
    

モーセが荒野で蛇を上げたように、人の子も上げられねばならない。モーセが荒野で蛇を上げたように、人の子も上げられねばならない。モーセが荒野で蛇を上げたように、人の子も上げられねばならない。モーセが荒野で蛇を上げたように、人の子も上げられねばならない。 

それは、信じる者が皆、人の子によって永遠の命を得るためである。それは、信じる者が皆、人の子によって永遠の命を得るためである。それは、信じる者が皆、人の子によって永遠の命を得るためである。それは、信じる者が皆、人の子によって永遠の命を得るためである。    

（ヨハネ３（ヨハネ３（ヨハネ３（ヨハネ３：：：：14141414----15151515））））    

    

後藤後藤後藤後藤    進進進進    神神神神父父父父    

    

    被昇天祭の次の週、休暇をもらって、被昇天祭の次の週、休暇をもらって、被昇天祭の次の週、休暇をもらって、被昇天祭の次の週、休暇をもらって、

涼しいところに出かけました。日本列島涼しいところに出かけました。日本列島涼しいところに出かけました。日本列島涼しいところに出かけました。日本列島

は連日真夏日でしたが処暑と言われていは連日真夏日でしたが処暑と言われていは連日真夏日でしたが処暑と言われていは連日真夏日でしたが処暑と言われてい

る頃で、暑さも収まる頃とかで、ツクツる頃で、暑さも収まる頃とかで、ツクツる頃で、暑さも収まる頃とかで、ツクツる頃で、暑さも収まる頃とかで、ツクツ

ク法師の泣き声が聞こえ、確実に季節はク法師の泣き声が聞こえ、確実に季節はク法師の泣き声が聞こえ、確実に季節はク法師の泣き声が聞こえ、確実に季節は

移りつつあるなと感じました。９月に入移りつつあるなと感じました。９月に入移りつつあるなと感じました。９月に入移りつつあるなと感じました。９月に入

りますが、皆様お元気でしょうか？りますが、皆様お元気でしょうか？りますが、皆様お元気でしょうか？りますが、皆様お元気でしょうか？    

    ９月と言えば、９月１４日は十字架称９月と言えば、９月１４日は十字架称９月と言えば、９月１４日は十字架称９月と言えば、９月１４日は十字架称

賛の祝日です。９月１３日がエルサレム賛の祝日です。９月１３日がエルサレム賛の祝日です。９月１３日がエルサレム賛の祝日です。９月１３日がエルサレム

の復活聖堂の献堂記念日なので、教会はの復活聖堂の献堂記念日なので、教会はの復活聖堂の献堂記念日なので、教会はの復活聖堂の献堂記念日なので、教会は

翌日を十字架称賛の祝日と定め、キリス翌日を十字架称賛の祝日と定め、キリス翌日を十字架称賛の祝日と定め、キリス翌日を十字架称賛の祝日と定め、キリス

トの十字架からこそ人類の救いがもたらトの十字架からこそ人類の救いがもたらトの十字架からこそ人類の救いがもたらトの十字架からこそ人類の救いがもたら

されていることを称えるのです。そして、されていることを称えるのです。そして、されていることを称えるのです。そして、されていることを称えるのです。そして、

その日から４０日を遡った８月６日をごその日から４０日を遡った８月６日をごその日から４０日を遡った８月６日をごその日から４０日を遡った８月６日をご

変容の祝日としているのです。変容の祝日としているのです。変容の祝日としているのです。変容の祝日としているのです。    

    聖地巡礼でエルサレムに行くと、毎週聖地巡礼でエルサレムに行くと、毎週聖地巡礼でエルサレムに行くと、毎週聖地巡礼でエルサレムに行くと、毎週

金曜日午後３時からフランシスコ会修道金曜日午後３時からフランシスコ会修道金曜日午後３時からフランシスコ会修道金曜日午後３時からフランシスコ会修道

士の先導で、十字架の道行きが行われて士の先導で、十字架の道行きが行われて士の先導で、十字架の道行きが行われて士の先導で、十字架の道行きが行われて

おり、それは［敷石］（ヨハおり、それは［敷石］（ヨハおり、それは［敷石］（ヨハおり、それは［敷石］（ヨハ

ネネネネ 19;1319;1319;1319;13：イエスの裁判の：イエスの裁判の：イエスの裁判の：イエスの裁判の

場と考えられている場所、現在はシオン場と考えられている場所、現在はシオン場と考えられている場所、現在はシオン場と考えられている場所、現在はシオン

修道女会の修道院の地下に敷石が残され修道女会の修道院の地下に敷石が残され修道女会の修道院の地下に敷石が残され修道女会の修道院の地下に敷石が残され

ている）の前から始まり、聖墳墓教会（ギている）の前から始まり、聖墳墓教会（ギている）の前から始まり、聖墳墓教会（ギている）の前から始まり、聖墳墓教会（ギ

リシャ正教の教会：ほぼ確実にイエスがリシャ正教の教会：ほぼ確実にイエスがリシャ正教の教会：ほぼ確実にイエスがリシャ正教の教会：ほぼ確実にイエスが

埋葬された墓のあった場所）で終わりま埋葬された墓のあった場所）で終わりま埋葬された墓のあった場所）で終わりま埋葬された墓のあった場所）で終わりま

す。聖墳墓教会の手前、隣が復活聖堂です。聖墳墓教会の手前、隣が復活聖堂です。聖墳墓教会の手前、隣が復活聖堂です。聖墳墓教会の手前、隣が復活聖堂で

それは２階に聖堂があり、１階がイエスそれは２階に聖堂があり、１階がイエスそれは２階に聖堂があり、１階がイエスそれは２階に聖堂があり、１階がイエス

が十字架にかけられた場所とされていまが十字架にかけられた場所とされていまが十字架にかけられた場所とされていまが十字架にかけられた場所とされていま

す（カトリック、フランシスコす（カトリック、フランシスコす（カトリック、フランシスコす（カトリック、フランシスコ会の管理会の管理会の管理会の管理

する教会）。ここが十字架の道行き，第する教会）。ここが十字架の道行き，第する教会）。ここが十字架の道行き，第する教会）。ここが十字架の道行き，第

