
 

映画「大いなる沈黙へ」を観て  

松浦  謙神父  

先日「大いなる沈黙へ」という映画を観に行きました。この映画は、フランスアル

プス山脈にたつグランド・シャルトルーズ修道院で生きるカルトジオ修道会の隠修士

たちの生活を撮影したドキュメンタリーです。約 30 人ほどの修道士たちは厳格な戒

律を守り、毎日を祈りにささげ、一生を清貧のうちに生きています。修道院では訪問

者もラジオもテレビも許されていません。また定められた時しか、会話も許されてい

ません。日課は、20 時までに就寝。約３時間眠り、真夜中に起きて賛歌といわれる

朝の祈りを礼拝堂で行います。２～３時間の祈りの後いったん部屋に戻ってしばらく

眠り、６時半に起床です。７時にレクチオディビナ（ミサの準備のため聖書を読む）

８時にミサ、その後、霊的読書。昼にも数回決められた祈りを個室でささげます。16

時に晩課といわれる夕の祈り。18 時 45 分に就寝前の祈りを唱えて１日を終えます。

聖堂で、修道者たちは無伴奏でグレゴリオ聖歌を歌います。これらの祈りは、聖務日

課（教会の祈り）ともいわれ、世界中の修道院や教会などで各国の言葉でささげられ

ています。修道士たちの個室にあるのは、祈るためのひざまずき台、まきストーブ、

小さなブリキの箱、寝台と机のみです。祈り以外は、衣服の洗濯、皿洗い、庭仕事、

木を切る作業、修道会のための雑務、学習をします。日曜日のみ、修道士たちは皆で

外出し、約４時間のウォーキングができ会話がゆるされます。そうして互いの絆を深

めます。 

次の聖書のことばが字幕に映し出されるシーンがありました。「自分の持ち物を一

切捨てないならば、あなたがたは誰一人としてわたしの弟子ではありえない」（ルカ

14:33）これはイエス様が弟子に言われたことばです。イエス様は確かに非常に厳し

い要求をされました。しかし、すべての人が同じようにすることを求めてはいません。

わたしたちそれぞれに、神様から召された道があります。この観想修道会に入る人々

には特別な使命が与えられているといえます。その大きな役目のひとつは、教会のた

め、世界の人々の救いのために祈るということです。わたしたちは彼らとキリストに

おいて結ばれています。今回、観想修道会の方たちの奉献生活を映画で観て、改めて

この人たちに感謝したいと思いました。神の家族ともいえる、全教会共同体の交わり

の中で、そのとうとい使命を果たしてくれているからです。 

ききたたすすまま          
律法全体と預言者は、この二つの掟に基づいている（マタイ 22・40） 
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合 同 堅 信 式 

10 月 5 日（日）明石教会において松浦悟郎司教司式による西ブロック合同堅信式

が行われました。北須磨教会からは４人の方が受堅されました。ミサの後には各小教区

からの出店による交流会がおこなわれました。 

司教様と受堅者、代父母の皆さん 

ラファエル SR 

二年前、堅信式がテニスの試合当日と重なったことで受けることができなかったけ

れど、今年は一生に一度しか経験できない堅信をうけることができました。なかなか

教会にいけないけれど、この日を迎えられたのは神様がいつもみていてくださるんだ

ということを感じました。 

エドワード SI 

今まで堅信の勉強を積み重ねてきて最初で最後の堅信式にでることができました。

司教さまのお話で堅信のことがよくわかりました。これから周りの人に優しくしたり、

悲しんだり困っている人に自分ができることをしたいと思いました。 

 

ミカエル UR 

北須磨教会の皆様には、勉強会等でご指導、ご支援、たくさんの励ましのお言葉を

いただきました。心から感謝いたします。これからも神の子として前を向いて歩んで

行けますよう、どうぞ見守ってください。（母 UT 記） 

 

