
    

教皇フランシスコ『福音の喜び』を読む教皇フランシスコ『福音の喜び』を読む教皇フランシスコ『福音の喜び』を読む教皇フランシスコ『福音の喜び』を読む    

神戸西ブロック協力司祭神戸西ブロック協力司祭神戸西ブロック協力司祭神戸西ブロック協力司祭    高橋高橋高橋高橋    聡聡聡聡    

    皆さんこんにちは。高橋神父です。皆さんこんにちは。高橋神父です。皆さんこんにちは。高橋神父です。皆さんこんにちは。高橋神父です。

最近パパ様は福音宣教を願って、新し最近パパ様は福音宣教を願って、新し最近パパ様は福音宣教を願って、新し最近パパ様は福音宣教を願って、新し

い手紙を発表されました。『福音の喜い手紙を発表されました。『福音の喜い手紙を発表されました。『福音の喜い手紙を発表されました。『福音の喜

び』です。フランシスコび』です。フランシスコび』です。フランシスコび』です。フランシスコ教皇様は大胆教皇様は大胆教皇様は大胆教皇様は大胆

な行動で教会と世界を驚かせていらっな行動で教会と世界を驚かせていらっな行動で教会と世界を驚かせていらっな行動で教会と世界を驚かせていらっ

しゃいますが、その新しい息吹の源をしゃいますが、その新しい息吹の源をしゃいますが、その新しい息吹の源をしゃいますが、その新しい息吹の源を

少しでも知るよすがとしてこの本を読少しでも知るよすがとしてこの本を読少しでも知るよすがとしてこの本を読少しでも知るよすがとしてこの本を読

んでいきたいと思います。特に、福音んでいきたいと思います。特に、福音んでいきたいと思います。特に、福音んでいきたいと思います。特に、福音

宣教が世界でも最も停滞している（？）宣教が世界でも最も停滞している（？）宣教が世界でも最も停滞している（？）宣教が世界でも最も停滞している（？）

日本にあって私たちにこれから歩むヒ日本にあって私たちにこれから歩むヒ日本にあって私たちにこれから歩むヒ日本にあって私たちにこれから歩むヒ

ントが得られるかもしれません。それントが得られるかもしれません。それントが得られるかもしれません。それントが得られるかもしれません。それ

で自分なりの読み方で皆さんに紹介しで自分なりの読み方で皆さんに紹介しで自分なりの読み方で皆さんに紹介しで自分なりの読み方で皆さんに紹介し

ていきますが、専門的に「正しく」解ていきますが、専門的に「正しく」解ていきますが、専門的に「正しく」解ていきますが、専門的に「正しく」解

釈したものではありませんので、ご不釈したものではありませんので、ご不釈したものではありませんので、ご不釈したものではありませんので、ご不

満のある方もおられるかも知れません満のある方もおられるかも知れません満のある方もおられるかも知れません満のある方もおられるかも知れません

がお赦しください。がお赦しください。がお赦しください。がお赦しください。    

    パパ様は最初に教会の改革というこパパ様は最初に教会の改革というこパパ様は最初に教会の改革というこパパ様は最初に教会の改革というこ

とをおっしゃっています。今の教皇様とをおっしゃっています。今の教皇様とをおっしゃっています。今の教皇様とをおっしゃっています。今の教皇様

は、ものすごい勢いでバチカンの改革は、ものすごい勢いでバチカンの改革は、ものすごい勢いでバチカンの改革は、ものすごい勢いでバチカンの改革

ををををしておられるといううわさが聞こえしておられるといううわさが聞こえしておられるといううわさが聞こえしておられるといううわさが聞こえ

てきていますが、私たちに対しても、てきていますが、私たちに対しても、てきていますが、私たちに対しても、てきていますが、私たちに対しても、

改革ということをまず言われておりま改革ということをまず言われておりま改革ということをまず言われておりま改革ということをまず言われておりま

す。しかし、改革のための改革ではなす。しかし、改革のための改革ではなす。しかし、改革のための改革ではなす。しかし、改革のための改革ではな

さそうです。それは「教会の宣教の改さそうです。それは「教会の宣教の改さそうです。それは「教会の宣教の改さそうです。それは「教会の宣教の改

