
秘跡を祝う典礼  

松浦 謙 神父

わたしたちはミサをはじめ、洗礼式、堅

信式、葬儀、結婚式などを総じて“典礼”

と呼んでいます。ではそもそも“典礼”の

意味は何なのでしょう。 

一般社会において種々の式典があります。

成人式、入学式、卒業式、オリンピックの

開会式、平和祈念式典・・。これらには、

いずれも、一定の順序、つまり、式次第に

沿った流れがあります。国歌を歌ったり、

挨拶があったり、何かの授与があったり、

旗をあげたりなど、シンボリックな要素も

多くあります。行進や荘厳な入退場なども

あるでしょう。これらは、特別な意味のあ

る日、記念すべき時、人生の節目になる時

などに行われ、それに与る人たちに、その

意義を思い起こさせ、精神を高め、次のス

テップに向かう心構えを確かなものにしま

す。 

 では、わたしたちが教会で行う典礼祭儀

はどうでしょう。いうまでもなく、教会の

典礼はこれらの式典とは根本的に異なった

性格のものです。それは、わたしたちがさ

さげる公の礼拝であり、同時に神ご自身の

わざなのです。わたしたちがそれに参加す

ることによって、主キリストに出会い、比

類のない恵みをいただけるのです。 

典礼の中で最も重要でかつ中心ともいえ

るものは“秘跡”を祝うことです。“秘跡”

の「秘」は秘められた。隠されたという意

味で、「跡」は足跡というように、見えるも

のの意味です。 

神様は目に見えません。けれども、わた

したちが目で見て、耳で聞き、手で触れ、

香りを感じ、実際に味わうことのできるも

の、たとえば、水、油、パン、葡萄酒、ロ

ーソクの火などの目に見えるしるしと、そ

れに伴うことばや動作を通して、神が、実

際に働かれ、恵みをくださるのです。小麦

粉で作られたホスチアといわれる何の変哲

もないパンは、ミサにおいて、キリストの

とうとい体にかわります。それをともにい

ただくわたしたちはキリストとひとつに結

ばれます。それを“わたしたち自身の聖変

化”と形容した教父もいます。ミサの典礼

はなんと神聖で貴い行為でしょうか。 

イエスさまは人間としてこの世に生きら

れました。イエスさまに出会った人は神様

に直接出会ったのです。もちろん、わたし

たちは、ユダヤのパレスチナで生活してい

た人々、ペトロや、ザアカイ、ラザロ、マ

グダラのマリアのように、イエス様に会え

るではありません。けれども、今、異なっ

た仕方で確かに復活したキリストに出会う

ことができるのです。それは秘跡を祝う典

礼においてなのです。 

ミサは“エウカリスチア”といわれ、教

会の典礼の中心に位置づけられます。その

意味は“感謝”です。わたしたちは、心を

あわせて、“神様、本当にありがとう。神様、

あなたを心から賛美し、ほめたたえます”

という気持ちを表すのです。神ご自身がわ

たしたちを祝福し、みことばと秘跡を通し

て恵みをあふれんばかりにお与えになるの

です。 

（司祭によるミニ講話シリーズ第１回

“典礼とは”要旨） 

ききたたすすまま          
今あなたに知恵に満ちた賢明な心を与える（列王記上 3・12） 

No.13３ 
2014 年  ７月 2７日発行 

発  行 カトリック北須磨教会 

         〒654-0151 

         神戸市須磨区北落合 2-3-1 

発行人  松浦 謙/春名 昌哉 

編  集  広報委員会 



きたすま ２                                               

一日黙想会 in English!

G C 

A Day of Recollection was held in English at 

Kita Suma Catholic Church on Saturday, June 

28
th
, 2014.   It was the first time to have such 

a gathering in English at Kita Suma.    There 

were about 10 participants, including 3 from 

Akashi Church. 

