践し、一人でも多くの人の支えになることができるよう、そしてそのために必要な恵を実践し、一人でも多くの人の支えになることができるよう、そしてそのために必要な恵

みと勇気が与えられるよう祈り求めましょう。みと勇気が与えられるよう祈り求めましょう。みと勇気が与えられるよう祈り求めましょう。みと勇気が与えられるよう祈り求めましょう。    

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                                        

今や、義の栄冠を今や、義の栄冠を今や、義の栄冠を今や、義の栄冠を受けるばかりです受けるばかりです受けるばかりです受けるばかりです（（（（ⅡテモテⅡテモテⅡテモテⅡテモテ 4444・・・・8888）））） 

No.1No.1No.1No.132323232    

2012012012014444 年年年年 6666 月月月月 22229999 日発行日発行日発行日発行    

発発発発        行行行行    カトリック北須磨教会カトリック北須磨教会カトリック北須磨教会カトリック北須磨教会    

                                    〒〒〒〒654654654654----0151015101510151    

                                    神戸市須磨区北落合神戸市須磨区北落合神戸市須磨区北落合神戸市須磨区北落合 2222----3333----1111    

発行人発行人発行人発行人        松浦松浦松浦松浦    謙謙謙謙////春名春名春名春名    昌哉昌哉昌哉昌哉    

編編編編        集集集集        広報委員会広報委員会広報委員会広報委員会 
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（ほんとはこちらがほしかった（ほんとはこちらがほしかった（ほんとはこちらがほしかった（ほんとはこちらがほしかった？？）？？）？？）？？）    

6666 月月月月 22222222 日日日日    キリストの聖体キリストの聖体キリストの聖体キリストの聖体の祝日の祝日の祝日の祝日    

幼きイエズスのテレジア幼きイエズスのテレジア幼きイエズスのテレジア幼きイエズスのテレジア    

TTTT    MMMM さんさんさんさん    

    ドミニコドミニコドミニコドミニコ    サビオサビオサビオサビオ    

YYYY    HHHH くんくんくんくん    

ようこそ高橋神父さまようこそ高橋神父さまようこそ高橋神父さまようこそ高橋神父さま    

    

    

    

    

    

    

6666 月月月月 1111 日、遅まきながら小パーティでお迎えしました。日、遅まきながら小パーティでお迎えしました。日、遅まきながら小パーティでお迎えしました。日、遅まきながら小パーティでお迎えしました。    

祝祝祝祝    初聖体初聖体初聖体初聖体    

        

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

うれしいはつせいたいうれしいはつせいたいうれしいはつせいたいうれしいはつせいたい    

Y  H Y  H Y  H Y  H     

    今日ははつせいたいをいただきまし今日ははつせいたいをいただきまし今日ははつせいたいをいただきまし今日ははつせいたいをいただきまし

た。た。た。た。はじめはきんちょうしたけどだんはじめはきんちょうしたけどだんはじめはきんちょうしたけどだんはじめはきんちょうしたけどだん

だんなれてきましだんなれてきましだんなれてきましだんなれてきました。た。た。た。    

KKKK リーダーやほかの人たちがてつだっリーダーやほかの人たちがてつだっリーダーやほかの人たちがてつだっリーダーやほかの人たちがてつだっ

てくれてうまくいきました。てくれてうまくいきました。てくれてうまくいきました。てくれてうまくいきました。    

しんぷさまとはつせいたいやパーティしんぷさまとはつせいたいやパーティしんぷさまとはつせいたいやパーティしんぷさまとはつせいたいやパーティ

のじゅんびをしていただいた人たちにのじゅんびをしていただいた人たちにのじゅんびをしていただいた人たちにのじゅんびをしていただいた人たちに

かんしゃします。かんしゃします。かんしゃします。かんしゃします。    

ぼくとぼくとぼくとぼくと MMMM ちゃんをこれからもみまもっちゃんをこれからもみまもっちゃんをこれからもみまもっちゃんをこれからもみまもっ

てください。てください。てください。てください。    

今日はありがとうございました。今日はありがとうございました。今日はありがとうございました。今日はありがとうございました。    

    