革」といわれています。朝から晩まで革」といわれています。朝から晩まで革」といわれています。朝から晩まで革」といわれています。朝から晩まで

組織の改革をしなさいという意味では組織の改革をしなさいという意味では組織の改革をしなさいという意味では組織の改革をしなさいという意味では

なく、私たちの態度の改革、わたしたなく、私たちの態度の改革、わたしたなく、私たちの態度の改革、わたしたなく、私たちの態度の改革、わたした

ちの人との接し方の改革ということが、ちの人との接し方の改革ということが、ちの人との接し方の改革ということが、ちの人との接し方の改革ということが、

言われているように思います。それは言われているように思います。それは言われているように思います。それは言われているように思います。それは

どういうことかというと「出向いていどういうことかというと「出向いていどういうことかというと「出向いていどういうことかというと「出向いてい

く教会」になれということです。く教会」になれということです。く教会」になれということです。く教会」になれということです。    

    「出向いていく教会」。神さまはわた「出向いていく教会」。神さまはわた「出向いていく教会」。神さまはわた「出向いていく教会」。神さまはわた

したちを招かれた後で、「行け」と言わしたちを招かれた後で、「行け」と言わしたちを招かれた後で、「行け」と言わしたちを招かれた後で、「行け」と言わ

れるというのです。神様の望まれるれるというのです。神様の望まれるれるというのです。神様の望まれるれるというのです。神様の望まれるとととと

ころに「行く」こと。教皇様の言葉はころに「行く」こと。教皇様の言葉はころに「行く」こと。教皇様の言葉はころに「行く」こと。教皇様の言葉は

厳しいです。「つまり、自分にとって快厳しいです。「つまり、自分にとって快厳しいです。「つまり、自分にとって快厳しいです。「つまり、自分にとって快

適な場所から出て行って、福音の光を適な場所から出て行って、福音の光を適な場所から出て行って、福音の光を適な場所から出て行って、福音の光を

必要としている隅に追いやられたすべ必要としている隅に追いやられたすべ必要としている隅に追いやられたすべ必要としている隅に追いやられたすべ

ての人に、それを届ける勇気をもつよての人に、それを届ける勇気をもつよての人に、それを届ける勇気をもつよての人に、それを届ける勇気をもつよ

う招かれているのです。」けれどもそれう招かれているのです。」けれどもそれう招かれているのです。」けれどもそれう招かれているのです。」けれどもそれ

は、私たちに歯を食いしばって自分のは、私たちに歯を食いしばって自分のは、私たちに歯を食いしばって自分のは、私たちに歯を食いしばって自分の

努力だけでやれということではなく、努力だけでやれということではなく、努力だけでやれということではなく、努力だけでやれということではなく、

主が共にいてくださるからこそできる主が共にいてくださるからこそできる主が共にいてくださるからこそできる主が共にいてくださるからこそできる

業なのです。「しかし、これを英雄的で業なのです。「しかし、これを英雄的で業なのです。「しかし、これを英雄的で業なのです。「しかし、これを英雄的で

個人的な課題であ個人的な課題であ個人的な課題であ個人的な課題であ

ると思ってはなりると思ってはなりると思ってはなりると思ってはなり

ません。なぜならません。なぜならません。なぜならません。なぜなら

それは、私たちがそれは、私たちがそれは、私たちがそれは、私たちが

発見し、理解しう発見し、理解しう発見し、理解しう発見し、理解しう

る以上に、何よりる以上に、何よりる以上に、何よりる以上に、何より

もまず主のわざだもまず主のわざだもまず主のわざだもまず主のわざだ

からです。」「神はからです。」「神はからです。」「神はからです。」「神は
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ご自分とともに働くようわたしたちをご自分とともに働くようわたしたちをご自分とともに働くようわたしたちをご自分とともに働くようわたしたちを