 

The day’s program, with the theme of 

“Journeying”, was facilitated by Fr. Amado 

Caballero III.   His talk and reflections 

focused on how Jesus Christ’s public life was a 

kind of journey.  Participants were encouraged 

to keep their hearts open to God’s help and 

guidance in their own journey through life.   

The day ended with the celebration of mass. 

 

It was an enriching day for all.  Hopefully, 

such a Day of Recollection in English can 

become an annual event in the Nishi-Kobe 

District. 

 

ＧＣ 

２０１４年 6 月２８日（土）、北須磨教会で
英語による黙想会が開かれました。北須磨
教会でこのような英語での集いが行われる
のは初めてのことです。明石教会からの３
名の参加者も含めて１０名の参加者でした。 
 
アマド神父様の指導のもと、“Journeying” 
「旅路」というテーマでプログラムは進め
られました。イエス・キリストの公生活が
旅のようであったことを聞き、振り返りな
がら、参加者一人ひとりも、それぞれの人
生の旅路において、常に神の助けと導きに
心を開くよう招かれました。そしてミサで
一日は終わりました。 
 
皆が豊かにされた一日でした。このような
英語による黙想会が神戸西ブロックにおい
て年に一度、開かれるようになれば良いと
思います。       （平尾千衣子訳）
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初 聖 体 

 

今月号では初聖体のお二人、ＴＭちゃん、ＹＤくんの保護者の方からメッセージをいただきました。 

 

うれしい はつせいたい 

ＴＭ 

おべんきょうは たいへんだったけども 

たのしかったです。はつせいたいをして こ

ころにかみさまがいて うれしかったです。 

 

ＴＴ 

ずっとご聖体をもらうのを楽しみにして

いた娘が、ようやく初聖体を迎えることが

できました。リーダーの方々には深く感謝

しています。ご聖体を頂くことを通して、

これからも娘が神様とのいい関係を築いて

いけるように祈っていきたいと思います。

ありがとうございました。 

 

うれしい はつせいたい 

ＹＤ 

ぼくははつせいたいをいただきました。

はじめてかみさまのからだを白いパンをと

っていただきました。ミサのときは、はじ

めてのことばかりでたいへんきんちょうし

ました。Ｋリーダーやほかの人たちにてつ

だってもらいぶじにミサがおわり、た 

 

 

くさんの人たちにしゅくふくしていただい

てとてもうれしかったです。これからはお

にいさんやおねえさんをみならってじしゃ

をがんばります。しんぷさまにはイエスさ

まの本をいただきました。ミサのあとパー

ティーがあり、ケーキやおかしをおいしく

いただきました。はつせいたいとパーティ

のじゅんびをしてくれた人たち、プレゼン

トをしてくれた人たちにこころからかんし

ゃします。キタスマきょうかいはせかいい

ちばんのきょうかいです。きょうはたいへ

んありがとうございました。 

 

ＹＴ 

 3 人兄弟の末っ子のＨ君が初聖体をむか

える事ができ、これから侍者としてミサの

お手伝いができる事を大変うれしく思いま

す。教会の子供達がイエス様の教えを理解

し守り、信仰の道を歩んで行けますように

お祈りします。子供達を指導して下さって

いるＫリーダーをはじめ、シスターやお祝

いの品を下さった方々、パーティーの準備

をしてくださった方々に感謝します。大変

ありがとうございました。 

 

 

後藤神父さま 感謝状授与のお祝い 
 
７月１９日（日）後藤神父さま司式のミサの後、２０年に渡り教誨師として服役者の更生に貢献されたことに対し、

法務省より感謝状が授与されたことをお祝いするサプライズパーティーが行われました。 

 

 

 

 

 

 



きたすま ４                                               

明石・北須磨・垂水 訪問チーム合同研修会報告 

 

