
                                                                                                                                                                            

    

    

主イエス様のご降誕と新しき年のお慶びを申し上げます主イエス様のご降誕と新しき年のお慶びを申し上げます主イエス様のご降誕と新しき年のお慶びを申し上げます主イエス様のご降誕と新しき年のお慶びを申し上げます    

    後藤後藤後藤後藤    進進進進    神父神父神父神父    

    皆様、メリークリスマス、そして新年おめでとうございます。この大きな節目の時に皆様のご家皆様、メリークリスマス、そして新年おめでとうございます。この大きな節目の時に皆様のご家皆様、メリークリスマス、そして新年おめでとうございます。この大きな節目の時に皆様のご家皆様、メリークリスマス、そして新年おめでとうございます。この大きな節目の時に皆様のご家

庭の上に、神様の豊かな恵みと祝福が特庭の上に、神様の豊かな恵みと祝福が特庭の上に、神様の豊かな恵みと祝福が特庭の上に、神様の豊かな恵みと祝福が特に新しい年にあるように祈り願っております。に新しい年にあるように祈り願っております。に新しい年にあるように祈り願っております。に新しい年にあるように祈り願っております。    

私は神父になって以来、重度の障害を抱えた人たちと接する機会があり、しかもその中の殆どの私は神父になって以来、重度の障害を抱えた人たちと接する機会があり、しかもその中の殆どの私は神父になって以来、重度の障害を抱えた人たちと接する機会があり、しかもその中の殆どの私は神父になって以来、重度の障害を抱えた人たちと接する機会があり、しかもその中の殆どの

人たちが生まれつきの障害の人たちでありましたから、彼らの人生の意味について考えさせられま人たちが生まれつきの障害の人たちでありましたから、彼らの人生の意味について考えさせられま人たちが生まれつきの障害の人たちでありましたから、彼らの人生の意味について考えさせられま人たちが生まれつきの障害の人たちでありましたから、彼らの人生の意味について考えさせられま

した。彼らは毎日を生きていくために、食べることも何かをすることも、誰かの世話にならなけれした。彼らは毎日を生きていくために、食べることも何かをすることも、誰かの世話にならなけれした。彼らは毎日を生きていくために、食べることも何かをすることも、誰かの世話にならなけれした。彼らは毎日を生きていくために、食べることも何かをすることも、誰かの世話にならなけれ

ば何もできないと言ってもよい、人達でした。一見、彼らの人生の意義はどこにあるのか見えないば何もできないと言ってもよい、人達でした。一見、彼らの人生の意義はどこにあるのか見えないば何もできないと言ってもよい、人達でした。一見、彼らの人生の意義はどこにあるのか見えないば何もできないと言ってもよい、人達でした。一見、彼らの人生の意義はどこにあるのか見えない

人たち。そんな彼らを見ているうちに、私は実は健常な私たち、夫々に毎日活動することがある私人たち。そんな彼らを見ているうちに、私は実は健常な私たち、夫々に毎日活動することがある私人たち。そんな彼らを見ているうちに、私は実は健常な私たち、夫々に毎日活動することがある私人たち。そんな彼らを見ているうちに、私は実は健常な私たち、夫々に毎日活動することがある私

たちの方が、何もできないと言ったちの方が、何もできないと言ったちの方が、何もできないと言ったちの方が、何もできないと言ってよい彼らに支えられているということに気づかされました。てよい彼らに支えられているということに気づかされました。てよい彼らに支えられているということに気づかされました。てよい彼らに支えられているということに気づかされました。    

創世記創世記創世記創世記 18181818 章に、アブラハムのところに章に、アブラハムのところに章に、アブラハムのところに章に、アブラハムのところに 3333 人の旅人がやって来た時のお話があります。実はそれ人の旅人がやって来た時のお話があります。実はそれ人の旅人がやって来た時のお話があります。実はそれ人の旅人がやって来た時のお話があります。実はそれ

は神さまとは神さまとは神さまとは神さまと 2222 人の神の使いです。アブラハムは人の神の使いです。アブラハムは人の神の使いです。アブラハムは人の神の使いです。アブラハムは 3333 人に食事を提供しもてなすのですが、すると神人に食事を提供しもてなすのですが、すると神人に食事を提供しもてなすのですが、すると神人に食事を提供しもてなすのですが、すると神

は妻サラに来年子が生まれることを告げます。ご馳走になったは妻サラに来年子が生まれることを告げます。ご馳走になったは妻サラに来年子が生まれることを告げます。ご馳走になったは妻サラに来年子が生まれることを告げます。ご馳走になった 3333 人が旅を続けるのをアブラハムは人が旅を続けるのをアブラハムは人が旅を続けるのをアブラハムは人が旅を続けるのをアブラハムは

見送ろうとするのですが、神は、自分がアブラハムを選んだのは万民がアブラハムによって祝福を見送ろうとするのですが、神は、自分がアブラハムを選んだのは万民がアブラハムによって祝福を見送ろうとするのですが、神は、自分がアブラハムを選んだのは万民がアブラハムによって祝福を見送ろうとするのですが、神は、自分がアブラハムを選んだのは万民がアブラハムによって祝福を