クララ YC 

 堅信の秘跡にあずかり、何だか今までの私とはちがう私になったみたいに心の中

から力がわいてきます。聖霊のすごさをかんじます。準備のための講座やお祈り下さ

った方々に心から感謝しています。ありがとうございました。
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信徒養成基礎コースに参加して 

TE 

 ９月 15 日、10 月 13 日に、中央教会で開催された、信徒養成「基礎コース」に参加

しました。二回シリーズのテーマは「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、人々により良く仕えるために」でした。 

一日目の参加者は約 90 人。全体集会の後、11 のグループに分かれ、ルカ 19：１～

10 のザアカイとイエス様との出会いの箇所を、セブンステップ法で分かち合いました。

殆どが初対面のメンバーで、多少のぎこちなさもありましたが、午後のコリントの信徒へ

の手紙Ⅰ12：20～31の分かち合いでは、一人一人の心が開かれ、共同体についてより

深い分かち合いができたように思います。み言葉の持つ力を実感した一日でした。 

 二日目は、台風の影響もあり約 60人の参加者でした。午前は全体会で、六甲教会の信

徒の方を講師に、公会議の歴史を学び、その後、グループに分かれ、ヨハネ 13：34～

35、14：15～18をセブンステップ法で分かち合いました。午後は全体会で、主に、「大

阪教区の新生のための基本方針」を学びました。その中一つで、聖霊の導きを識別しなが

ら共に歩む教会について、識別とは、手段ではなく生き方、キリストの眼差しで物事を見

ること。例として、ザアカイを見つめるキリストの眼差しを想うということがあげられま

した。そのためには、祈りと分かち合いと聖書が必要と言われたことが心に残りました。 

 

 

２014 年 11 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 

11・ 2(日)９時 

年間第 31 主日 

死者の日 

Fr 後 藤 TH YS 
NS 

(南) 

①KK 

②OM 
２地区 

K・H 

(洗) KR 
 

11・ 9(日) 9 時 

年間第 32 主日 

ラテラン教会献堂 

Fr 松 浦 
(子供ミサ 

担当) 
YS 

HT 

(北) 

①子供・担当 

②   〃 

(子供ミサ 

担当) 

K・Y 

(洗) KR 

子供と共に

捧げるミサ

七・五・三 

11・16(日) 9 時 

年間第 33 主日 
Fr 春 名 HT YS 

HK 

(南) 

①ST 

②KT 

３･６B 

･７地区 

N・K 

(洗) KR 
バザー 

11・23(日)９時 

年間第 3４主日 

王であるキリスト 

Fr 高 橋 

池長司教 
IR TK 

 
①TH 

②SA 

３･６B･

７地区 

K・H 

(洗) KR 
 

11・30(日)９時 

待降節第 1 主日 

（ B 年 ） 

Fr 後 藤 HK TK 
YK 

(北) 

①SY 

②SM 
５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                       合 唱 団 

YS 

今は諸事情あって休団しているけれど昨年の 10 月まで合唱団員のはしくれだっ

た。６年ほど歌わせて頂くなかでチョット分かったことがある。 

合唱は当然のことながら皆で声と心を合わせて１つの作品を作るのである。 

指揮者の指示に従って、、、。 

自分だけでなく他のパートの声をよく聴くこと。自分にできないところは遠慮する

こと。発生、音程、リズム、間のあけ方、と細かく指導される。 

指揮の先生はご自身が指導なさったことをすべて全身を使って表現して下さる。 

手だけではない。足をふみならし口も目も彼の身体中からその「曲」があふれ出して

いるのである。 

団員はそれを見逃さず、「よく聴き、よく視て」息を合わせてうたうのである。 

ある時アルトの端っこでうたっていた私は少々なまけていた。テキトーにうたって

いると「もっと声を出して!!」と先生。 

アルト全員に言っているのだと思った。やや声は大きくなった。 

「ちゃんと歌う!!」皆の姿勢に緊張が走る。 

それでも私はテキトーにうたっていた。 

「もっと出るやろ!!!」先生がキッとこちらをにらんだ。 

え!? 私? 