招き、聖霊の力によって私たちを駆り招き、聖霊の力によって私たちを駆り招き、聖霊の力によって私たちを駆り招き、聖霊の力によって私たちを駆り

立てます。」「主導権はいつも神にある」。立てます。」「主導権はいつも神にある」。立てます。」「主導権はいつも神にある」。立てます。」「主導権はいつも神にある」。    

    ということは、まず、神様の声に耳ということは、まず、神様の声に耳ということは、まず、神様の声に耳ということは、まず、神様の声に耳

を傾けることから始まるのですね。そを傾けることから始まるのですね。そを傾けることから始まるのですね。そを傾けることから始まるのですね。そ

して神さまに信頼して、言われた道にして神さまに信頼して、言われた道にして神さまに信頼して、言われた道にして神さまに信頼して、言われた道に

一歩踏み出す。このことから私たちと一歩踏み出す。このことから私たちと一歩踏み出す。このことから私たちと一歩踏み出す。このことから私たちと

教会の改革、刷新が始まっていくので教会の改革、刷新が始まっていくので教会の改革、刷新が始まっていくので教会の改革、刷新が始まっていくので

すね。そのように思えます。私たちのすね。そのように思えます。私たちのすね。そのように思えます。私たちのすね。そのように思えます。私たちの

中にある、霊の火を消さないようにし中にある、霊の火を消さないようにし中にある、霊の火を消さないようにし中にある、霊の火を消さないようにし

ましょう。私たちの良心のささやきをましょう。私たちの良心のささやきをましょう。私たちの良心のささやきをましょう。私たちの良心のささやきを

消さないようにしましょう。その中に消さないようにしましょう。その中に消さないようにしましょう。その中に消さないようにしましょう。その中に

神様は大きな期待を込めておられるか神様は大きな期待を込めておられるか神様は大きな期待を込めておられるか神様は大きな期待を込めておられるか

もしれないからです。そう考えると、もしれないからです。そう考えると、もしれないからです。そう考えると、もしれないからです。そう考えると、

パパ様のおっしゃっていることは、古パパ様のおっしゃっていることは、古パパ様のおっしゃっていることは、古パパ様のおっしゃっていることは、古

くて新しい真理です。アブラハくて新しい真理です。アブラハくて新しい真理です。アブラハくて新しい真理です。アブラハムや、ムや、ムや、ムや、

モーセの時代から神さまが語りかけらモーセの時代から神さまが語りかけらモーセの時代から神さまが語りかけらモーセの時代から神さまが語りかけら

れて導かれたその道を、私たちもまたれて導かれたその道を、私たちもまたれて導かれたその道を、私たちもまたれて導かれたその道を、私たちもまた

微力ながらも、しかし、私たちに与え微力ながらも、しかし、私たちに与え微力ながらも、しかし、私たちに与え微力ながらも、しかし、私たちに与え

られたこの時に関しては、かけがえのられたこの時に関しては、かけがえのられたこの時に関しては、かけがえのられたこの時に関しては、かけがえの

ない、選ばれたものとして、歩んでいない、選ばれたものとして、歩んでいない、選ばれたものとして、歩んでいない、選ばれたものとして、歩んでい

くことに他ならないからです。くことに他ならないからです。くことに他ならないからです。くことに他ならないからです。

敬老の恵み敬老の恵み敬老の恵み敬老の恵み    おめでとうございますおめでとうございますおめでとうございますおめでとうございます    

    

9999 月月月月 14141414 日日日日((((日日日日))))敬老会が行われ敬老会が行われ敬老会が行われ敬老会が行われ

ましましましました。今年は年齢た。今年は年齢た。今年は年齢た。今年は年齢 77777777 歳以上に歳以上に歳以上に歳以上に

引き上げられ引き上げられ引き上げられ引き上げられましましましましたが、対象たが、対象たが、対象たが、対象の方の方の方の方

はははは 72727272 名、名、名、名、うちうちうちうち 20202020 名名名名の方の方の方の方がががが出席出席出席出席

さささされれれれましましましました。ミサの中で祝福を受た。ミサの中で祝福を受た。ミサの中で祝福を受た。ミサの中で祝福を受

けられ、ミサ後けられ、ミサ後けられ、ミサ後けられ、ミサ後心づくしの料理と心づくしの料理と心づくしの料理と心づくしの料理と

オカリナ、三線などの演奏を楽しオカリナ、三線などの演奏を楽しオカリナ、三線などの演奏を楽しオカリナ、三線などの演奏を楽し

まれまれまれまれましましましました。た。た。た。    

        

    

                                                                                                                                                                        ⇑⇑⇑⇑    出席された皆さん出席された皆さん出席された皆さん出席された皆さん    

                                                                                            いつまでもお元気でいつまでもお元気でいつまでもお元気でいつまでもお元気で    !!!!!!!!    

    

    

    

⇑⇑⇑⇑    恒例のオカリナ演奏恒例のオカリナ演奏恒例のオカリナ演奏恒例のオカリナ演奏    

                尺八と三線のコラボ尺八と三線のコラボ尺八と三線のコラボ尺八と三線のコラボ    ⇒⇒⇒⇒    

                        懐かしい歌の数々が懐かしい歌の数々が懐かしい歌の数々が懐かしい歌の数々が    !!!!            