12121212、、、、13131313 留のイエスの十字架上での死の留のイエスの十字架上での死の留のイエスの十字架上での死の留のイエスの十字架上での死の

場面とされている場所です。場面とされている場所です。場面とされている場所です。場面とされている場所です。    

    十字架称賛の祝日は今年はちょうど日十字架称賛の祝日は今年はちょうど日十字架称賛の祝日は今年はちょうど日十字架称賛の祝日は今年はちょうど日

曜日に当たっていますので、年間第曜日に当たっていますので、年間第曜日に当たっていますので、年間第曜日に当たっていますので、年間第 24242424

主日ですが典礼的には、十字架称賛の祝主日ですが典礼的には、十字架称賛の祝主日ですが典礼的には、十字架称賛の祝主日ですが典礼的には、十字架称賛の祝

日として祝います。イエスさまが十字架日として祝います。イエスさまが十字架日として祝います。イエスさまが十字架日として祝います。イエスさまが十字架

に上がられ、そこから私たちに豊かな神に上がられ、そこから私たちに豊かな神に上がられ、そこから私たちに豊かな神に上がられ、そこから私たちに豊かな神

の生命がもたらされていることを共に感の生命がもたらされていることを共に感の生命がもたらされていることを共に感の生命がもたらされていることを共に感

謝したいと思います。謝したいと思います。謝したいと思います。謝したいと思います。    

 

 

 

 

 

 

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                                        

あなたは……神のことを思わず、人間のことを思っている（マタイ 16･23） 

No.1No.1No.1No.133334444    

2012012012014444 年年年年        8888 月月月月 31313131 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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前田司教、大阪大司教に任命前田司教、大阪大司教に任命前田司教、大阪大司教に任命前田司教、大阪大司教に任命    

    

    教皇フランシスコは、ローマ時間教皇フランシスコは、ローマ時間教皇フランシスコは、ローマ時間教皇フランシスコは、ローマ時間 8888 月月月月 20202020 日正午（日本時間同日夜日正午（日本時間同日夜日正午（日本時間同日夜日正午（日本時間同日夜 7777 時）、カトリ時）、カトリ時）、カトリ時）、カトリ

ック大阪教区のレオ池長潤大司教（ック大阪教区のレオ池長潤大司教（ック大阪教区のレオ池長潤大司教（ック大阪教区のレオ池長潤大司教（77777777 歳）の歳）の歳）の歳）の定年による退任願いを受理し、新しい定年による退任願いを受理し、新しい定年による退任願いを受理し、新しい定年による退任願いを受理し、新しい

大司教に広島教区司教のトマス・アクィナス前田万葉（まえだ・まんよう）司教を任大司教に広島教区司教のトマス・アクィナス前田万葉（まえだ・まんよう）司教を任大司教に広島教区司教のトマス・アクィナス前田万葉（まえだ・まんよう）司教を任大司教に広島教区司教のトマス・アクィナス前田万葉（まえだ・まんよう）司教を任

命することを発表しました。命することを発表しました。命することを発表しました。命することを発表しました。    

前田新司教は大阪教区の教区長としては歴代前田新司教は大阪教区の教区長としては歴代前田新司教は大阪教区の教区長としては歴代前田新司教は大阪教区の教区長としては歴代 8 8 8 8 人目、大司教区に昇格してからの人目、大司教区に昇格してからの人目、大司教区に昇格してからの人目、大司教区に昇格してからの

大司教としては大司教としては大司教としては大司教としては 4444 人目となります。人目となります。人目となります。人目となります。    

大阪教区への着座式の日程は、大阪教区への着座式の日程は、大阪教区への着座式の日程は、大阪教区への着座式の日程は、おって発表されますおって発表されますおって発表されますおって発表されます。。。。    

(9(9(9(9 月月月月 23232323 日日日日    14141414 時～時～時～時～    大阪明星学園マリアンホールにて大阪明星学園マリアンホールにて大阪明星学園マリアンホールにて大阪明星学園マリアンホールにて))))    

トマス・アクィナストマス・アクィナストマス・アクィナストマス・アクィナス    前田万葉前田万葉前田万葉前田万葉    被選司教の略歴被選司教の略歴被選司教の略歴被選司教の略歴    

                1949194919491949 年年年年 3333 月月月月 3333 日日日日    長崎県南松浦郡新上五島町仲知長崎県南松浦郡新上五島町仲知長崎県南松浦郡新上五島町仲知長崎県南松浦郡新上五島町仲知

生まれ（生まれ（生まれ（生まれ（65656565 歳）歳）歳）歳）    

1975197519751975 年年年年 3333 月月月月 19191919 日日日日    司祭叙階司祭叙階司祭叙階司祭叙階    

長崎長崎長崎長崎教区の幾つかの教会を司牧担当。教区の幾つかの教会を司牧担当。教区の幾つかの教会を司牧担当。教区の幾つかの教会を司牧担当。    

1988198819881988～～～～1991199119911991 年年年年    教会での司牧のかたわら、長崎教会での司牧のかたわら、長崎教会での司牧のかたわら、長崎教会での司牧のかたわら、長崎