大きく息を吸いこみ大声を出した。 

「それでええんや! できるんやったらさいしょからやれ!」 

150 人もいる合唱団員の中のたった一人の団員のサボりに先生は気付いていた。 

彼は１人１人の声をちゃんと聴いていて出せ!とか押さえろ!とか指示がとぶ。 

私１人ぐらいサボっても分からないだろうなどと思うのはとんでもない態度なの

だった。20 年ぶりに教会に出戻り、昔とはちがう姿勢でミサに臨む時、よく合唱団

の事を思い出す。 

ラテン語でミサ曲やレクイエムを毎年うたってきた、ということとは別に、「一つ

になることを構成する自分の役割と責任」である。 

本当に一つになれた時、全身に鳥肌が立つほどの感動がある。 

今ごろはクリスマスの「第九」に向けての練習が始まっている。 

毎年毎年くり返す年末の第九。「今年の第九はこんな風にしたい」と先生は常に前進

する。構成するメンバーも少しずつ入れ替わり、同じ曲でありながらいつも新しいの

である。 

「歓喜に満ちて」と訳された「Freude（フロイデ）」。作曲家シラーの祈りを歌い

上げる。天国をうたった歌だと思っている。その歓喜を客席に届ける役割も忘れちゃ

だめだ。 
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 離れた所から人が寄り集まって来て何

かを考えるとか何かをするのは日頃よく

あることです．この１年半，評議会に関

係することで寄り合って会議をすること

が小教区内外ともに随分ありました．そ

こでいつも気になったのが会議に付き物

がオーバーヘッドです．話しの中身とは

関係のない会議を開くために余分な負担

のことで，会議の場所に出向くための移

動時間がオーバーヘッドの典型です．も

ちろん，小教区の委員会活動でもオーバ

ーヘッドは必ずあり，一般に，関係する

人の数が，あるいは地域の数が多ければ

多いほど大きくなります． 

 行事教会にならないようにしなければ

と先月書きましたが，祈りの場を整える

ための活動でオーバーヘッドが増えて行

き，逆に，祈りのための時間が減って行

くなら本末転倒です．評議会に関係する

会議の多さとそれらの会議に関係する

人々の多さが気になっています． 

（評議会会長記） 

 

 

 

 

☆転入されました☆ 

六甲教会から第３地区（東落合）へ 

ミカエル    SKさま 

マリア・ローザ  SKさま 

 

ようこそ北須磨へ！ 

 

 

 

☆福音宣教を考える会☆ 

 

わたしたちは人々に福音の光を届ける

ために、どうすればよいでしょう。信仰

を求めている人や求道者の方たちを迎え

入れるために、わたしたちは何をすれば

よいでしょう。話し合いと祈りの時を持

ちたいと思います。どうぞ参加してくだ

さい。 

◆対象：現在、信仰入門講座・聖書の集

いなどにかかわっている人。宣教

チーム「からし種」コース修了者。

“今後、自分なりに奉仕したい、”

と思っている人たち。 

◆内容： 

① 聖書の分かち合いと祈り 

② 現状報告と今後の課題 

③ 洗礼の準備について（成人のキリスト

教入信式） 

◆場所と日程 

北須磨教会：11月 9日（日）13:00 

神戸西ブロック宣教司牧チーム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評 議 会 よ り 

お 知 ら せ 

 
編 集 後 記 

 

 来月末から待降節が始まります。時

間の流れる早さを実感します。 

 先日、池長大司教さまが、自分の心

の動きを振り返る時間を持つようにと

勧めて下さったことをふと思い出しま

した。 

忙しさにかまけて、その日暮らしの

毎日ですが、そんな時間を日々もつこ

とが出来ればと考えています。 

（GTH） 
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