                                                                                                                                                                                        きたすまきたすまきたすまきたすま    3333    

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    大司教大司教大司教大司教    着座式着座式着座式着座式    おこなわれる。おこなわれる。おこなわれる。おこなわれる。    

９月２３日９月２３日９月２３日９月２３日((((火・祝火・祝火・祝火・祝))))午後２時から午後２時から午後２時から午後２時から

大阪明星学園で大司教着座式が行大阪明星学園で大司教着座式が行大阪明星学園で大司教着座式が行大阪明星学園で大司教着座式が行

われました。われました。われました。われました。    

2600260026002600 人収容の大講堂は教区内外人収容の大講堂は教区内外人収容の大講堂は教区内外人収容の大講堂は教区内外

からの信徒、修道者で満席となり、からの信徒、修道者で満席となり、からの信徒、修道者で満席となり、からの信徒、修道者で満席となり、

地下の第２会場でモニターを見な地下の第２会場でモニターを見な地下の第２会場でモニターを見な地下の第２会場でモニターを見な

がらの参加者も多数おられましがらの参加者も多数おられましがらの参加者も多数おられましがらの参加者も多数おられました。た。た。た。

全国の司教様方もお見えになり、全国の司教様方もお見えになり、全国の司教様方もお見えになり、全国の司教様方もお見えになり、    

共同司式のミサの中で教皇庁臨時共同司式のミサの中で教皇庁臨時共同司式のミサの中で教皇庁臨時共同司式のミサの中で教皇庁臨時

代理大使のご挨拶、任命書の朗読、牧代理大使のご挨拶、任命書の朗読、牧代理大使のご挨拶、任命書の朗読、牧代理大使のご挨拶、任命書の朗読、牧杖（バクルス）杖（バクルス）杖（バクルス）杖（バクルス）の授与なの授与なの授与なの授与な

どが行われました。どが行われました。どが行われました。どが行われました。    

前田大司教は説教の中で前田大司教は説教の中で前田大司教は説教の中で前田大司教は説教の中で「お言葉ですから、、」をモットーに「お言葉ですから、、」をモットーに「お言葉ですから、、」をモットーに「お言葉ですから、、」をモットーに着着着着

座の決意を座の決意を座の決意を座の決意を優しいながらも力強い優しいながらも力強い優しいながらも力強い優しいながらも力強い言葉で述べられました。また言葉で述べられました。また言葉で述べられました。また言葉で述べられました。また

引退される池長大司教様にも皆様からねぎらいの言葉があり引退される池長大司教様にも皆様からねぎらいの言葉があり引退される池長大司教様にも皆様からねぎらいの言葉があり引退される池長大司教様にも皆様からねぎらいの言葉があり

ました。ました。ました。ました。    

式後祝賀会も行われ、大勢の参加者は互いに旧交を温めあっ式後祝賀会も行われ、大勢の参加者は互いに旧交を温めあっ式後祝賀会も行われ、大勢の参加者は互いに旧交を温めあっ式後祝賀会も行われ、大勢の参加者は互いに旧交を温めあっ

ていました。ていました。ていました。ていました。    ((((写真は住吉写真は住吉写真は住吉写真は住吉 YNYNYNYN さんさんさんさん))))                                                        

    

    

司教紋章の説明司教紋章の説明司教紋章の説明司教紋章の説明    

まず、「復活の十字架」は大阪教区の「新生」計画を目指す。そのため、「お言葉ですから、網を降ろしてみままず、「復活の十字架」は大阪教区の「新生」計画を目指す。そのため、「お言葉ですから、網を降ろしてみままず、「復活の十字架」は大阪教区の「新生」計画を目指す。そのため、「お言葉ですから、網を降ろしてみままず、「復活の十字架」は大阪教区の「新生」計画を目指す。そのため、「お言葉ですから、網を降ろしてみま

しょう」しょう」しょう」しょう」((((司祭叙階時決意司祭叙階時決意司祭叙階時決意司祭叙階時決意))))のイメージを奥にあしらい、大阪大司教としての召命を再決意。手前の平和と聖霊ののイメージを奥にあしらい、大阪大司教としての召命を再決意。手前の平和と聖霊ののイメージを奥にあしらい、大阪大司教としての召命を再決意。手前の平和と聖霊ののイメージを奥にあしらい、大阪大司教としての召命を再決意。手前の平和と聖霊の