受けるためではなかったか、と言い、そのアブラハムに神がこれからしようとすることを隠す必要受けるためではなかったか、と言い、そのアブラハムに神がこれからしようとすることを隠す必要受けるためではなかったか、と言い、そのアブラハムに神がこれからしようとすることを隠す必要受けるためではなかったか、と言い、そのアブラハムに神がこれからしようとすることを隠す必要

はない、と宣言し、はない、と宣言し、はない、と宣言し、はない、と宣言し、ソドムとゴモラは悪の町でありこれからこの町を滅ぼすことを知らせるのです。ソドムとゴモラは悪の町でありこれからこの町を滅ぼすことを知らせるのです。ソドムとゴモラは悪の町でありこれからこの町を滅ぼすことを知らせるのです。ソドムとゴモラは悪の町でありこれからこの町を滅ぼすことを知らせるのです。

そしてこの神の言葉と共にそしてこの神の言葉と共にそしてこの神の言葉と共にそしてこの神の言葉と共に 2222 人の神の使いは彼らを離れて先を急ぐようです。神とアブラハムが後人の神の使いは彼らを離れて先を急ぐようです。神とアブラハムが後人の神の使いは彼らを離れて先を急ぐようです。神とアブラハムが後人の神の使いは彼らを離れて先を急ぐようです。神とアブラハムが後

に残ります。するとアブラハムは神に意見をするように、神様、あなたはソドムに正しい人がいてに残ります。するとアブラハムは神に意見をするように、神様、あなたはソドムに正しい人がいてに残ります。するとアブラハムは神に意見をするように、神様、あなたはソドムに正しい人がいてに残ります。するとアブラハムは神に意見をするように、神様、あなたはソドムに正しい人がいて

もその町が全体として悪の町だと言うので町全体を滅ぼすのですか、それは正義と公平を実現なさもその町が全体として悪の町だと言うので町全体を滅ぼすのですか、それは正義と公平を実現なさもその町が全体として悪の町だと言うので町全体を滅ぼすのですか、それは正義と公平を実現なさもその町が全体として悪の町だと言うので町全体を滅ぼすのですか、それは正義と公平を実現なさ

るあなたのなさることではありませんと文句をつけます。神は「もしソドムにるあなたのなさることではありませんと文句をつけます。神は「もしソドムにるあなたのなさることではありませんと文句をつけます。神は「もしソドムにるあなたのなさることではありませんと文句をつけます。神は「もしソドムに 50505050 人の正しい人が人の正しい人が人の正しい人が人の正しい人が

いるなら、その者たちのために町全部を赦そう」と応じます。アブラハムは、じゃいるなら、その者たちのために町全部を赦そう」と応じます。アブラハムは、じゃいるなら、その者たちのために町全部を赦そう」と応じます。アブラハムは、じゃいるなら、その者たちのために町全部を赦そう」と応じます。アブラハムは、じゃ 45454545 人なら、と人なら、と人なら、と人なら、と

この数字を値切るように下げて行くのですが、アブラハムと神との会話は「この数字を値切るように下げて行くのですが、アブラハムと神との会話は「この数字を値切るように下げて行くのですが、アブラハムと神との会話は「この数字を値切るように下げて行くのですが、アブラハムと神との会話は「10101010 人しかいないかも人しかいないかも人しかいないかも人しかいないかも

しれません」、「そのしれません」、「そのしれません」、「そのしれません」、「その 10101010 人のために私は滅ぼさない」というところで終わっています。人のために私は滅ぼさない」というところで終わっています。人のために私は滅ぼさない」というところで終わっています。人のために私は滅ぼさない」というところで終わっています。    

私たち健常者は普通に生きる時に競争があります。欲も出ます、結果として沢山の罪を犯すこと私たち健常者は普通に生きる時に競争があります。欲も出ます、結果として沢山の罪を犯すこと私たち健常者は普通に生きる時に競争があります。欲も出ます、結果として沢山の罪を犯すこと私たち健常者は普通に生きる時に競争があります。欲も出ます、結果として沢山の罪を犯すこと

になります。それに比べて生まれた時からの重度障害者は、自分一人では何もできないとよく分かになります。それに比べて生まれた時からの重度障害者は、自分一人では何もできないとよく分かになります。それに比べて生まれた時からの重度障害者は、自分一人では何もできないとよく分かになります。それに比べて生まれた時からの重度障害者は、自分一人では何もできないとよく分か

っていて、なんと欲のないことか。それに自分を世話してくれる人を気遣って、優しい。私は彼らっていて、なんと欲のないことか。それに自分を世話してくれる人を気遣って、優しい。私は彼らっていて、なんと欲のないことか。それに自分を世話してくれる人を気遣って、優しい。私は彼らっていて、なんと欲のないことか。それに自分を世話してくれる人を気遣って、優しい。私は彼ら