教区報『よきおとずれ』の編集長を務める。教区報『よきおとずれ』の編集長を務める。教区報『よきおとずれ』の編集長を務める。教区報『よきおとずれ』の編集長を務める。    

2001200120012001～～～～2006200620062006 年年年年    平戸ザビエル記念教会主任、平平戸ザビエル記念教会主任、平平戸ザビエル記念教会主任、平平戸ザビエル記念教会主任、平

戸地区長、教区顧問。戸地区長、教区顧問。戸地区長、教区顧問。戸地区長、教区顧問。    

2006200620062006 年年年年 4444 月月月月    宗教法人「カトリック中央協議会」宗教法人「カトリック中央協議会」宗教法人「カトリック中央協議会」宗教法人「カトリック中央協議会」

事務局長就任。事務局長就任。事務局長就任。事務局長就任。    

2011201120112011 年年年年 6666 月月月月 13131313 日日日日    広島教区司教に任命。広島教区司教に任命。広島教区司教に任命。広島教区司教に任命。    

2011201120112011 年年年年 9999 月月月月 23232323 日日日日    司教叙階。司教叙階。司教叙階。司教叙階。    

(8/20(8/20(8/20(8/20 中央協議会中央協議会中央協議会中央協議会 HP, 8/23HP, 8/23HP, 8/23HP, 8/23 教区文書より教区文書より教区文書より教区文書より))))    

    (9/23(9/23(9/23(9/23 までは司教座空位のためミサ奉献文で司教･補佐司教の名は唱えませんまでは司教座空位のためミサ奉献文で司教･補佐司教の名は唱えませんまでは司教座空位のためミサ奉献文で司教･補佐司教の名は唱えませんまでは司教座空位のためミサ奉献文で司教･補佐司教の名は唱えません))))    

    

 

お知らせお知らせお知らせお知らせ        

中ブロックのアニセ神父中ブロックのアニセ神父中ブロックのアニセ神父中ブロックのアニセ神父さまの異動さまの異動さまの異動さまの異動((((帰国帰国帰国帰国))))に伴い、春名神父さまがに伴い、春名神父さまがに伴い、春名神父さまがに伴い、春名神父さまが 9999 月月月月    

から中ブロックのモデラトールと西ブロックの兼務になられます。から中ブロックのモデラトールと西ブロックの兼務になられます。から中ブロックのモデラトールと西ブロックの兼務になられます。から中ブロックのモデラトールと西ブロックの兼務になられます。    

これに伴い、ミサ司式、勉強会スケジュールなどに変更が出てくるとこれに伴い、ミサ司式、勉強会スケジュールなどに変更が出てくるとこれに伴い、ミサ司式、勉強会スケジュールなどに変更が出てくるとこれに伴い、ミサ司式、勉強会スケジュールなどに変更が出てくると    

思われますがご理解ください。思われますがご理解ください。思われますがご理解ください。思われますがご理解ください。    
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静かさを大切に静かさを大切に静かさを大切に静かさを大切に    

MMMM    SSSS            

    

『祭壇『祭壇『祭壇『祭壇のロウソクに火がついたら、ごミサまで心静かに待ちましょう。』のロウソクに火がついたら、ごミサまで心静かに待ちましょう。』のロウソクに火がついたら、ごミサまで心静かに待ちましょう。』のロウソクに火がついたら、ごミサまで心静かに待ちましょう。』    

たしか７月の初め頃このような呼び掛けがありましたね。本当に巧みなたしか７月の初め頃このような呼び掛けがありましたね。本当に巧みなたしか７月の初め頃このような呼び掛けがありましたね。本当に巧みなたしか７月の初め頃このような呼び掛けがありましたね。本当に巧みな

リードの仕方だったですね。お見事、よかったですよ。リードの仕方だったですね。お見事、よかったですよ。リードの仕方だったですね。お見事、よかったですよ。リードの仕方だったですね。お見事、よかったですよ。    

私自身、教会に通い慣れ、ミサにもあずかり慣れ、さらにご聖体をいただくことにも慣私自身、教会に通い慣れ、ミサにもあずかり慣れ、さらにご聖体をいただくことにも慣私自身、教会に通い慣れ、ミサにもあずかり慣れ、さらにご聖体をいただくことにも慣私自身、教会に通い慣れ、ミサにもあずかり慣れ、さらにご聖体をいただくことにも慣

れ切ってしれ切ってしれ切ってしれ切ってしまった今日この頃、ご聖体の前でかなり慎みを欠いているのを省みるきっかけまった今日この頃、ご聖体の前でかなり慎みを欠いているのを省みるきっかけまった今日この頃、ご聖体の前でかなり慎みを欠いているのを省みるきっかけまった今日この頃、ご聖体の前でかなり慎みを欠いているのを省みるきっかけ

をいただきました。をいただきました。をいただきました。をいただきました。    

実は、６月の初め聖霊降臨の祝日の夕刻、プロテスタント教会の夕礼拝に参加する機会実は、６月の初め聖霊降臨の祝日の夕刻、プロテスタント教会の夕礼拝に参加する機会実は、６月の初め聖霊降臨の祝日の夕刻、プロテスタント教会の夕礼拝に参加する機会実は、６月の初め聖霊降臨の祝日の夕刻、プロテスタント教会の夕礼拝に参加する機会