シンボルである鳩から下へ広がる黄金色の聖霊には、宣教目標「キリストの平和シンボルである鳩から下へ広がる黄金色の聖霊には、宣教目標「キリストの平和シンボルである鳩から下へ広がる黄金色の聖霊には、宣教目標「キリストの平和シンボルである鳩から下へ広がる黄金色の聖霊には、宣教目標「キリストの平和(P(P(P(Pax Cax Cax Cax Chhhhristiristiristiristi))))」を記銘し、」を記銘し、」を記銘し、」を記銘し、

FiFiFiFides(des(des(des(信仰信仰信仰信仰))))、、、、Spes(Spes(Spes(Spes(希望希望希望希望))))、、、、CarCarCarCarititititas(as(as(as(愛愛愛愛))))によによによによっっっって不思議な大漁て不思議な大漁て不思議な大漁て不思議な大漁のようにキリストの平和が実現できますようにとのようにキリストの平和が実現できますようにとのようにキリストの平和が実現できますようにとのようにキリストの平和が実現できますようにと

祈りを込める。三つの円は大阪府、兵庫県、和歌山県をも示す。最下部の帯の「祈りを込める。三つの円は大阪府、兵庫県、和歌山県をも示す。最下部の帯の「祈りを込める。三つの円は大阪府、兵庫県、和歌山県をも示す。最下部の帯の「祈りを込める。三つの円は大阪府、兵庫県、和歌山県をも示す。最下部の帯の「NONNONNONNON    MINISTRARMINISTRARMINISTRARMINISTRARI I I I SED SED SED SED 

MINISTRARE(MINISTRARE(MINISTRARE(MINISTRARE(仕えられるためではなく、仕えるために仕えられるためではなく、仕えるために仕えられるためではなく、仕えるために仕えられるためではなく、仕えるために))))」は、「新生」は、「新生」は、「新生」は、「新生････平和」を実現するためのモットーである。平和」を実現するためのモットーである。平和」を実現するためのモットーである。平和」を実現するためのモットーである。    

新紋章と直筆の書新紋章と直筆の書新紋章と直筆の書新紋章と直筆の書    



きたすまきたすまきたすまきたすま    ４４４４                                                                                                                                                                                        

シネマ紹介シネマ紹介シネマ紹介シネマ紹介    

「大いなる沈黙へ」「大いなる沈黙へ」「大いなる沈黙へ」「大いなる沈黙へ」    監督：フィリップ・グレー監督：フィリップ・グレー監督：フィリップ・グレー監督：フィリップ・グレーニングニングニングニング    

元町映画館元町映画館元町映画館元町映画館    

１０月１１日～１０月３１日１０月１１日～１０月３１日１０月１１日～１０月３１日１０月１１日～１０月３１日    

            ((((時間は週替り時間は週替り時間は週替り時間は週替り。。。。HPHPHPHP で確認をで確認をで確認をで確認を))))    

一般一般一般一般:1700:1700:1700:1700 円円円円    学生学生学生学生:1000:1000:1000:1000 円円円円    

シニアシニアシニアシニア(60)(60)(60)(60)･夫婦･夫婦･夫婦･夫婦 50505050･レディス･レディス･レディス･レディス((((火火火火))))････    

メンズメンズメンズメンズ((((水水水水))))割引割引割引割引    1100110011001100 円円円円    

元町通元町通元町通元町通４丁目４丁目４丁目４丁目 1111----12(12(12(12(みなと元町駅北みなと元町駅北みなと元町駅北みなと元町駅北))))    

TEL: 078TEL: 078TEL: 078TEL: 078----366366366366----2636263626362636    

http://www.motoei.com http://www.motoei.com http://www.motoei.com http://www.motoei.com     

((((評評評評) ) ) ) テレビでも紹介されたのでご存知の方も多いかもしれないが、監督フィリップ・グテレビでも紹介されたのでご存知の方も多いかもしれないが、監督フィリップ・グテレビでも紹介されたのでご存知の方も多いかもしれないが、監督フィリップ・グテレビでも紹介されたのでご存知の方も多いかもしれないが、監督フィリップ・グ