を見ていて、私たちは知らず知らずのうちに彼らによって支えられて生きているとつくづを見ていて、私たちは知らず知らずのうちに彼らによって支えられて生きているとつくづを見ていて、私たちは知らず知らずのうちに彼らによって支えられて生きているとつくづを見ていて、私たちは知らず知らずのうちに彼らによって支えられて生きているとつくづく思いまく思いまく思いまく思いま

した。した。した。した。    

さらにイザヤ書さらにイザヤ書さらにイザヤ書さらにイザヤ書 52;1352;1352;1352;13----53;1253;1253;1253;12、この個所は主の僕の歌といわれるものの第、この個所は主の僕の歌といわれるものの第、この個所は主の僕の歌といわれるものの第、この個所は主の僕の歌といわれるものの第 4444 のものですが、のものですが、のものですが、のものですが、

多くの者の罪と悪に苦しめられ、彼自身には罪がなかったのに、不当な裁きによって生命を取られ多くの者の罪と悪に苦しめられ、彼自身には罪がなかったのに、不当な裁きによって生命を取られ多くの者の罪と悪に苦しめられ、彼自身には罪がなかったのに、不当な裁きによって生命を取られ多くの者の罪と悪に苦しめられ、彼自身には罪がなかったのに、不当な裁きによって生命を取られ

てしまう。彼は自らを多くの者の罪の償いの捧げものとして神に差し出す。そのことによって神のてしまう。彼は自らを多くの者の罪の償いの捧げものとして神に差し出す。そのことによって神のてしまう。彼は自らを多くの者の罪の償いの捧げものとして神に差し出す。そのことによって神のてしまう。彼は自らを多くの者の罪の償いの捧げものとして神に差し出す。そのことによって神の

志は成し遂げられる、そんな主の僕の姿が描かれています。志は成し遂げられる、そんな主の僕の姿が描かれています。志は成し遂げられる、そんな主の僕の姿が描かれています。志は成し遂げられる、そんな主の僕の姿が描かれています。    

イエス様が意識的にこの主の僕の姿を取られたのは確かです。教会はイエス様の犠牲によって私イエス様が意識的にこの主の僕の姿を取られたのは確かです。教会はイエス様の犠牲によって私イエス様が意識的にこの主の僕の姿を取られたのは確かです。教会はイエス様の犠牲によって私イエス様が意識的にこの主の僕の姿を取られたのは確かです。教会はイエス様の犠牲によって私

たちの罪は赦されたと言います。私はこの主の僕はイエス様ただ独りだとは思いません。私たちたちの罪は赦されたと言います。私はこの主の僕はイエス様ただ独りだとは思いません。私たちたちの罪は赦されたと言います。私はこの主の僕はイエス様ただ独りだとは思いません。私たちたちの罪は赦されたと言います。私はこの主の僕はイエス様ただ独りだとは思いません。私たちもももも

イエス様に倣う者でなければいけません。今年は「奉献生活者の年」です。そのことも意識しながイエス様に倣う者でなければいけません。今年は「奉献生活者の年」です。そのことも意識しながイエス様に倣う者でなければいけません。今年は「奉献生活者の年」です。そのことも意識しながイエス様に倣う者でなければいけません。今年は「奉献生活者の年」です。そのことも意識しなが

ら、結局、私たちは知らないところで支えられて生きているのです。私たちも支える者となりましら、結局、私たちは知らないところで支えられて生きているのです。私たちも支える者となりましら、結局、私たちは知らないところで支えられて生きているのです。私たちも支える者となりましら、結局、私たちは知らないところで支えられて生きているのです。私たちも支える者となりまし

ょう。イエス様を除いて、一方的に支えるだけの人はいないのでしょう。支えられ、支える関係のょう。イエス様を除いて、一方的に支えるだけの人はいないのでしょう。支えられ、支える関係のょう。イエス様を除いて、一方的に支えるだけの人はいないのでしょう。支えられ、支える関係のょう。イエス様を除いて、一方的に支えるだけの人はいないのでしょう。支えられ、支える関係の

中で、この中で、この中で、この中で、この 1111 年を、謙虚に生きて行きましょう。年頭に当たっての私の思いです。年を、謙虚に生きて行きましょう。年頭に当たっての私の思いです。年を、謙虚に生きて行きましょう。年頭に当たっての私の思いです。年を、謙虚に生きて行きましょう。年頭に当たっての私の思いです。

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                                        

わたしはこの目であなたの救いを見た（ルカ２・わたしはこの目であなたの救いを見た（ルカ２・わたしはこの目であなたの救いを見た（ルカ２・わたしはこの目であなたの救いを見た（ルカ２・30303030））））    
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待待待待    降降降降    節節節節    黙黙黙黙    想想想想    会会会会    