がありました。グレゴリアンを含むがありました。グレゴリアンを含むがありました。グレゴリアンを含むがありました。グレゴリアンを含む、トマス・ビクトリア（イエズス会司祭）作曲の〈マ、トマス・ビクトリア（イエズス会司祭）作曲の〈マ、トマス・ビクトリア（イエズス会司祭）作曲の〈マ、トマス・ビクトリア（イエズス会司祭）作曲の〈マ

ニフィカト〉〈ヴェニニフィカト〉〈ヴェニニフィカト〉〈ヴェニニフィカト〉〈ヴェニ    クレアトル〉〈五旬祭の日が来て〉及び幾つかの賛歌を、聖歌隊のクレアトル〉〈五旬祭の日が来て〉及び幾つかの賛歌を、聖歌隊のクレアトル〉〈五旬祭の日が来て〉及び幾つかの賛歌を、聖歌隊のクレアトル〉〈五旬祭の日が来て〉及び幾つかの賛歌を、聖歌隊の

一員として歌わせていただきました。一員として歌わせていただきました。一員として歌わせていただきました。一員として歌わせていただきました。    

式次第を見ますと、祈り、賛美歌、交唱、聖書朗読等の間に、「沈黙」という案内があ式次第を見ますと、祈り、賛美歌、交唱、聖書朗読等の間に、「沈黙」という案内があ式次第を見ますと、祈り、賛美歌、交唱、聖書朗読等の間に、「沈黙」という案内があ式次第を見ますと、祈り、賛美歌、交唱、聖書朗読等の間に、「沈黙」という案内があ

るのに私は強くひかれました。そしてその時、心地よい緊張感に満ちた、穏るのに私は強くひかれました。そしてその時、心地よい緊張感に満ちた、穏るのに私は強くひかれました。そしてその時、心地よい緊張感に満ちた、穏るのに私は強くひかれました。そしてその時、心地よい緊張感に満ちた、穏やかな静かなやかな静かなやかな静かなやかな静かな

時間がゆったり流れました。ふさわしい長さの沈黙のあと、私は〈マニフィカト〉を清々時間がゆったり流れました。ふさわしい長さの沈黙のあと、私は〈マニフィカト〉を清々時間がゆったり流れました。ふさわしい長さの沈黙のあと、私は〈マニフィカト〉を清々時間がゆったり流れました。ふさわしい長さの沈黙のあと、私は〈マニフィカト〉を清々

しい思いで歌うことができました。しい思いで歌うことができました。しい思いで歌うことができました。しい思いで歌うことができました。    

この体験があったあとなので、評議会からの上記の呼び掛けがひときわうれしく感じらこの体験があったあとなので、評議会からの上記の呼び掛けがひときわうれしく感じらこの体験があったあとなので、評議会からの上記の呼び掛けがひときわうれしく感じらこの体験があったあとなので、評議会からの上記の呼び掛けがひときわうれしく感じら

れたことは確かです。れたことは確かです。れたことは確かです。れたことは確かです。    

みなさんそれぞれみなさんそれぞれみなさんそれぞれみなさんそれぞれののののお考えはお持ちのことと思いますが、私には今の時代はなにごとも、お考えはお持ちのことと思いますが、私には今の時代はなにごとも、お考えはお持ちのことと思いますが、私には今の時代はなにごとも、お考えはお持ちのことと思いますが、私には今の時代はなにごとも、

大きくて華やかで派手に音を立てて、ひとことで言えば目立つことがよいと喧伝されてい大きくて華やかで派手に音を立てて、ひとことで言えば目立つことがよいと喧伝されてい大きくて華やかで派手に音を立てて、ひとことで言えば目立つことがよいと喧伝されてい大きくて華やかで派手に音を立てて、ひとことで言えば目立つことがよいと喧伝されてい

ると思えます。それだけに、静かな心にしか聞こえない静かな呼び掛けに、耳を傾ける心ると思えます。それだけに、静かな心にしか聞こえない静かな呼び掛けに、耳を傾ける心ると思えます。それだけに、静かな心にしか聞こえない静かな呼び掛けに、耳を傾ける心ると思えます。それだけに、静かな心にしか聞こえない静かな呼び掛けに、耳を傾ける心

がけを育てるようにしたいと思っています。がけを育てるようにしたいと思っています。がけを育てるようにしたいと思っています。がけを育てるようにしたいと思っています。    

    

過過過過越の食事越の食事越の食事越の食事((((ペサハペサハペサハペサハ))))体験体験体験体験    

    

10101010 月月月月 5555 日の合同堅信式に向日の合同堅信式に向日の合同堅信式に向日の合同堅信式に向

けて北須磨教会ではけて北須磨教会ではけて北須磨教会ではけて北須磨教会では U RU RU RU R くんくんくんくん

(18)(18)(18)(18)、、、、S MS MS MS M くんくんくんくん(15)(15)(15)(15)、、、、S IS IS IS I くんくんくんくん