T  MT  MT  MT  M    

    かみさまがかみさまがかみさまがかみさまが    こころにいてくれるかこころにいてくれるかこころにいてくれるかこころにいてくれるか

らららら    うれしかったです。うれしかったです。うれしかったです。うれしかったです。

おめでとうおめでとうおめでとうおめでとう！！！！！！！！    

（ごあいさつは先月号に）（ごあいさつは先月号に）（ごあいさつは先月号に）（ごあいさつは先月号に）    
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中ブロック三教会での中ブロック三教会での中ブロック三教会での中ブロック三教会での    

「ごミサでの聖書朗読」講習会「ごミサでの聖書朗読」講習会「ごミサでの聖書朗読」講習会「ごミサでの聖書朗読」講習会    あとしまつ記あとしまつ記あとしまつ記あとしまつ記    （（（（2222））））    

M  S M  S M  S M  S     

②のほうに話を進めよう。「聞き取れる声で、はっきりと」などは、北須磨の皆さ②のほうに話を進めよう。「聞き取れる声で、はっきりと」などは、北須磨の皆さ②のほうに話を進めよう。「聞き取れる声で、はっきりと」などは、北須磨の皆さ②のほうに話を進めよう。「聞き取れる声で、はっきりと」などは、北須磨の皆さ

んにはんにはんにはんには 2005 2005 2005 2005 年の「聖書ろうどく年の「聖書ろうどく年の「聖書ろうどく年の「聖書ろうどく    ワンワンワンワンポイント」（１）～ポイント」（１）～ポイント」（１）～ポイント」（１）～(10)(10)(10)(10)などで書かせてもなどで書かせてもなどで書かせてもなどで書かせても

らったので、お手元にあればご覧いただきたい。らったので、お手元にあればご覧いただきたい。らったので、お手元にあればご覧いただきたい。らったので、お手元にあればご覧いただきたい。    

    

さて、「味わえるように読む」ですがこれがなかなか難しい。説明することもまたさて、「味わえるように読む」ですがこれがなかなか難しい。説明することもまたさて、「味わえるように読む」ですがこれがなかなか難しい。説明することもまたさて、「味わえるように読む」ですがこれがなかなか難しい。説明することもまた

難しい。無責任に言ってしまえば、①で述べた準備作業ができておれば大丈夫と言え難しい。無責任に言ってしまえば、①で述べた準備作業ができておれば大丈夫と言え難しい。無責任に言ってしまえば、①で述べた準備作業ができておれば大丈夫と言え難しい。無責任に言ってしまえば、①で述べた準備作業ができておれば大丈夫と言え

そうにも思うのだが‥‥。心がけとして一つふたつ述べておこう。そうにも思うのだが‥‥。心がけとして一つふたつ述べておこう。そうにも思うのだが‥‥。心がけとして一つふたつ述べておこう。そうにも思うのだが‥‥。心がけとして一つふたつ述べておこう。    

多くの場合だれでも、人前でものを読むとなるとかなり緊張する。当然だと思う。多くの場合だれでも、人前でものを読むとなるとかなり緊張する。当然だと思う。多くの場合だれでも、人前でものを読むとなるとかなり緊張する。当然だと思う。多くの場合だれでも、人前でものを読むとなるとかなり緊張する。当然だと思う。

緊張しないと締まりのない読み方になって、思いつきの読みになってしまいやすい。緊張しないと締まりのない読み方になって、思いつきの読みになってしまいやすい。緊張しないと締まりのない読み方になって、思いつきの読みになってしまいやすい。緊張しないと締まりのない読み方になって、思いつきの読みになってしまいやすい。

私としてはそのことを警戒している。「ナレはダレにつながり、思私としてはそのことを警戒している。「ナレはダレにつながり、思私としてはそのことを警戒している。「ナレはダレにつながり、思私としてはそのことを警戒している。「ナレはダレにつながり、思いつきの読みにないつきの読みにないつきの読みにないつきの読みにな