12121212 月月月月 21212121 日主日のミサ後日主日のミサ後日主日のミサ後日主日のミサ後、、、、

待降節の黙想会がイエズス会待降節の黙想会がイエズス会待降節の黙想会がイエズス会待降節の黙想会がイエズス会

の赤松神父様をお招きして開の赤松神父様をお招きして開の赤松神父様をお招きして開の赤松神父様をお招きして開

催されました催されました催されました催されました。。。。今回の講話は今回の講話は今回の講話は今回の講話は

「主の祈り」を主題にしてミ「主の祈り」を主題にしてミ「主の祈り」を主題にしてミ「主の祈り」を主題にしてミ

サの説教にサの説教にサの説教にサの説教に続けて進められ続けて進められ続けて進められ続けて進められ    

次のような話をなさいました次のような話をなさいました次のような話をなさいました次のような話をなさいました。。。。    

““““サムエル記に登場するダサムエル記に登場するダサムエル記に登場するダサムエル記に登場するダ

ビデはイスラエルビデはイスラエルビデはイスラエルビデはイスラエルのののの歴史上最歴史上最歴史上最歴史上最

も優れた王といわれペリシテも優れた王といわれペリシテも優れた王といわれペリシテも優れた王といわれペリシテ

軍との壮絶な戦に勝ち抜き大軍との壮絶な戦に勝ち抜き大軍との壮絶な戦に勝ち抜き大軍との壮絶な戦に勝ち抜き大

国家を建設した国家を建設した国家を建設した国家を建設した。。。。彼は権力の彼は権力の彼は権力の彼は権力の

頂点を目指していたがいつも頂点を目指していたがいつも頂点を目指していたがいつも頂点を目指していたがいつも

神の声を聞き神への厚い信頼があった神の声を聞き神への厚い信頼があった神の声を聞き神への厚い信頼があった神の声を聞き神への厚い信頼があった。。。。ダビデの子孫であるイエスはどんな方であっダビデの子孫であるイエスはどんな方であっダビデの子孫であるイエスはどんな方であっダビデの子孫であるイエスはどんな方であっ

たかたかたかたか。。。。自らを低くし弟子たちには仕える者となりなさいと教え自らを低くし弟子たちには仕える者となりなさいと教え自らを低くし弟子たちには仕える者となりなさいと教え自らを低くし弟子たちには仕える者となりなさいと教え、、、、ご自身は貧しく生きご自身は貧しく生きご自身は貧しく生きご自身は貧しく生き

罪や悪魔と絶えず戦われ罪や悪魔と絶えず戦われ罪や悪魔と絶えず戦われ罪や悪魔と絶えず戦われ、、、、神の国はあなた方の中にあると弟子たちに話された神の国はあなた方の中にあると弟子たちに話された神の国はあなた方の中にあると弟子たちに話された神の国はあなた方の中にあると弟子たちに話された。。。。    なななな

ぜ主の祈りというかぜ主の祈りというかぜ主の祈りというかぜ主の祈りというか。。。。イエスが教えられた祈りという意味もあるがイエスをイエスが教えられた祈りという意味もあるがイエスをイエスが教えられた祈りという意味もあるがイエスをイエスが教えられた祈りという意味もあるがイエスを通して通して通して通して父父父父

なる神へなる神へなる神へなる神への祈りという意味もあるの祈りという意味もあるの祈りという意味もあるの祈りという意味もある。。。。祈りの中でアッ祈りの中でアッ祈りの中でアッ祈りの中でアッババババ（父よ）の呼びかけが最もユニ（父よ）の呼びかけが最もユニ（父よ）の呼びかけが最もユニ（父よ）の呼びかけが最もユニ

ークな点であるークな点であるークな点であるークな点である。。。。””””    

ドイツの聖書学者の解説を引用しながらドイツの聖書学者の解説を引用しながらドイツの聖書学者の解説を引用しながらドイツの聖書学者の解説を引用しながら    主の祈りを７部分に分け各々の持つ深主の祈りを７部分に分け各々の持つ深主の祈りを７部分に分け各々の持つ深主の祈りを７部分に分け各々の持つ深

い意味を解りやすく説明された講話でした。い意味を解りやすく説明された講話でした。い意味を解りやすく説明された講話でした。い意味を解りやすく説明された講話でした。                                                            ((((NNNN    SSSS 記記記記))))            

クククク    リリリリ    スススス    ママママ    スススス    キキキキ    ャャャャ    ロロロロ    ルルルル    

    

今年も名谷および今年も名谷および今年も名谷および今年も名谷および    

西神中央駅前にて西神中央駅前にて西神中央駅前にて西神中央駅前にて    

クリスマスキャロルクリスマスキャロルクリスマスキャロルクリスマスキャロル    

が行われが行われが行われが行われました。ました。ました。ました。    

ご降誕の喜びを街ご降誕の喜びを街ご降誕の喜びを街ご降誕の喜びを街ゆくゆくゆくゆく    

    人々に届け人々に届け人々に届け人々に届けました。ました。ました。ました。    

    

    

12121212 月月月月 21212121 日日日日    

名谷パティオにて名谷パティオにて名谷パティオにて名谷パティオにて    
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                                                                                                                                                                                                    12121212 月月月月 23232323 日日日日    