レーニングがレーニングがレーニングがレーニングが 16161616 年の交渉の後ようやく撮影できたグランド・シャルトルーズ修道院内の年の交渉の後ようやく撮影できたグランド・シャルトルーズ修道院内の年の交渉の後ようやく撮影できたグランド・シャルトルーズ修道院内の年の交渉の後ようやく撮影できたグランド・シャルトルーズ修道院内の

生活の記録。全編が沈黙の中で静かな時が流れる。何も説明はいらない。ただただこの流生活の記録。全編が沈黙の中で静かな時が流れる。何も説明はいらない。ただただこの流生活の記録。全編が沈黙の中で静かな時が流れる。何も説明はいらない。ただただこの流生活の記録。全編が沈黙の中で静かな時が流れる。何も説明はいらない。ただただこの流

れの中に身を置いて欲しい。れの中に身を置いて欲しい。れの中に身を置いて欲しい。れの中に身を置いて欲しい。さまざまな割引もあるので是非どうぞ。さまざまな割引もあるので是非どうぞ。さまざまな割引もあるので是非どうぞ。さまざまな割引もあるので是非どうぞ。    

    

    

2014201420142014 年年年年 10101010 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    

10101010・・・・    5(5(5(5(日日日日)10)10)10)10 時時時時

年間第２年間第２年間第２年間第２7777 主日主日主日主日    

明石教会に明石教会に明石教会に明石教会にて堅信式ミサて堅信式ミサて堅信式ミサて堅信式ミサ    

....    

《《《《    明石教会にて明石教会にて明石教会にて明石教会にて合同堅信式ミサを行なうため、北須磨教会でのミサはありません。》合同堅信式ミサを行なうため、北須磨教会でのミサはありません。》合同堅信式ミサを行なうため、北須磨教会でのミサはありません。》合同堅信式ミサを行なうため、北須磨教会でのミサはありません。》    

    

    

10101010・・・・12(12(12(12(日日日日) 9) 9) 9) 9 時時時時    

年間第年間第年間第年間第 28282828 主日主日主日主日    

    

Fr. Fr. Fr. Fr. 松松松松    浦浦浦浦    

    

TTTTaaaa    HHHH    T KT KT KT K    

K TK TK TK T    

((((南南南南))))    

①①①①    I I I I     MMMM    

②②②②    O RO RO RO R    

６６６６AAAA 地区地区地区地区    

KKKK・・・・HHHH    

((((洗洗洗洗) ) ) ) T AT AT AT A    

    

10101010・・・・19(19(19(19(日日日日) 9) 9) 9) 9 時時時時    

年間第年間第年間第年間第 29292929 主日主日主日主日    

Fr. Fr. Fr. Fr. 松松松松    浦浦浦浦    

Fr. Fr. Fr. Fr. 後後後後    藤藤藤藤    

To HTo HTo HTo H    

    

Y SY SY SY S    

    

    

①①①①    K NK NK NK N    

②②②②    K SK SK SK S    

１･１･１･１･4444    

地区地区地区地区    

KKKK・・・・YYYY    

((((洗洗洗洗) ) ) ) T AT AT AT A    

    

10101010・・・・26(26(26(26(日日日日))))９時９時９時９時    

年間第年間第年間第年間第 30303030 主日主日主日主日    

    

Fr. Fr. Fr. Fr. 後後後後    藤藤藤藤    

    

((((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    

N YN YN YN Y    

((((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 AT AT AT A    

子供と共子供と共子供と共子供と共

に捧げるに捧げるに捧げるに捧げる

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。    

（註）（註）（註）（註）10101010 月月月月 1111 日（水）聖テレジアの日日（水）聖テレジアの日日（水）聖テレジアの日日（水）聖テレジアの日    



                                                                                                                                                                                        きたすまきたすまきたすまきたすま    5555    

 

 

 

 