る」と。る」と。る」と。る」と。    

ごミサでの朗読の場合、あの見出しというか題というか「エゼキエルの預言」とかごミサでの朗読の場合、あの見出しというか題というか「エゼキエルの預言」とかごミサでの朗読の場合、あの見出しというか題というか「エゼキエルの預言」とかごミサでの朗読の場合、あの見出しというか題というか「エゼキエルの預言」とか

「使徒たちの宣教」とかを丁寧に読み、一呼吸おいて本文に入ることがとても大切に「使徒たちの宣教」とかを丁寧に読み、一呼吸おいて本文に入ることがとても大切に「使徒たちの宣教」とかを丁寧に読み、一呼吸おいて本文に入ることがとても大切に「使徒たちの宣教」とかを丁寧に読み、一呼吸おいて本文に入ることがとても大切に

思う。思う。思う。思う。    

それを読む時、心のなかにその文章を書き付けた人への感謝の念とか、聖書としてそれを読む時、心のなかにその文章を書き付けた人への感謝の念とか、聖書としてそれを読む時、心のなかにその文章を書き付けた人への感謝の念とか、聖書としてそれを読む時、心のなかにその文章を書き付けた人への感謝の念とか、聖書として

残してくれた教会への感嘆とかが浮かぶだろうか。難しいことは抜きにしても、「読残してくれた教会への感嘆とかが浮かぶだろうか。難しいことは抜きにしても、「読残してくれた教会への感嘆とかが浮かぶだろうか。難しいことは抜きにしても、「読残してくれた教会への感嘆とかが浮かぶだろうか。難しいことは抜きにしても、「読

ませていただきます」ませていただきます」ませていただきます」ませていただきます」    という丁寧な思いを持って臨みたい。それが「味わえるようという丁寧な思いを持って臨みたい。それが「味わえるようという丁寧な思いを持って臨みたい。それが「味わえるようという丁寧な思いを持って臨みたい。それが「味わえるよう

に読む」落ち着きをもたらしてくれるように思う。同時に聞く人にも、読み手のユッに読む」落ち着きをもたらしてくれるように思う。同時に聞く人にも、読み手のユッに読む」落ち着きをもたらしてくれるように思う。同時に聞く人にも、読み手のユッに読む」落ち着きをもたらしてくれるように思う。同時に聞く人にも、読み手のユッ

タリしたことば運びや所作にタリしたことば運びや所作にタリしたことば運びや所作にタリしたことば運びや所作によって聞くよって聞くよって聞くよって聞く    心構えが生まれる。心構えが生まれる。心構えが生まれる。心構えが生まれる。    

    

声は音波として鼓膜を震わせ、ついで中耳のあれこれを震わせて行き、電気信号声は音波として鼓膜を震わせ、ついで中耳のあれこれを震わせて行き、電気信号声は音波として鼓膜を震わせ、ついで中耳のあれこれを震わせて行き、電気信号声は音波として鼓膜を震わせ、ついで中耳のあれこれを震わせて行き、電気信号

（？）に変わって聴神経を通って脳の聴覚中枢に到り、さらに言語中枢に達して意味（？）に変わって聴神経を通って脳の聴覚中枢に到り、さらに言語中枢に達して意味（？）に変わって聴神経を通って脳の聴覚中枢に到り、さらに言語中枢に達して意味（？）に変わって聴神経を通って脳の聴覚中枢に到り、さらに言語中枢に達して意味

のあることばとして認識されるそうである。その間約のあることばとして認識されるそうである。その間約のあることばとして認識されるそうである。その間約のあることばとして認識されるそうである。その間約 0.450.450.450.45 秒かかるとか。つまり、秒かかるとか。つまり、秒かかるとか。つまり、秒かかるとか。つまり、

ことばが伝わるのには結構時間がかかっているということである。そのことを無視しことばが伝わるのには結構時間がかかっているということである。そのことを無視しことばが伝わるのには結構時間がかかっているということである。そのことを無視しことばが伝わるのには結構時間がかかっているということである。そのことを無視し