(11)(11)(11)(11)、、、、Y CY CY CY C さんさんさんさん(20)(20)(20)(20)のののの 4444 人が人が人が人が

ご両親、代父母と一緒に勉強をご両親、代父母と一緒に勉強をご両親、代父母と一緒に勉強をご両親、代父母と一緒に勉強を

行っています。第行っています。第行っています。第行っています。第 1111 回回回回(7/19)(7/19)(7/19)(7/19)、、、、

第第第第 2222 回回回回(7/26)(7/26)(7/26)(7/26)では私たちが受では私たちが受では私たちが受では私たちが受

けた洗礼の恵みと、洗礼の約束けた洗礼の恵みと、洗礼の約束けた洗礼の恵みと、洗礼の約束けた洗礼の恵みと、洗礼の約束

を生きぬくために聖霊を遣わを生きぬくために聖霊を遣わを生きぬくために聖霊を遣わを生きぬくために聖霊を遣わ

して力づけて下さる堅信の恵して力づけて下さる堅信の恵して力づけて下さる堅信の恵して力づけて下さる堅信の恵

みを幼児洗礼式や堅信式のビみを幼児洗礼式や堅信式のビみを幼児洗礼式や堅信式のビみを幼児洗礼式や堅信式のビ
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デオを見ながら学びました。デオを見ながら学びました。デオを見ながら学びました。デオを見ながら学びました。    

第第第第 3333 回目回目回目回目(8/23)(8/23)(8/23)(8/23)には日々私たちを養い力づけてくださる聖体の秘跡をより深く味わうには日々私たちを養い力づけてくださる聖体の秘跡をより深く味わうには日々私たちを養い力づけてくださる聖体の秘跡をより深く味わうには日々私たちを養い力づけてくださる聖体の秘跡をより深く味わう

ために「過越の食事」ために「過越の食事」ために「過越の食事」ために「過越の食事」(pesac(pesac(pesac(pesach)h)h)h)を皆で体験しました。イエスさまがとられた最後の晩餐を皆で体験しました。イエスさまがとられた最後の晩餐を皆で体験しました。イエスさまがとられた最後の晩餐を皆で体験しました。イエスさまがとられた最後の晩餐

はユダヤ人の行う「過越の食事」だったことはよく知られていますが、ユダヤの人たちははユダヤ人の行う「過越の食事」だったことはよく知られていますが、ユダヤの人たちははユダヤ人の行う「過越の食事」だったことはよく知られていますが、ユダヤの人たちははユダヤ人の行う「過越の食事」だったことはよく知られていますが、ユダヤの人たちは

今でもほとんどの人が過越の食事を祝っているようです。今回は現代の過越の食事の様式今でもほとんどの人が過越の食事を祝っているようです。今回は現代の過越の食事の様式今でもほとんどの人が過越の食事を祝っているようです。今回は現代の過越の食事の様式今でもほとんどの人が過越の食事を祝っているようです。今回は現代の過越の食事の様式

を出来るだけ忠実に再現してみました。を出来るだけ忠実に再現してみました。を出来るだけ忠実に再現してみました。を出来るだけ忠実に再現してみました。    

過越の食事は家族全員が集まって行われます。最初に一家の主婦が食卓のろうそくに灯過越の食事は家族全員が集まって行われます。最初に一家の主婦が食卓のろうそくに灯過越の食事は家族全員が集まって行われます。最初に一家の主婦が食卓のろうそくに灯過越の食事は家族全員が集まって行われます。最初に一家の主婦が食卓のろうそくに灯

をともします。イスラエルの民がエジプトから救い出していただけたのは女性たちの信仰をともします。イスラエルの民がエジプトから救い出していただけたのは女性たちの信仰をともします。イスラエルの民がエジプトから救い出していただけたのは女性たちの信仰をともします。イスラエルの民がエジプトから救い出していただけたのは女性たちの信仰

と祈りが聞き入れられたからということのようです。次に家長が子供たちを祝福します。と祈りが聞き入れられたからということのようです。次に家長が子供たちを祝福します。と祈りが聞き入れられたからということのようです。次に家長が子供たちを祝福します。と祈りが聞き入れられたからということのようです。次に家長が子供たちを祝福します。

子孫に過越の祝いを伝え子孫に過越の祝いを伝え子孫に過越の祝いを伝え子孫に過越の祝いを伝えていくのがこの行事の大きな狙いなのでしょう。次いで食卓の祝ていくのがこの行事の大きな狙いなのでしょう。次いで食卓の祝ていくのがこの行事の大きな狙いなのでしょう。次いで食卓の祝ていくのがこの行事の大きな狙いなのでしょう。次いで食卓の祝

別の祈りと共に最初の杯が飲まれます。過越しの食事では全部で別の祈りと共に最初の杯が飲まれます。過越しの食事では全部で別の祈りと共に最初の杯が飲まれます。過越しの食事では全部で別の祈りと共に最初の杯が飲まれます。過越しの食事では全部で 4444 回ぶどう酒の杯を飲回ぶどう酒の杯を飲回ぶどう酒の杯を飲回ぶどう酒の杯を飲

みますが、イエスさまは最初の杯の時に「今後ぶどうの実から作ったものを飲まない」とみますが、イエスさまは最初の杯の時に「今後ぶどうの実から作ったものを飲まない」とみますが、イエスさまは最初の杯の時に「今後ぶどうの実から作ったものを飲まない」とみますが、イエスさまは最初の杯の時に「今後ぶどうの実から作ったものを飲まない」と

おっしゃられたのでしょう。おっしゃられたのでしょう。おっしゃられたのでしょう。おっしゃられたのでしょう。    

その後、家長が手を洗ったのち野菜を塩水にその後、家長が手を洗ったのち野菜を塩水にその後、家長が手を洗ったのち野菜を塩水にその後、家長が手を洗ったのち野菜を塩水に

つけて食べます。手を洗うのは身を清めるためつけて食べます。手を洗うのは身を清めるためつけて食べます。手を洗うのは身を清めるためつけて食べます。手を洗うのは身を清めるため