    最近読んだ本に２５年ほど前のミサ最近読んだ本に２５年ほど前のミサ最近読んだ本に２５年ほど前のミサ最近読んだ本に２５年ほど前のミサ

での説教が載っていました．そこに「近での説教が載っていました．そこに「近での説教が載っていました．そこに「近での説教が載っていました．そこに「近

頃の教会は行事教会になってしまって頃の教会は行事教会になってしまって頃の教会は行事教会になってしまって頃の教会は行事教会になってしまって

いる気がする」とあります．そして続いる気がする」とあります．そして続いる気がする」とあります．そして続いる気がする」とあります．そして続

けて「秘跡，祈りに本当に身を置いて，けて「秘跡，祈りに本当に身を置いて，けて「秘跡，祈りに本当に身を置いて，けて「秘跡，祈りに本当に身を置いて，

力づけられ，そこから出る活動でない力づけられ，そこから出る活動でない力づけられ，そこから出る活動でない力づけられ，そこから出る活動でない

と，空回りになりかねないと，空回りになりかねないと，空回りになりかねないと，空回りになりかねない」とも．な」とも．な」とも．な」とも．な

かなか耳が痛い言葉です．かなか耳が痛い言葉です．かなか耳が痛い言葉です．かなか耳が痛い言葉です．    

    「きたすま」１３３号では高齢化が「きたすま」１３３号では高齢化が「きたすま」１３３号では高齢化が「きたすま」１３３号では高齢化が

進む状況にあっても祈りの場を整える進む状況にあっても祈りの場を整える進む状況にあっても祈りの場を整える進む状況にあっても祈りの場を整える

ことができるように各位に奉仕をお願ことができるように各位に奉仕をお願ことができるように各位に奉仕をお願ことができるように各位に奉仕をお願

いしました．祈りという内的な生活にいしました．祈りという内的な生活にいしました．祈りという内的な生活にいしました．祈りという内的な生活に

裏付けられての諸行事ができる，その裏付けられての諸行事ができる，その裏付けられての諸行事ができる，その裏付けられての諸行事ができる，その

ような教会を持続して行けるようにしような教会を持続して行けるようにしような教会を持続して行けるようにしような教会を持続して行けるようにし

たいものです．たいものです．たいものです．たいものです．    

                                        （評議会会長記）（評議会会長記）（評議会会長記）（評議会会長記）    

    

    

    

    

☆☆☆☆転入転入転入転入されました☆されました☆されました☆されました☆    

住吉教会住吉教会住吉教会住吉教会からからからから第４地区第４地区第４地区第４地区へへへへ    

マリア・ミカエラマリア・ミカエラマリア・ミカエラマリア・ミカエラ        IIII        TTTT さんさんさんさん    

ようこそ北須磨へようこそ北須磨へようこそ北須磨へようこそ北須磨へ！！！！    

    

☆☆☆☆カトリック用品カトリック用品カトリック用品カトリック用品販売販売販売販売☆☆☆☆    

10101010 月月月月 26262626 日日日日    ミサ後ミサ後ミサ後ミサ後    

サンパウロの販売サンパウロの販売サンパウロの販売サンパウロの販売((((本・本・本・本・クリスマス用クリスマス用クリスマス用クリスマス用品品品品

等等等等))))があります。どうぞご利があります。どうぞご利があります。どうぞご利があります。どうぞご利用ください。用ください。用ください。用ください。    

    

    

☆☆☆☆((((教区教区教区教区))))国際協力の日国際協力の日国際協力の日国際協力の日☆☆☆☆    

１０月１９日（日）１０月１９日（日）１０月１９日（日）１０月１９日（日）    

大阪カテドラル大阪カテドラル大阪カテドラル大阪カテドラル    駐車場にて駐車場にて駐車場にて駐車場にて    

１１１１１１１１::::００００００００～～～～    大司教大司教大司教大司教司式司式司式司式    野外野外野外野外ミサミサミサミサ    

１１１１２２２２::::３０３０３０３０～エキュメニカル交流会～エキュメニカル交流会～エキュメニカル交流会～エキュメニカル交流会    

                            出店、ステージなど出店、ステージなど出店、ステージなど出店、ステージなど    

                            ((((駐車スペースはありません駐車スペースはありません駐車スペースはありません駐車スペースはありません))))    

☆☆☆☆養成講座養成講座養成講座養成講座いろいろいろいろいろいろいろいろ☆☆☆☆    

・・・・教区教区教区教区信仰見直しコース信仰見直しコース信仰見直しコース信仰見直しコース    パート２パート２パート２パート２    

    「ナザレのイエスとの新しい出会い」「ナザレのイエスとの新しい出会い」「ナザレのイエスとの新しい出会い」「ナザレのイエスとの新しい出会い」    

11/8(11/8(11/8(11/8(土土土土))))・・・・11111111////15(15(15(15(土土土土))))・・・・11111111////22(22(22(22(土土土土))))    