てあたふたと読むと、聞き手には音は届いているけど「意味のあることば」としてはてあたふたと読むと、聞き手には音は届いているけど「意味のあることば」としてはてあたふたと読むと、聞き手には音は届いているけど「意味のあることば」としてはてあたふたと読むと、聞き手には音は届いているけど「意味のあることば」としては

聞き取れないということになるようだ。スタートで聞き手の心を騒がすことは避けた聞き取れないということになるようだ。スタートで聞き手の心を騒がすことは避けた聞き取れないということになるようだ。スタートで聞き手の心を騒がすことは避けた聞き取れないということになるようだ。スタートで聞き手の心を騒がすことは避けた

い。い。い。い。    

だから朗読者は、自分の発したことばがちゃんと聞き手の耳から心の底まで伝わるよだから朗読者は、自分の発したことばがちゃんと聞き手の耳から心の底まで伝わるよだから朗読者は、自分の発したことばがちゃんと聞き手の耳から心の底まで伝わるよだから朗読者は、自分の発したことばがちゃんと聞き手の耳から心の底まで伝わるよ

うに配慮するうに配慮するうに配慮するうに配慮する    必要がある。聞く人への思いやりが必要とでも言おうか。この思いや必要がある。聞く人への思いやりが必要とでも言おうか。この思いや必要がある。聞く人への思いやりが必要とでも言おうか。この思いや必要がある。聞く人への思いやりが必要とでも言おうか。この思いや

りによって生じる小さな時間がりによって生じる小さな時間がりによって生じる小さな時間がりによって生じる小さな時間が    「間「間「間「間((((ま）」なのだと思う。ま）」なのだと思う。ま）」なのだと思う。ま）」なのだと思う。    
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三つの教会で共通して出された質問が二つある。一字一音節の漢字のアクセントと三つの教会で共通して出された質問が二つある。一字一音節の漢字のアクセントと三つの教会で共通して出された質問が二つある。一字一音節の漢字のアクセントと三つの教会で共通して出された質問が二つある。一字一音節の漢字のアクセントと

くぎり符号のくぎり符号のくぎり符号のくぎり符号の    ○○○○    とととと    、の止まる時間の長さである。前者は今はおいて、後者のいわゆ、の止まる時間の長さである。前者は今はおいて、後者のいわゆ、の止まる時間の長さである。前者は今はおいて、後者のいわゆ、の止まる時間の長さである。前者は今はおいて、後者のいわゆ

る句読点についてる句読点についてる句読点についてる句読点について    「間」とのからみで触れておこう。とくに「、」の用いられ方につ「間」とのからみで触れておこう。とくに「、」の用いられ方につ「間」とのからみで触れておこう。とくに「、」の用いられ方につ「間」とのからみで触れておこう。とくに「、」の用いられ方につ

いて。いて。いて。いて。    

定められたルールはある。しかし、書く人によって使い方はまちま定められたルールはある。しかし、書く人によって使い方はまちま定められたルールはある。しかし、書く人によって使い方はまちま定められたルールはある。しかし、書く人によって使い方はまちまち。《文章の構ち。《文章の構ち。《文章の構ち。《文章の構

造や語句の関係を明らかにするため》とはいえ（これは大事なこと）バラバラと言い造や語句の関係を明らかにするため》とはいえ（これは大事なこと）バラバラと言い造や語句の関係を明らかにするため》とはいえ（これは大事なこと）バラバラと言い造や語句の関係を明らかにするため》とはいえ（これは大事なこと）バラバラと言い

たい。いや書く人の心臓のリズムの違いがとか、いや呼吸のリズムの差だとか諸説あたい。いや書く人の心臓のリズムの違いがとか、いや呼吸のリズムの差だとか諸説あたい。いや書く人の心臓のリズムの違いがとか、いや呼吸のリズムの差だとか諸説あたい。いや書く人の心臓のリズムの違いがとか、いや呼吸のリズムの差だとか諸説あ