です。また野菜です。また野菜です。また野菜です。また野菜((((今回はセロリ今回はセロリ今回はセロリ今回はセロリ))))を塩水に浸すのはを塩水に浸すのはを塩水に浸すのはを塩水に浸すのは

エジプトの苦役での汗と涙の象徴のようです。エジプトの苦役での汗と涙の象徴のようです。エジプトの苦役での汗と涙の象徴のようです。エジプトの苦役での汗と涙の象徴のようです。    

家長は家長は家長は家長は 1111 枚の種無しパンをとり二つに割った枚の種無しパンをとり二つに割った枚の種無しパンをとり二つに割った枚の種無しパンをとり二つに割った

のち一つを取り分けておきのち一つを取り分けておきのち一つを取り分けておきのち一つを取り分けておき 2222 杯目の杯を注ぎ、杯目の杯を注ぎ、杯目の杯を注ぎ、杯目の杯を注ぎ、

長い過越の長い過越の長い過越の長い過越の物語を語り始めます。最初に一番小物語を語り始めます。最初に一番小物語を語り始めます。最初に一番小物語を語り始めます。最初に一番小

さな子供が伝統的なさな子供が伝統的なさな子供が伝統的なさな子供が伝統的な 4444 つの質問をします。「なぜつの質問をします。「なぜつの質問をします。「なぜつの質問をします。「なぜ

種無しパンなの？なぜ苦菜を食べるの？なぜ塩種無しパンなの？なぜ苦菜を食べるの？なぜ塩種無しパンなの？なぜ苦菜を食べるの？なぜ塩種無しパンなの？なぜ苦菜を食べるの？なぜ塩

水に漬けて食べるの？なぜ寄りかかって食べる水に漬けて食べるの？なぜ寄りかかって食べる水に漬けて食べるの？なぜ寄りかかって食べる水に漬けて食べるの？なぜ寄りかかって食べる

の？」そして家長は主がエジプトに与えたの？」そして家長は主がエジプトに与えたの？」そして家長は主がエジプトに与えたの？」そして家長は主がエジプトに与えた 10101010 の災いとか脱出後の様々な恵みを語りながの災いとか脱出後の様々な恵みを語りながの災いとか脱出後の様々な恵みを語りながの災いとか脱出後の様々な恵みを語りなが

ら種無しパンや苦菜ら種無しパンや苦菜ら種無しパンや苦菜ら種無しパンや苦菜((((エジプトでの苦役を思い出すエジプトでの苦役を思い出すエジプトでの苦役を思い出すエジプトでの苦役を思い出す))))の意味を解き明かしていきます。これの意味を解き明かしていきます。これの意味を解き明かしていきます。これの意味を解き明かしていきます。これ

が過越の食事の一つの中心です。が過越の食事の一つの中心です。が過越の食事の一つの中心です。が過越の食事の一つの中心です。    

物語の終わりに第物語の終わりに第物語の終わりに第物語の終わりに第 2222 の杯を飲み、再度手を洗ったの杯を飲み、再度手を洗ったの杯を飲み、再度手を洗ったの杯を飲み、再度手を洗った

後、種無しパンを聖別して割り、皆で食べます。引後、種無しパンを聖別して割り、皆で食べます。引後、種無しパンを聖別して割り、皆で食べます。引後、種無しパンを聖別して割り、皆で食べます。引

き続き苦菜き続き苦菜き続き苦菜き続き苦菜((((今回はワサビ菜今回はワサビ菜今回はワサビ菜今回はワサビ菜))))にハロセットにハロセットにハロセットにハロセット((((リンゴ、リンゴ、リンゴ、リンゴ、

ナッツ、干しぶどうナッツ、干しぶどうナッツ、干しぶどうナッツ、干しぶどうなどを蜂蜜を加えて煮たものなどを蜂蜜を加えて煮たものなどを蜂蜜を加えて煮たものなどを蜂蜜を加えて煮たもの))))

をつけて食べます。ハロセットはエジプトでのレンをつけて食べます。ハロセットはエジプトでのレンをつけて食べます。ハロセットはエジプトでのレンをつけて食べます。ハロセットはエジプトでのレン

ガ造りの象徴と言われています。その後普通の食事ガ造りの象徴と言われています。その後普通の食事ガ造りの象徴と言われています。その後普通の食事ガ造りの象徴と言われています。その後普通の食事

に移りますが、今回は簡単に残りの象徴的食べ物に移りますが、今回は簡単に残りの象徴的食べ物に移りますが、今回は簡単に残りの象徴的食べ物に移りますが、今回は簡単に残りの象徴的食べ物

((((骨付きの焼肉〔本来は子羊ですが鶏で代用〕、ゆで骨付きの焼肉〔本来は子羊ですが鶏で代用〕、ゆで骨付きの焼肉〔本来は子羊ですが鶏で代用〕、ゆで骨付きの焼肉〔本来は子羊ですが鶏で代用〕、ゆで

卵〔壊れた神殿を表す〕卵〔壊れた神殿を表す〕卵〔壊れた神殿を表す〕卵〔壊れた神殿を表す〕))))を皆で戴きました。これを皆で戴きました。これを皆で戴きました。これを皆で戴きました。これ

らの食べ物らの食べ物らの食べ物らの食べ物((((野菜をもう一種類添えることもある野菜をもう一種類添えることもある野菜をもう一種類添えることもある野菜をもう一種類添えることもある))))はははは