ＫＮ 

７月１５日（火）１３時より垂水教会で開催された研修会に当教会より１０名参加しま

した。研修会の内容は３教会訪問チームの現状報告、松浦神父のお話、分かち合いでした。 

松浦神父様は、病と苦しみと信仰についてガンでなくなられた近親者との体験談を交え

ながら、「存在の奉仕」、「信仰からの奉仕」、「信仰への奉仕」のお話をされました。今心

身共に苦しんでおられる病者・高齢者・家族

の立場に立って訪問活動をするようにとの

アドバイスがありました。 

訪問チームの現状報告では、男子奉仕者・

運転奉仕者の増加、地区との連携プレーが今

後の課題として報告されました。 

分かち合いでは、病者・高齢者に会って話

をすること、握手をすること、そんな些細な

事でも喜んで下さり、私達の方も元気がいた

だけたと経験談を分かち合いました。 

 

 

2014 年 8 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 

８・ ３(日)９時 

年間第 18 主日 
Fr.高 橋 ＩＲ ＹＳ 

ＨＴ 

(南) 

①ＴＭ 

②ＮＳ 
６A 地区 

Ｎ・Ｋ 

(洗) ＫＲ 
 

８・10(日) 9 時 

年間第 19 主日 
Fr.後 藤 ＨＫ ＹＳ 

ＹＫ 

(北) 

①ＴＡ 

②ＴＭ 
６A 地区 

Ｋ・Ｈ 

(洗) ＫＲ 
 

８・15(金) 10 時 

聖母の被昇天 
Fr.後 藤 ＴＹ ＹＳ 

ＩＲ 

(南) 

①ＴＩ 

②ＨＴ 

1・4 

地区 

Ｋ・Ｙ 

(洗) ＫＲ 

奉納者 

３名 

８・17(日) 9 時 

年間第 20 主日 
Fr.春 名 ＴＡ ＹＳ 

ＬＴ 

(北) 

①ＭＳ 

②ＦＹ 

1・4 

地区 

Ｎ・Ｋ 

(洗) ＫＲ 
 

８・24(日) 9 時 

年間第 21 主日 
Fr.松 浦 

(子供ミサ 

担当) 
ＨＣ 

ＮＹ 

(南) 

①子供ﾐｻ担当 

②子供ﾐｻ担当 
子供ﾐｻ担当 

Ｋ・Ｈ 

(洗) ＫＲ 

子供と共に 

捧げるミサ 

８・31(日) 9 時 

年間第 22 主日 
Fr.高 橋 ＴＨ ＹＳ 

ＮＳ 

(北) 

①ＭＡ 

②ＹＹ 
２地区 

Ｋ・Ｙ 

(洗) ＫＲ 
 

《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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寄 稿        三聖地への巡礼の旅 