るが不明。るが不明。るが不明。るが不明。    

そこで、「朗読される事を前提に書かれた文章はない。」と大胆に言い切っておこう。そこで、「朗読される事を前提に書かれた文章はない。」と大胆に言い切っておこう。そこで、「朗読される事を前提に書かれた文章はない。」と大胆に言い切っておこう。そこで、「朗読される事を前提に書かれた文章はない。」と大胆に言い切っておこう。

それで朗読者は朗読する前に、下読みをしっかりして主張をつかみ共感を深め、それそれで朗読者は朗読する前に、下読みをしっかりして主張をつかみ共感を深め、それそれで朗読者は朗読する前に、下読みをしっかりして主張をつかみ共感を深め、それそれで朗読者は朗読する前に、下読みをしっかりして主張をつかみ共感を深め、それ

らを誤りなく声に読み出すために上述の《らを誤りなく声に読み出すために上述の《らを誤りなく声に読み出すために上述の《らを誤りなく声に読み出すために上述の《    》部分の整頓をする。もちろん自分の呼》部分の整頓をする。もちろん自分の呼》部分の整頓をする。もちろん自分の呼》部分の整頓をする。もちろん自分の呼

吸とも合わせながら「、」の扱いを考えるのである。無視して読みとばす。一呼吸を吸とも合わせながら「、」の扱いを考えるのである。無視して読みとばす。一呼吸を吸とも合わせながら「、」の扱いを考えるのである。無視して読みとばす。一呼吸を吸とも合わせながら「、」の扱いを考えるのである。無視して読みとばす。一呼吸を

長く使うため一瞬息を止める。長く使うため一瞬息を止める。長く使うため一瞬息を止める。長く使うため一瞬息を止める。はたまた、聞く人に分かりやすくするため一拍止まるはたまた、聞く人に分かりやすくするため一拍止まるはたまた、聞く人に分かりやすくするため一拍止まるはたまた、聞く人に分かりやすくするため一拍止まる

などなど‥‥。などなど‥‥。などなど‥‥。などなど‥‥。    

「聞は魔である」という。よほど心して扱いたいものである。紙幅がつきたようだ。「聞は魔である」という。よほど心して扱いたいものである。紙幅がつきたようだ。「聞は魔である」という。よほど心して扱いたいものである。紙幅がつきたようだ。「聞は魔である」という。よほど心して扱いたいものである。紙幅がつきたようだ。    

最後に、『よい聞き手があってよい読み手が育つ』と言っておこう。蛇足最後に、『よい聞き手があってよい読み手が育つ』と言っておこう。蛇足最後に、『よい聞き手があってよい読み手が育つ』と言っておこう。蛇足最後に、『よい聞き手があってよい読み手が育つ』と言っておこう。蛇足????        （完）（完）（完）（完）    

    

    

    

2014201420142014 年年年年 7777 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    

7777・・・・    6(6(6(6(日日日日))))９時９時９時９時    

年間第年間第年間第年間第 14141414 主日主日主日主日    

Fr. Fr. Fr. Fr. 春春春春    名名名名    I  RI  RI  RI  R    YA  SYA  SYA  SYA  S    

N  YN  YN  YN  Y    

((((南南南南))))    

①①①①S  TS  TS  TS  T    

②②②②K  SK  SK  SK  S    

５地区５地区５地区５地区    

K K K K ・・・・YYYY    

((((洗洗洗洗) ) ) ) T AT AT AT A    

    

7777・・・・13(13(13(13(日日日日) 9) 9) 9) 9 時時時時    

年間第年間第年間第年間第 15151515 主日主日主日主日    

Fr. Fr. Fr. Fr. 松松松松    浦浦浦浦    Y  SY  SY  SY  S    T  KT  KT  KT  K    

K  TK  TK  TK  T    

((((北北北北))))    