過越の食事には欠かせない儀式的食べ物です。過越の食事には欠かせない儀式的食べ物です。過越の食事には欠かせない儀式的食べ物です。過越の食事には欠かせない儀式的食べ物です。
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    食事が終わると先ほど取り分けておいたパンの残りを皆で食べ食事が終わると先ほど取り分けておいたパンの残りを皆で食べ食事が終わると先ほど取り分けておいたパンの残りを皆で食べ食事が終わると先ほど取り分けておいたパンの残りを皆で食べ 3333 度目の杯が満たされ度目の杯が満たされ度目の杯が満たされ度目の杯が満たされ

ます。最後の晩餐の「ます。最後の晩餐の「ます。最後の晩餐の「ます。最後の晩餐の「食事を終えてから食事を終えてから食事を終えてから食事を終えてから杯をとり」はこの杯を指すのでしょう。家長が食杯をとり」はこの杯を指すのでしょう。家長が食杯をとり」はこの杯を指すのでしょう。家長が食杯をとり」はこの杯を指すのでしょう。家長が食

後の後の後の後の祝福をした後、更に祝福をした後、更に祝福をした後、更に祝福をした後、更に 4444 度目の杯が満たされ神を賛美して詩編を唱えます。最後に救度目の杯が満たされ神を賛美して詩編を唱えます。最後に救度目の杯が満たされ神を賛美して詩編を唱えます。最後に救度目の杯が満たされ神を賛美して詩編を唱えます。最後に救

い主の到来を告げるエリヤがまだ来ていないことを確認し、来年もこの祝いを行えるようい主の到来を告げるエリヤがまだ来ていないことを確認し、来年もこの祝いを行えるようい主の到来を告げるエリヤがまだ来ていないことを確認し、来年もこの祝いを行えるようい主の到来を告げるエリヤがまだ来ていないことを確認し、来年もこの祝いを行えるよう

祈って長い食事が終わります。祈って長い食事が終わります。祈って長い食事が終わります。祈って長い食事が終わります。    

14141414 のステップで行われるこの食事は、本来はのステップで行われるこの食事は、本来はのステップで行われるこの食事は、本来はのステップで行われるこの食事は、本来は 3333～～～～5555 時間かかるようですが今回は物語時間かかるようですが今回は物語時間かかるようですが今回は物語時間かかるようですが今回は物語

や詩編･祈りの言葉をギュッと短縮してや詩編･祈りの言葉をギュッと短縮してや詩編･祈りの言葉をギュッと短縮してや詩編･祈りの言葉をギュッと短縮して 1111 時間余りで行いました。それでも祈りの言葉の時間余りで行いました。それでも祈りの言葉の時間余りで行いました。それでも祈りの言葉の時間余りで行いました。それでも祈りの言葉の

端々にエジプトから救い出し今も守って下さる主への熱い感謝と賛美がよく伝わってき端々にエジプトから救い出し今も守って下さる主への熱い感謝と賛美がよく伝わってき端々にエジプトから救い出し今も守って下さる主への熱い感謝と賛美がよく伝わってき端々にエジプトから救い出し今も守って下さる主への熱い感謝と賛美がよく伝わってき

ました。日曜学校や様々な聖書クラスでも体験されればとても実りあると思われます。今ました。日曜学校や様々な聖書クラスでも体験されればとても実りあると思われます。今ました。日曜学校や様々な聖書クラスでも体験されればとても実りあると思われます。今ました。日曜学校や様々な聖書クラスでも体験されればとても実りあると思われます。今

回堅信を受け回堅信を受け回堅信を受け回堅信を受けられるられるられるられる 4444 人の方々が豊かな準備のうちに堅信式を迎えられるようお祈りく人の方々が豊かな準備のうちに堅信式を迎えられるようお祈りく人の方々が豊かな準備のうちに堅信式を迎えられるようお祈りく人の方々が豊かな準備のうちに堅信式を迎えられるようお祈りく

ださい。ださい。ださい。ださい。                                                                                                            ((((文責文責文責文責::::HHHH    KKKK))))    

    

2014201420142014 年年年年 9999 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    

９・９・９・９・    7(7(7(7(日日日日))))９時９時９時９時    

年間第２年間第２年間第２年間第２3333 主日主日主日主日    

Fr. Fr. Fr. Fr. 後後後後    藤藤藤藤    HHHH    TTTT    YYYY    SSSS    

H KH KH KH K    

((((南南南南))))    

①①①①    Y YY YY YY Y    

②②②②    Y EY EY EY E    

３･６３･６３･６３･６BBBB    

･７地区･７地区･７地区･７地区    

NNNN・・・・KKKK    

((((洗洗洗洗) ) ) ) TTTT    YYYY    

    

９・９・９・９・14(14(14(14(日日日日) 9) 9) 9) 9 時時時時    

年間第年間第年間第年間第 24242424 主日主日主日主日    

    

Fr. Fr. Fr. Fr. 松松松松    浦浦浦浦    

    

IIII        RRRR    Y SY SY SY S    

H TH TH TH T    

((((北北北北))))    

①①①①    A MA MA MA M    

②②②②    T RT RT RT R    

３･６３･６３･６３･６BBBB    

･７地区･７地区･７地区･７地区    

KKKK・・・・HHHH    

((((洗洗洗洗) ) ) ) TTTT    YYYY    

敬老ミサ敬老ミサ敬老ミサ敬老ミサ    

９・９・９・９・21(21(21(21(日日日日) 9) 9) 9) 9 時時時時    

年間第年間第年間第年間第 25252525 主日主日主日主日    

Fr. Fr. Fr. Fr. 高高高高    橋橋橋橋    TTTT    YYYY    

    

YYYY    SHSHSHSH    

    

Y KY KY KY K    

((((南南南南))))    