マリア ＩＭ

ルルド及びサンチャゴ・デ・コンポステラ

ヘの巡礼の路に憧れを抱いていた夫の想いか

ら、今回の三聖地（ﾙﾙﾄﾞ、ｻﾝﾁｬｺﾞ、ﾌｧｲﾃｨﾏ）

巡礼旅行参加となったのですが、私にとって、

先ずは巡礼の旅って何？なにをしに行くの？

どこの国？と言うような調子で、なんにもわ

からない、とにかく行くしかありません。行

って何があるのか、素直に見てみようと思い

ました。 

春名神父様を団長に、コンゴ、韓国、スペ

イン出身の神父様方３名もリーダとしてチー

ムに入ってくださり、神戸、岡山、広島から

集まった２７人が共に行動しました。最初の

訪問地であるフランス南部のルルドではさら

に京都の神父様のグループや日本語がとても

上手なフランス人の添乗員たちと合流し賑や

かでした。 

ルルドで印象深かったのは「ルルドの水」

はもちろん、「祈るために来た人々」です。

さまざまな国の人が大勢混ざり合っているの

にもかかわらず、人々は平和で穏やかに、ゆ

っくりと流れるように歩いていきます。美し

い自然の中で、今まで見てきた風景とは違う、

なんだか天に近い国にいるように感じてしま

いました。夜は、ろうそく行列に参加しまし

たが、風で消えかかるロウソクの火を貰った

り点けてあげたりしながら、いろんな国の兄

弟達と心はひとつになれました。 

このルルドで、見て聴いた体験や、皆さん

や神父様連との言葉をたどっていくうちには

っきりと心に響いたのは、マリア様がベルナ

デッタに言った言葉「罪人の為に祈りなさい」

です。私はその言葉を聴くためにここに来た

のだと強く感じました。それまで、マリア様

ご出現は正直信じていませんでした。ごめん

なさい、だから呼ばれたのかも？バスでは毎

日ロザリオの祈りを先導してくれる広島の韓

国から来た神父様、イエスの愛を熱く語って

くれます。「ロザリオの祈りを毎日するのは

なかなか出来ない」と言うと「今日、祈らな

ければ、これが、あなたにとって最後の祈り

になるかもしれないですよ」。またテレビで

サッカーの試合をしているのを見て「選手は

どんな障害あっても必ずゴールにシュートし

ようとする」という言葉に出来ない言い訳ば

かりしている自分に気が付きました。しかし、

日を追うごとに疲れも溜まり、バスでのロザ

リオの祈りは、祈りが子守唄になっている人

もいました（私も…）。 

贅沢だったのは御ミサです。３人の神父様

が毎日ミサをしてくださいます。ルルドでは

６人、サンチャゴ・デ・コンポステラでは私

達の神父様たちと共に、いろんな国の神父様

がそれぞれの国の言葉で、祈りを奉げられ、

長い道のりの旅を遂げた沢山の巡礼者たちと

共にミサに与かり感激です。 

ある日の朝、ミサをあげる為に修道院を訪

ねたのですが、約束していた方が留守で連絡

が取れず、中に入れて貰えない為、あきらめ

つつ皆バスに戻っていきました。神父様が「き

っとこれも神の御心でしょう」「そうですね」

などと言いながら、神の御心が解るのはいつ

かなとか思いつつ歩いていました。驚いたこ

とに神の御心の働きはすぐに表れたのです！

修道院の近くに建つ古い大きな扉から女性が

出てきて、すれ違う時「入れますよ」と教え

てくれました。古い教会 

のようです。しかし、 

皆は先に行ってしまっ 

ていたのであきらめる 

ことに。すると前の方 

から皆が引き返してき 
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たのです。なんでも橋の上で偶然すれ違った