①①①①T  HT  HT  HT  H    

②②②②S  AS  AS  AS  A    

男性男性男性男性    

グループグループグループグループ    

N N N N ・・・・    KKKK    

((((洗洗洗洗) ) ) ) T AT AT AT A    

    

7777・・・・20(20(20(20(日日日日) 9) 9) 9) 9 時時時時    

年間第年間第年間第年間第 16161616 主日主日主日主日    

Fr. Fr. Fr. Fr. 後後後後    藤藤藤藤    T  HT  HT  HT  H    Y  SY  SY  SY  S    

N  SN  SN  SN  S    

((((南南南南))))    

①①①①S  YS  YS  YS  Y    

②②②②S  MS  MS  MS  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    

I I I I ・・・・    HHHH    

((((洗洗洗洗) ) ) ) T AT AT AT A    

    

7777・・・・27(27(27(27(日日日日))))９時９時９時９時    

年間第年間第年間第年間第 17171717 主日主日主日主日    

Fr. Fr. Fr. Fr. 松松松松    浦浦浦浦    

((((子供ミサ子供ミサ子供ミサ子供ミサ    

担当担当担当担当))))    

YA  SYA  SYA  SYA  S    

H  KH  KH  KH  K    

((((北北北北))))    

①子供・担当①子供・担当①子供・担当①子供・担当    

②②②②            〃〃〃〃    

((((子供ミサ子供ミサ子供ミサ子供ミサ

担当担当担当担当))))    

K K K K ・・・・    YYYY    

((((洗洗洗洗) ) ) ) T AT AT AT A    

子供ミサ子供ミサ子供ミサ子供ミサ    

    

《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。《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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    今の評議会は「祈りの場を整えよう」今の評議会は「祈りの場を整えよう」今の評議会は「祈りの場を整えよう」今の評議会は「祈りの場を整えよう」