西神プレンティにて西神プレンティにて西神プレンティにて西神プレンティにて    

名谷は名谷は名谷は名谷は 6666 回目回目回目回目、、、、西神西神西神西神

はははは 16161616 回目と回目と回目と回目となりなりなりなりすっすっすっすっ

かり地域になじんでかり地域になじんでかり地域になじんでかり地域になじんで

きてきてきてきています。います。います。います。    

立ち止まって聞いて立ち止まって聞いて立ち止まって聞いて立ち止まって聞いて

くださる方、プレゼンくださる方、プレゼンくださる方、プレゼンくださる方、プレゼン

トをもらって喜ぶ子トをもらって喜ぶ子トをもらって喜ぶ子トをもらって喜ぶ子

供たち、よき便りは供たち、よき便りは供たち、よき便りは供たち、よき便りは確確確確

かにかにかにかに届いています。届いています。届いています。届いています。    

    

チチチチ    ャャャャ    リリリリ    テテテテ    ィィィィ    ココココ    ンンンン    ササササ    ーーーー    トトトト    

    12121212 月月月月 6666 日日日日((((土土土土))))午後午後午後午後、神戸中央教会で、神戸中央教会で、神戸中央教会で、神戸中央教会で恒例の社会活動センター・須磨夜回り支援の恒例の社会活動センター・須磨夜回り支援の恒例の社会活動センター・須磨夜回り支援の恒例の社会活動センター・須磨夜回り支援の

クリスマスコンサートが開かクリスマスコンサートが開かクリスマスコンサートが開かクリスマスコンサートが開か

れました。今年でれました。今年でれました。今年でれました。今年で 9999 回目、回目、回目、回目、13131313

グループの出演がありグループの出演がありグループの出演がありグループの出演がありましたましたましたました。。。。

北須磨教会からはオカリナグ北須磨教会からはオカリナグ北須磨教会からはオカリナグ北須磨教会からはオカリナグ

ループがループがループがループが美しい音色を響かせ美しい音色を響かせ美しい音色を響かせ美しい音色を響かせ

ました。ました。ました。ました。    

また松浦神父様たちまた松浦神父様たちまた松浦神父様たちまた松浦神父様たち 6666 人の人の人の人の

司祭によるバンドや「むかし司祭によるバンドや「むかし司祭によるバンドや「むかし司祭によるバンドや「むかし

少年合唱団」も喝采を受けて少年合唱団」も喝采を受けて少年合唱団」も喝采を受けて少年合唱団」も喝采を受けて

いました。いました。いました。いました。    

    

北須磨教会北須磨教会北須磨教会北須磨教会                    

⇑⇑⇑⇑    オカリナグループオカリナグループオカリナグループオカリナグループ    

    

    

「むかし少年合唱団」「むかし少年合唱団」「むかし少年合唱団」「むかし少年合唱団」    

シルクハットにシルクハットにシルクハットにシルクハットに                        

            蝶ネクタイの蝶ネクタイの蝶ネクタイの蝶ネクタイの                        

おおおおっちゃんっちゃんっちゃんっちゃんたちたちたちたち    
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    お知らせお知らせお知らせお知らせ    

ミサ中の聖体拝領方法についてミサ中の聖体拝領方法についてミサ中の聖体拝領方法についてミサ中の聖体拝領方法について 

        典礼委員会典礼委員会典礼委員会典礼委員会 

１１月３０日から「日本におけるミサ中の聖体拝領の方法に関する指針」が発効し、１１月３０日から「日本におけるミサ中の聖体拝領の方法に関する指針」が発効し、１１月３０日から「日本におけるミサ中の聖体拝領の方法に関する指針」が発効し、１１月３０日から「日本におけるミサ中の聖体拝領の方法に関する指針」が発効し、

聖体拝領の方法が少し変わると同時にいくつかの点が明確になりました。本指針は聖体拝領の方法が少し変わると同時にいくつかの点が明確になりました。本指針は聖体拝領の方法が少し変わると同時にいくつかの点が明確になりました。本指針は聖体拝領の方法が少し変わると同時にいくつかの点が明確になりました。本指針は

2010201020102010 年年年年 2222 月の司教総会で認可され月の司教総会で認可され月の司教総会で認可され月の司教総会で認可され 2014201420142014 年年年年 6666 月に教皇庁の承認月に教皇庁の承認月に教皇庁の承認月に教皇庁の承認を受けたもので、聖体を受けたもので、聖体を受けたもので、聖体を受けたもので、聖体

を受ける際の方法や動作を通じて聖体拝領の意義や聖体に対する信仰と尊敬がしるを受ける際の方法や動作を通じて聖体拝領の意義や聖体に対する信仰と尊敬がしるを受ける際の方法や動作を通じて聖体拝領の意義や聖体に対する信仰と尊敬がしるを受ける際の方法や動作を通じて聖体拝領の意義や聖体に対する信仰と尊敬がしる

しとして示されることを目指しています。しとして示されることを目指しています。しとして示されることを目指しています。しとして示されることを目指しています。 

まず拝領の姿勢については原則としてまず拝領の姿勢については原則としてまず拝領の姿勢については原則としてまず拝領の姿勢については原則として立って拝領立って拝領立って拝領立って拝領することとなりました。これはすることとなりました。これはすることとなりました。これはすることとなりました。これは