①①①①    I RI RI RI R    

②②②②    I MI MI MI M    

５地区５地区５地区５地区    

KKKK・・・・YYYY    

((((洗洗洗洗) ) ) ) TTTT    YYYY    

    

９・９・９・９・28(28(28(28(日日日日))))９時９時９時９時    

年間第年間第年間第年間第 26262626 主日主日主日主日    

    

Fr. Fr. Fr. Fr. 春春春春    名名名名    

    

((((子供子供子供子供ミサミサミサミサ    

担当担当担当担当))))    

H CH CH CH C    

I RI RI RI R    

((((北北北北))))    

①①①①子供・担当子供・担当子供・担当子供・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))))    

NNNN・・・・KKKK    

((((洗洗洗洗) ) ) ) T YT YT YT Y    

子 供 と 共子 供 と 共子 供 と 共子 供 と 共

に 捧 げに 捧 げに 捧 げに 捧 げ るるるる

ミサミサミサミサ                        

《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。    

 

 

 

 

☆☆☆☆転転転転出出出出されましたされましたされましたされました☆☆☆☆    

北落合北落合北落合北落合からからからから夙川教会へ夙川教会へ夙川教会へ夙川教会へ    

        AAAA((((FFFF))))    YYYY    さんさんさんさん    

お元気で！お元気で！お元気で！お元気で！    

☆☆☆☆帰天帰天帰天帰天されましたされましたされましたされました☆☆☆☆    

8888 月月月月 4444 日日日日    ヨハネヨハネヨハネヨハネ    UUUU    HHHH さんさんさんさん    

                                    ((((第第第第 5555 地区地区地区地区))))    

8888 月月月月 15151515 日日日日    カタリナカタリナカタリナカタリナ    IIII    TTTT さんさんさんさん                                        

((((第第第第 5555 地区地区地区地区))))    

永遠の安息とご遺族の方の平安を永遠の安息とご遺族の方の平安を永遠の安息とご遺族の方の平安を永遠の安息とご遺族の方の平安を    

お祈りします。お祈りします。お祈りします。お祈りします。    

お 知 らお 知 らお 知 らお 知 ら せせせせ    



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

9/19/19/19/1 月月月月 卓球(13～17)

2222 火火火火 病者高齢者訪問（13:30～）

3333 水水水水

4444 木木木木 キリシタン史講座（10～12） 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)

5555 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～）

6666 土土土土 教会清掃(3・6B・7地区) 英語クラブ（14～16) 

7777 日日日日 年間第23主日　ミサ9:00～信仰講座/典礼・高齢者支援委員会（ミサ後）年間第23主日　ミサ9:00～信仰講座/典礼・高齢者支援委員会（ミサ後）年間第23主日　ミサ9:00～信仰講座/典礼・高齢者支援委員会（ミサ後）年間第23主日　ミサ9:00～信仰講座/典礼・高齢者支援委員会（ミサ後）

8888 月月月月 卓球(13～17)

9999 火火火火 社会活動センター炊き出し(9：30～)信仰講座(10:30～)

10101010 水水水水

11111111 木木木木 キリシタン史講座（10～12） 公会議勉強会(13：30～)

12121212 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～）

13131313 土土土土 教会清掃なし 英語クラブ（14～16) 

14141414 日日日日 十字架称賛　　　ミサ9:00～十字架称賛　　　ミサ9:00～十字架称賛　　　ミサ9:00～十字架称賛　　　ミサ9:00～敬老会/評議会（ミサ後）敬老会/評議会（ミサ後）敬老会/評議会（ミサ後）敬老会/評議会（ミサ後）

15151515 月月月月 卓球(13～17)

16161616 火火火火

17171717 水水水水

18181818 木木木木 キリシタン史講座（10～12） 病者高齢者訪問（13:30～）オカリナ（13～）卓球（14～17）

19191919 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～）

20202020 土土土土 教会清掃5地区 英語クラブ（14～16) OASIS青年の集い(18～20)

21212121 日日日日 年間第24主日　ミサ9:00～年間第24主日　ミサ9:00～年間第24主日　ミサ9:00～年間第24主日　ミサ9:00～ 信仰講座/社会活動委員会（ミサ後）西ブロック連絡会（垂水14～）信仰講座/社会活動委員会（ミサ後）西ブロック連絡会（垂水14～）信仰講座/社会活動委員会（ミサ後）西ブロック連絡会（垂水14～）信仰講座/社会活動委員会（ミサ後）西ブロック連絡会（垂水14～）

22222222 月月月月 卓球(13～17)

23232323 火火火火 男の料理教室（17～）

24242424 水水水水 信仰講座(10:30～)

25252525 木木木木 キリシタン史講座（10～12） オカリナ(13～15)卓球(13～17)

26262626 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～）

27272727 土土土土 教会清掃なし

28282828 日日日日 聖ペトロ聖パウロ使徒　ミサ9:00～聖ペトロ聖パウロ使徒　ミサ9:00～聖ペトロ聖パウロ使徒　ミサ9:00～聖ペトロ聖パウロ使徒　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）

29292929 月月月月 卓球(13～17)

30303030 火火火火 信仰講座(10:30～)

10/110/110/110/1 水水水水

2222 木木木木 キリシタン史講座（10～12） 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)

3333 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～）

4444 土土土土 教会清掃6A地区 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6A地区です今月のお茶当番は第6A地区です今月のお茶当番は第6A地区です今月のお茶当番は第6A地区です

マンスリースケジュール9月

　　　　http://cathkitasuma.web.fc2.com