を活動の一つにしています．を活動の一つにしています．を活動の一つにしています．を活動の一つにしています．    

    思い出した様に少しずつですが，御思い出した様に少しずつですが，御思い出した様に少しずつですが，御思い出した様に少しずつですが，御

聖堂の椅子の改造を進めています．い聖堂の椅子の改造を進めています．い聖堂の椅子の改造を進めています．い聖堂の椅子の改造を進めています．い

ま使っている椅子は作られてから６０ま使っている椅子は作られてから６０ま使っている椅子は作られてから６０ま使っている椅子は作られてから６０

年は経ているそうで，前は六甲教会で年は経ているそうで，前は六甲教会で年は経ているそうで，前は六甲教会で年は経ているそうで，前は六甲教会で

使われていたものです．震災後に北須使われていたものです．震災後に北須使われていたものです．震災後に北須使われていたものです．震災後に北須

磨教会に頂きました．ミサ中に跪くこ磨教会に頂きました．ミサ中に跪くこ磨教会に頂きました．ミサ中に跪くこ磨教会に頂きました．ミサ中に跪くこ

ともなくなったので，足許が広くなるともなくなったので，足許が広くなるともなくなったので，足許が広くなるともなくなったので，足許が広くなる

ように改造しています．もちろん，跪ように改造しています．もちろん，跪ように改造しています．もちろん，跪ように改造しています．もちろん，跪

き台の付いたままのも残します．き台の付いたままのも残します．き台の付いたままのも残します．き台の付いたままのも残します．    

    また，御聖堂内の静粛を保とうと考また，御聖堂内の静粛を保とうと考また，御聖堂内の静粛を保とうと考また，御聖堂内の静粛を保とうと考

ええええています．少なくてもミサの始まるています．少なくてもミサの始まるています．少なくてもミサの始まるています．少なくてもミサの始まる

前に祭壇のろうそくが灯されたら，沈前に祭壇のろうそくが灯されたら，沈前に祭壇のろうそくが灯されたら，沈前に祭壇のろうそくが灯されたら，沈

黙の内に祈ることができる雰囲気にし黙の内に祈ることができる雰囲気にし黙の内に祈ることができる雰囲気にし黙の内に祈ることができる雰囲気にし

たいものです．そのためにオルガンのたいものです．そのためにオルガンのたいものです．そのためにオルガンのたいものです．そのためにオルガンの

練習にはヘッドホンを使えるようにと練習にはヘッドホンを使えるようにと練習にはヘッドホンを使えるようにと練習にはヘッドホンを使えるようにと

技術的検討をしています．技術的検討をしています．技術的検討をしています．技術的検討をしています．    

    祈る場としてこうしたら良いと思わ祈る場としてこうしたら良いと思わ祈る場としてこうしたら良いと思わ祈る場としてこうしたら良いと思わ

れることがありましたら，是非お教えれることがありましたら，是非お教えれることがありましたら，是非お教えれることがありましたら，是非お教え

下さい．下さい．下さい．下さい．                        （評議会会長記）（評議会会長記）（評議会会長記）（評議会会長記）    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

＜＜＜＜典礼委員会典礼委員会典礼委員会典礼委員会＞＞＞＞    

    他の委員会より少し遅れましたが、他の委員会より少し遅れましたが、他の委員会より少し遅れましたが、他の委員会より少し遅れましたが、

典礼委員長に任命され典礼委員長に任命され典礼委員長に任命され典礼委員長に任命され 6666 月から活動を月から活動を月から活動を月から活動を

始めました。始めました。始めました。始めました。    

典礼委員会の活動は多岐に亘ります典礼委員会の活動は多岐に亘ります典礼委員会の活動は多岐に亘ります典礼委員会の活動は多岐に亘ります

が、今後の重点活動として、年間ミサが、今後の重点活動として、年間ミサが、今後の重点活動として、年間ミサが、今後の重点活動として、年間ミサ

等の典礼奉仕を考えるう等の典礼奉仕を考えるう等の典礼奉仕を考えるう等の典礼奉仕を考えるうえで、「教会のえで、「教会のえで、「教会のえで、「教会の

霊性を高めるため、充実した典礼奉仕霊性を高めるため、充実した典礼奉仕霊性を高めるため、充実した典礼奉仕霊性を高めるため、充実した典礼奉仕

が全員で出来るようにする。」が全員で出来るようにする。」が全員で出来るようにする。」が全員で出来るようにする。」    

を目標にし、ミサ準備チーム・先唱を目標にし、ミサ準備チーム・先唱を目標にし、ミサ準備チーム・先唱を目標にし、ミサ準備チーム・先唱((((共共共共

同祈願同祈願同祈願同祈願))))チーム・聖書朗読チーム・聖体チーム・聖書朗読チーム・聖体チーム・聖書朗読チーム・聖体チーム・聖書朗読チーム・聖体

奉仕チーム・教育奉仕チーム・教育奉仕チーム・教育奉仕チーム・教育....育成チーム・オルガ育成チーム・オルガ育成チーム・オルガ育成チーム・オルガ

ン演奏チーム・集会祭儀チーム・通夜ン演奏チーム・集会祭儀チーム・通夜ン演奏チーム・集会祭儀チーム・通夜ン演奏チーム・集会祭儀チーム・通夜

チーム等に区分し、各チームにチームチーム等に区分し、各チームにチームチーム等に区分し、各チームにチームチーム等に区分し、各チームにチーム

リーダを選任し、各チームの典礼奉仕リーダを選任し、各チームの典礼奉仕リーダを選任し、各チームの典礼奉仕リーダを選任し、各チームの典礼奉仕

の充実・問題点の解決・奉仕者の育成の充実・問題点の解決・奉仕者の育成の充実・問題点の解決・奉仕者の育成の充実・問題点の解決・奉仕者の育成

を全員で考え、対応して行きたいと思を全員で考え、対応して行きたいと思を全員で考え、対応して行きたいと思を全員で考え、対応して行きたいと思

います。います。います。います。    

皆様のご協力をどうぞよろしくお願皆様のご協力をどうぞよろしくお願皆様のご協力をどうぞよろしくお願皆様のご協力をどうぞよろしくお願

い申し上げます。い申し上げます。い申し上げます。い申し上げます。    

（（（（イグナチオ･ロヨライグナチオ･ロヨライグナチオ･ロヨライグナチオ･ロヨラ    N  YN  YN  YN  Y））））    

    