一同が同じ姿勢で拝領することによって一致を表すとともに行列が円滑に流れるた一同が同じ姿勢で拝領することによって一致を表すとともに行列が円滑に流れるた一同が同じ姿勢で拝領することによって一致を表すとともに行列が円滑に流れるた一同が同じ姿勢で拝領することによって一致を表すとともに行列が円滑に流れるた

めです。めです。めです。めです。         

そしてそしてそしてそして手を合わせて一礼手を合わせて一礼手を合わせて一礼手を合わせて一礼し奉仕者し奉仕者し奉仕者し奉仕者((((司祭司祭司祭司祭))))の前に立ち、そして片方の手のひらを上の前に立ち、そして片方の手のひらを上の前に立ち、そして片方の手のひらを上の前に立ち、そして片方の手のひらを上

にし、その下にもう片方の手を添えて両手を差し出す。奉仕者が「キリストのにし、その下にもう片方の手を添えて両手を差し出す。奉仕者が「キリストのにし、その下にもう片方の手を添えて両手を差し出す。奉仕者が「キリストのにし、その下にもう片方の手を添えて両手を差し出す。奉仕者が「キリストの御御御御からからからから

だ」と言い拝領者が「アーメン」と答えると聖体を手の上に置く。拝領者はだ」と言い拝領者が「アーメン」と答えると聖体を手の上に置く。拝領者はだ」と言い拝領者が「アーメン」と答えると聖体を手の上に置く。拝領者はだ」と言い拝領者が「アーメン」と答えると聖体を手の上に置く。拝領者は次の方の次の方の次の方の次の方の

ためにためにためにために脇により脇により脇により脇により片方の手で聖体を取り上げ片方の手を添えながら口に入れ片方の手で聖体を取り上げ片方の手を添えながら口に入れ片方の手で聖体を取り上げ片方の手を添えながら口に入れ片方の手で聖体を取り上げ片方の手を添えながら口に入れその場でその場でその場でその場で

すべてをいただくすべてをいただくすべてをいただくすべてをいただくことになっています。ことになっています。ことになっています。ことになっています。((((「アーメン」は信仰宣言です。必ずお答え「アーメン」は信仰宣言です。必ずお答え「アーメン」は信仰宣言です。必ずお答え「アーメン」は信仰宣言です。必ずお答え

ください。ください。ください。ください。)))) 

聖体を口に受けることを望まれる方は同様に「アーメン」と答えて舌を前に出して聖体を口に受けることを望まれる方は同様に「アーメン」と答えて舌を前に出して聖体を口に受けることを望まれる方は同様に「アーメン」と答えて舌を前に出して聖体を口に受けることを望まれる方は同様に「アーメン」と答えて舌を前に出して

ください。ください。ください。ください。((((奉仕者は舌の上に聖体を載せますが、聖体を落としたり、舌に触れる虞奉仕者は舌の上に聖体を載せますが、聖体を落としたり、舌に触れる虞奉仕者は舌の上に聖体を載せますが、聖体を落としたり、舌に触れる虞奉仕者は舌の上に聖体を載せますが、聖体を落としたり、舌に触れる虞

がありますのでなるべく手で受けられるようお勧めしますがありますのでなるべく手で受けられるようお勧めしますがありますのでなるべく手で受けられるようお勧めしますがありますのでなるべく手で受けられるようお勧めします)))) 

聖体拝領はいずれか一方の形態による拝領であっても「欠けることのない拝領」で聖体拝領はいずれか一方の形態による拝領であっても「欠けることのない拝領」で聖体拝領はいずれか一方の形態による拝領であっても「欠けることのない拝領」で聖体拝領はいずれか一方の形態による拝領であっても「欠けることのない拝領」で

あって「効果に関して必要な恩恵を何ら失わない」ので普段は聖別あって「効果に関して必要な恩恵を何ら失わない」ので普段は聖別あって「効果に関して必要な恩恵を何ら失わない」ので普段は聖別あって「効果に関して必要な恩恵を何ら失わない」ので普段は聖別されたパンのみにされたパンのみにされたパンのみにされたパンのみに

よって拝領しますが、参列者がよく養成されていて両形態拝領について理解しておよって拝領しますが、参列者がよく養成されていて両形態拝領について理解しておよって拝領しますが、参列者がよく養成されていて両形態拝領について理解しておよって拝領しますが、参列者がよく養成されていて両形態拝領について理解してお

り、少数で混乱の虞がない時には司式司祭の判断によって両形態で拝領することがり、少数で混乱の虞がない時には司式司祭の判断によって両形態で拝領することがり、少数で混乱の虞がない時には司式司祭の判断によって両形態で拝領することがり、少数で混乱の虞がない時には司式司祭の判断によって両形態で拝領することが