神父様らしき人に声をかけたところ、たまた

ま散歩に出掛けていた教会の主任神父様だっ

たのです。私達がミサをあげられずに帰って

いる事を聞いて、自分の教会を案内してくれ

ることになりました。行ってみるとさきほど

の女性が教えてくれた教会でした。教会の中

に入ると息を呑む位、立派な歴史ある教会で

あることが判り、圧倒され、あっけにとられ

てしまいました。驚きの中でミサに与かる事

が出来たうえに、微笑みのキリストなど貴重

なものを見せて頂きました。そして、また予

定していた修道院に入れてもらっていたらこ

の光景は見ることがなかったのだと思うと神

様の計らいに胸がいっぱいになりました。「ど

んなことにも喜んでいなさい」という神の言

葉が浮かびました。 

この数日間でどれほどたくさんのキリスト

に関する教会建物、美術品を見たでしょう。

目がくらみカメラに撮って持ち帰ろうと必死

になったけれどきりがない。ため息をついて

いたら神父様が「このお宝いったい何処から

持ってきたん？」という言葉を聞いて人間の

作ったものにどれだけの汗と涙と血が流され

たのだろうと思うと、表面的なものよりもそ

の背景を見なくてはいけない事に気が付かさ

れました。私のくらんでいた目が覚め、同時

にカメラからも解放されたのです。私達は、

ファティマ、ルルド巡礼をバスに乗って旅を

したけれど、歩いた人に負けないぐらい、目

には見えないいろんな何かを心の中に持ち帰

る事ができたように思う。 

今年の初め私は手術をうけた「明日、命が

あるとは限らない」ことを初めて実感した。

こわくなかった。キリストが共にいる。幸運

が重なって、なんだか守られているように感

じました。病気も巡礼旅行も神を通して見る

と、ハラハラドキドキの末に最後に喜びのと

ころに行きつかせてくださる。すべての事が

私にとって必要で良いことなのです。いつも、

どんな事にも喜んでいなさい」という神の御

言葉のままに。 

手術後、前から気になっていたロザリオの

祈りをすることにしました。私のこれまでを

ふり返ったとき、キリストを知る以前から、

誰かの祈りによってたすけられていたのでは

ないかという思いが、たびたびあったからで

す。神の助けを必要としている人々のために

祈りたかったのです。するとある人からロザ

リオを頂き、これは途中でやめられないと思

っていたら、今回の巡礼でのマリア様の御言

葉「罪人のために祈ってください」ロザリオ

の祈りへの招きを得たのですが、これも御計

画のように思えます。 

 

 

ファティマの祈り 

主イエス・キリスト、わたしたちの罪を許してください。 

わたしたちを滅びから救い、すべての人々、 

ことにおんあわれみをもっとも必要としている人々を 

天国に導いてください。  アーメン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ファティマの聖母像（カトリック玉野教会）
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「祈りの場を整えよう」の続きです。 

ミサに与る方々の高齢化はずいぶん昔

から分っていたことですが，確実に進ん

でいます。そして、具体的な額はここに

は書きませんが、皆さんから出して頂い

ている維持費が年を追って減ってきてい

ます。少しずつではあっても、これから

は貯めていたのを取り崩して使うことに

なりそうです。そして何事につけても、

益々皆さんの奉仕に頼ることになります。 

奉仕のためにはたとえば，典礼では集

会祭儀を執り行うには研修を受けること

が必要ですし、ミサでのオルガンを弾く

にはそれなりの知識と技能が要ります。

そしてもうすでに多くを典礼委員会メン

バーの奉仕に依存しています。 

この様な現状ですが、祈りの場を整え

るための改善は進めて行きますので、ご

意見ご要望を評議会会長にお教え下さい。

もちろん、信者各位のお考えは千差万別

ですので、お応えするのに多額の費用が

必要であったり、知識・技能をお持ちの

方に奉仕を頼まないといけない様でした

ら、すぐの改善は出来ません．この点は

ご理解下さい。   （評議会会長記） 

 

 

 

☆転出されました☆ 

西区学園東町から六甲教会へ  

ＹＳさん 

ＹＡさん 

ＹＹさん 

ＹＭさん 

 

西区狩場台から夙川教会へ 

ＮＣさん 

 

お元気で！ 

 

☆神戸地区養成委員会より☆ 

信徒養成「基礎コース」開催のお知らせ 

日 時：9 月 15 日(祝)、10 月 13 日(祝) 

共に 10 時～16 時 

場 所：神戸中央教会 

テーマ： 

「キリスト者として社会の中でいきいき

と生きていくために。人びとにより良く

仕えるために。」 

教会の中で様々なご奉仕に携わってお

られる方は是非ご参加ください。 

参加お申込みは 8/31 迄に養成委員(Ｔ、

Ｈ)まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評 議 会 よ り 

お 知 ら せ 

 
編 集 後 記 

 

随分昔のことですが、イスラエルを旅行

したとき、エルサレムの地名の由来をはじ

めて教わりました。エルは町、サレム（＝

シャローム）は平和、すなわち「平和の町」

というのがその由来だそうです。 

ところが今、その「平和の町」を戴くイ

スラエルがガザに侵攻。爆撃で多くのパレ

スチナ人が命を落としています。 

世界の各地で衝突や紛争が広がっている

ように思えます。先日のマレーシア航空機

墜落は衝撃でした。イラク情勢の悪化、南

シナ海での衝突…。一日も早く平和が訪れ

ますように祈るばかりです。  （GTH） 



きたすま ８                                               

 