    

    

    

    

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    

連日の応援で睡眠不足になっておられる方が多いかもしれません。 

残念ながら日本は予選敗退でしたが、Ｗ杯はまだまだ続きます。 

熱戦の陰で国内では何やらきな臭い動きがごそごそと。 

気がついたら「こんなはずではなかった！」ということの無いように、 

平和の使者への応援と見張りはしっかりと。 『みくにが来ますように』 

（ＫＪＨ） 



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

7/17/17/17/1 火火火火 信仰講座(10:30～) 病者高齢者訪問（13:30～）

2222 水水水水

3333 木木木木 キリシタン史講座（10～12） オカリナ(13～15)   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)

4444 金金金金 ロザリオの祈り(13:30～14:30)　主日の聖書を読む会（14:30～）

5555 土土土土 教会清掃なし 英語クラブ（14～16) 

6666 日日日日 年間第14主日年間第14主日年間第14主日年間第14主日 ミサ9：00～ミサ9：00～ミサ9：00～ミサ9：00～信仰講座/典礼・高齢者支援委員会（ミサ後） 神戸地区評議会（住吉）

7777 月月月月 卓球(13～17)

8888 火火火火 社会活動センター炊き出し(9：30～)　信仰講座(10:30～)

9999 水水水水

10101010 木木木木 キリシタン史講座（10～12） 公会議勉強会(13:30～)

11111111 金金金金 ロザリオの祈り(13:30～14:30)　主日の聖書を読む会（14:30～）

12121212 土土土土 教会清掃(男性の清掃) 英語クラブ（14～16) 

13131313 日日日日 年間第15主日年間第15主日年間第15主日年間第15主日 ミサ9：00～ミサ9：00～ミサ9：00～ミサ9：00～ 信仰講座/評議会（ミサ後）

14141414 月月月月 卓球(13～17)

15151515 火火火火 信仰講座(10:30～)

16161616 水水水水

17171717 木木木木 病者高齢者訪問（ 13:30～） オカリナ（13～） 卓球（14～17）

18181818 金金金金 ロザリオの祈り(13:30～14:30)　主日の聖書を読む会（14:30～）

19191919 土土土土 教会清掃なし 英語クラブ（14～16) OASIS青年の集い（18～20）

20202020 日日日日 年間第16主日年間第16主日年間第16主日年間第16主日 ミサ9：00～ミサ9：00～ミサ9：00～ミサ9：00～ 信仰講座/社会活動委員会（ミサ後）

21212121 月月月月 卓球(13～17)

22222222 火火火火 信仰講座(10:30～) 男の料理教室（17～）

23232323 水水水水

24242424 木木木木 キリシタン史講座（10～12） 卓球(13～17)

25252525 金金金金 ロザリオの祈り(13:30～14:30)　主日の聖書を読む会（14:30～）

26262626 土土土土 教会清掃(６A地区)   広報委員会(10～)

27272727 日日日日 年間第17主日年間第17主日年間第17主日年間第17主日 ミサ9：00～ミサ9：00～ミサ9：00～ミサ9：00～ 司祭による典礼講話/信仰講座（ミサ後）

28282828 月月月月 卓球(13～17)

29292929 火火火火 信仰講座(10:30～)

30303030 水水水水

31313131 木木木木 キリシタン史講座（10～12） 卓球(13～17)

8/18/18/18/1 金金金金 ロザリオの祈り(13:30～14:30)　主日の聖書を読む会（14:30～）

2222 土土土土 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

★今月のお茶当番は第３・６B・７地区です★★今月のお茶当番は第３・６B・７地区です★★今月のお茶当番は第３・６B・７地区です★★今月のお茶当番は第３・６B・７地区です★

http://cathkitasuma.web.fc2.com