できます。できます。できます。できます。 

御血の拝領は上記のように聖別されたパンを拝領した後、カリスの奉仕者の前に御血の拝領は上記のように聖別されたパンを拝領した後、カリスの奉仕者の前に御血の拝領は上記のように聖別されたパンを拝領した後、カリスの奉仕者の前に御血の拝領は上記のように聖別されたパンを拝領した後、カリスの奉仕者の前に

行き、奉仕者が行き、奉仕者が行き、奉仕者が行き、奉仕者が「キリストの御血」「キリストの御血」「キリストの御血」「キリストの御血」と言い、拝領者はと言い、拝領者はと言い、拝領者はと言い、拝領者は「アーメン」「アーメン」「アーメン」「アーメン」と答えます。拝領と答えます。拝領と答えます。拝領と答えます。拝領

者は差し出されたカリスを両手で受け取って少量を拝領し、奉仕者に返します。者は差し出されたカリスを両手で受け取って少量を拝領し、奉仕者に返します。者は差し出されたカリスを両手で受け取って少量を拝領し、奉仕者に返します。者は差し出されたカリスを両手で受け取って少量を拝領し、奉仕者に返します。 

以前のように聖別されたパンを受け取って御血に浸して戴いたり、拝領者が祭壇以前のように聖別されたパンを受け取って御血に浸して戴いたり、拝領者が祭壇以前のように聖別されたパンを受け取って御血に浸して戴いたり、拝領者が祭壇以前のように聖別されたパンを受け取って御血に浸して戴いたり、拝領者が祭壇

上のカリスを自分で取って拝領したり、カリス上のカリスを自分で取って拝領したり、カリス上のカリスを自分で取って拝領したり、カリス上のカリスを自分で取って拝領したり、カリスを次の拝領者に手渡すことは出来まを次の拝領者に手渡すことは出来まを次の拝領者に手渡すことは出来まを次の拝領者に手渡すことは出来ま

せん。せん。せん。せん。 

聖体を授与する奉仕は司祭、助祭以外にも、拝領者が非常に多いとか司式者が病聖体を授与する奉仕は司祭、助祭以外にも、拝領者が非常に多いとか司式者が病聖体を授与する奉仕は司祭、助祭以外にも、拝領者が非常に多いとか司式者が病聖体を授与する奉仕は司祭、助祭以外にも、拝領者が非常に多いとか司式者が病

気、高齢など必要な場合は「聖体授与のための臨時の奉仕者」が行うことができます。気、高齢など必要な場合は「聖体授与のための臨時の奉仕者」が行うことができます。気、高齢など必要な場合は「聖体授与のための臨時の奉仕者」が行うことができます。気、高齢など必要な場合は「聖体授与のための臨時の奉仕者」が行うことができます。

((((北須磨教会では「集会祭儀司式者」がこの奉仕者として任命されています北須磨教会では「集会祭儀司式者」がこの奉仕者として任命されています北須磨教会では「集会祭儀司式者」がこの奉仕者として任命されています北須磨教会では「集会祭儀司式者」がこの奉仕者として任命されています)))) 

指針にはこのほか奉仕者に必要な事項がいくつか書かれていますがここでは省指針にはこのほか奉仕者に必要な事項がいくつか書かれていますがここでは省指針にはこのほか奉仕者に必要な事項がいくつか書かれていますがここでは省指針にはこのほか奉仕者に必要な事項がいくつか書かれていますがここでは省略略略略

します。全文をご覧になりたい方はお尋ねください。します。全文をご覧になりたい方はお尋ねください。します。全文をご覧になりたい方はお尋ねください。します。全文をご覧になりたい方はお尋ねください。                                        ((((文責文責文責文責    HHHHKKKK))))    
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(単位円)

店 名 金額 店 名 金額

寄贈品コーナー 87,505 ソフィー・クツキー 47,000

古着コーナー 20,800 手作り菓子コーナー 42,100

ロザリオコーナー 4,300 浜田農園 39,850

カレーコーナー 17,954 植木コーナ 17,200

お赤飯コーナー 14,369 教会学校 4,300

うどん店 7,930 お茶類コーナー 27,750

豚 汁 店 6,065 コーヒーコーナー 7,603

たこ焼店 6,641 米屋さん 3,000

居酒屋 20,400 チーズ・コーナー 18,065

計 392,832

    

2015201520152015 年年年年 1111 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    

1111・１・１・１・１((((木木木木)10)10)10)10 時時時時    

神の母聖マリア神の母聖マリア神の母聖マリア神の母聖マリア    

Fr.Fr.Fr.Fr.後後後後    藤藤藤藤    IIII    RRRR    YYYY    SSSS    

HHHH    TTTT    

((((北北北北))))    

①①①①AAAA        MMMM    

②②②②TTTT        YYYY    

６６６６AAAA 地区地区地区地区    

NNNN・・・・KKKK    

((((洗洗洗洗) ) ) ) TTTT    AAAA    

    

1111・４・４・４・４((((日日日日) 9) 9) 9) 9 時時時時    

主の公現主の公現主の公現主の公現    

Fr.Fr.Fr.Fr.高高高高    橋橋橋橋    TTTT    YYYY    y sy sy sy s    

YYYY    KKKK    

((((南南南南))))    