            午後１時半～４時午後１時半～４時午後１時半～４時午後１時半～４時    司教館司教館司教館司教館    

    参加費参加費参加費参加費 500500500500 円円円円    詳しくはポスターで詳しくはポスターで詳しくはポスターで詳しくはポスターで    

・・・・神戸神戸神戸神戸地区養成地区養成地区養成地区養成    「聖体コース」「聖体コース」「聖体コース」「聖体コース」    

        どなたでも、どなたでも、どなたでも、どなたでも、    

特に典特に典特に典特に典礼奉仕にたずさわる方礼奉仕にたずさわる方礼奉仕にたずさわる方礼奉仕にたずさわる方    

        １１１１１１１１////２４２４２４２４((((月･祝月･祝月･祝月･祝)  )  )  )      

                １０時～１６時１０時～１６時１０時～１６時１０時～１６時    神戸中央教会神戸中央教会神戸中央教会神戸中央教会    

                ((((TTTT またはまたはまたはまたは HHHH までまでまでまで))))    

〔なお基礎コース〔なお基礎コース〔なお基礎コース〔なお基礎コース 2222 日目は日目は日目は日目は 10/1310/1310/1310/13 です〕です〕です〕です〕

お 知 らお 知 らお 知 らお 知 ら せせせせ    

評 議 会 よ評 議 会 よ評 議 会 よ評 議 会 よ りりりり    

編集後記編集後記編集後記編集後記    

巨大台風、異常降雨、竜巻。異常気象が

日常化してきています。温暖化の影響が現

実化してあらためて対策を話し合う国際

社会。遅くても取り組まないよりましか。 

人口問題、貧困問題、環境衛生問題、ほ

ころびの兆候はあちらこちらに芽を出し

ており、それに対する警鐘も。 

そして 2000 年前に出された警鐘にもあ

らためて真剣に向かい合うこととしよう。 

「み国が来ますように」新しい大司教様

と共に網をおろしてみませんか。 

 (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

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) 

5555 日日日日 年間第27主日年間第27主日年間第27主日年間第27主日 合同堅信式　明石10：00～（北須磨でのミサはありません）　合同堅信式　明石10：00～（北須磨でのミサはありません）　合同堅信式　明石10：00～（北須磨でのミサはありません）　合同堅信式　明石10：00～（北須磨でのミサはありません）　

6666 月月月月 卓球(13～17)

7777 火火火火 社会活動センター炊き出し(9：30～)信仰講座(10:30～)病者高齢者訪問（13:30～）

8888 水水水水

9999 木木木木 公会議勉強会(13:30～)

10101010 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～）

11111111 土土土土 教会清掃なし 英語クラブ（14～16) 

12121212 日日日日 年間第28主日年間第28主日年間第28主日年間第28主日 ミサ9：00～ミサ9：00～ミサ9：00～ミサ9：00～ 司祭による講話/信仰講座/評議会（ミサ後）司祭による講話/信仰講座/評議会（ミサ後）司祭による講話/信仰講座/評議会（ミサ後）司祭による講話/信仰講座/評議会（ミサ後）

13131313 月月月月 卓球(13～17)

14141414 火火火火 信仰講座(10:30～)

15151515 水水水水

16161616 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）

17171717 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～）

18181818 土土土土 教会清掃（1・4地区） 英語クラブ（14～16) OASIS青年の集い（18～20）

19191919 日日日日 年間第29主日年間第29主日年間第29主日年間第29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）信仰講座/社会活動委員会（ミサ後）信仰講座/社会活動委員会（ミサ後）信仰講座/社会活動委員会（ミサ後）

20202020 月月月月 卓球(13～17)

21212121 火火火火 信仰講座(10:30～) 男の料理教室（17～）

22222222 水水水水

23232323 木木木木 オカリナ（13～）卓球（34～17）

24242424 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～）

25252525 土土土土 教会清掃なし      広報委員会（10～）

26262626 日日日日 年間第30主日年間第30主日年間第30主日年間第30主日 ミサ9：00～ミサ9：00～ミサ9：00～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）

27272727 月月月月 卓球(13～17)

28282828 火火火火 信仰講座(10:30～)

29292929 水水水水

30303030 木木木木 卓球(13～17)

31313131 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～）

11/111/111/111/1 土土土土 教会清掃(2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1・4地区です★★今月のお茶当番は第1・4地区です★★今月のお茶当番は第1・4地区です★★今月のお茶当番は第1・4地区です★

http://cathkitasuma.web.fc2.com