①①①①IIII        RRRR    

②②②②IIII        MMMM    

６６６６AAAA 地区地区地区地区    

KKKK・・・・HHHH    

((((洗洗洗洗) ) ) ) TTTT    AAAA    

成人式成人式成人式成人式    

1111・・・・1111１１１１((((日日日日) 9) 9) 9) 9 時時時時    

主の洗礼主の洗礼主の洗礼主の洗礼    

Fr.Fr.Fr.Fr.松松松松    浦浦浦浦    TTTT    HHHH    TTTT    KKKK    

IIII    RRRR    

((((北北北北))))    

①①①①IIII        MMMM    

②②②②OOOO    RRRR    

１･１･１･１･4444    

地区地区地区地区    

KKKK・・・・YYYY    

((((洗洗洗洗) ) ) ) TTTT    AAAA    

下記．註下記．註下記．註下記．註    

①ミサ①ミサ①ミサ①ミサ    

1111・・・・18(18(18(18(日日日日))))９時９時９時９時    

年間第２主日年間第２主日年間第２主日年間第２主日    

池長池長池長池長    司教司教司教司教    TTTT    HHHH    YYYY    SSSS    

KKKK    TTTT    

((((南南南南))))    

①①①①KKKK        NNNN    

②②②②KKKK        SSSS    

１･１･１･１･4444    

地区地区地区地区    

NNNN・・・・KKKK    

    ((((洗洗洗洗) ) ) ) TTTT    AAAA    

    

1111・２・２・２・２5(5(5(5(日日日日))))９時９時９時９時    

年間第３主日年間第３主日年間第３主日年間第３主日    

Fr.Fr.Fr.Fr.後後後後    藤藤藤藤    

((((子供ミサ子供ミサ子供ミサ子供ミサ    

担当担当担当担当))))    

yyyy    ssss    

NNNN    YYYY    

((((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))))    

KKKK・・・・HHHH    

    ((((洗洗洗洗) ) ) ) TTTT    AAAA    

子供と共に子供と共に子供と共に子供と共に

捧げるミサ捧げるミサ捧げるミサ捧げるミサ                    

《註》《註》《註》《註》    ①新生計画①新生計画①新生計画①新生計画 20202020 周年ミサ周年ミサ周年ミサ周年ミサ    及び及び及び及び    建堂建堂建堂建堂 30303030 周年記念ミサ周年記念ミサ周年記念ミサ周年記念ミサ    

②担当に変更のある場合は、お聖堂入口の掲示表を赤②担当に変更のある場合は、お聖堂入口の掲示表を赤②担当に変更のある場合は、お聖堂入口の掲示表を赤②担当に変更のある場合は、お聖堂入口の掲示表を赤ボールペンでご修正下さい。ボールペンでご修正下さい。ボールペンでご修正下さい。ボールペンでご修正下さい。    

    

    

    

規約改正検討会は、昨夏に最初の会規約改正検討会は、昨夏に最初の会規約改正検討会は、昨夏に最初の会規約改正検討会は、昨夏に最初の会

議を開いた後は神父様が忙しすぎて、議を開いた後は神父様が忙しすぎて、議を開いた後は神父様が忙しすぎて、議を開いた後は神父様が忙しすぎて、

次回はいつできるだろうかの状態が続次回はいつできるだろうかの状態が続次回はいつできるだろうかの状態が続次回はいつできるだろうかの状態が続

いています。もうひと月前のことにないています。もうひと月前のことにないています。もうひと月前のことにないています。もうひと月前のことにな

ってしまいましたが、検討会開催をどってしまいましたが、検討会開催をどってしまいましたが、検討会開催をどってしまいましたが、検討会開催をど

うしましょうかと神父様と相談した結うしましょうかと神父様と相談した結うしましょうかと神父様と相談した結うしましょうかと神父様と相談した結

果、いま暫くは現状のままでとなりま果、いま暫くは現状のままでとなりま果、いま暫くは現状のままでとなりま果、いま暫くは現状のままでとなりま

した。した。した。した。    

    教会の諸委員会の活動は何かの強制教会の諸委員会の活動は何かの強制教会の諸委員会の活動は何かの強制教会の諸委員会の活動は何かの強制

力が働いてなされるものではなくて、力が働いてなされるものではなくて、力が働いてなされるものではなくて、力が働いてなされるものではなくて、

参加各位の意思があって続いていくも参加各位の意思があって続いていくも参加各位の意思があって続いていくも参加各位の意思があって続いていくも

のです。教会という信仰の場の規約は、のです。教会という信仰の場の規約は、のです。教会という信仰の場の規約は、のです。教会という信仰の場の規約は、

このような性格の活動の環境を整えるこのような性格の活動の環境を整えるこのような性格の活動の環境を整えるこのような性格の活動の環境を整える

ものであると思っています。先月も書ものであると思っています。先月も書ものであると思っています。先月も書ものであると思っています。先月も書

きましたようにゆっくりきましたようにゆっくりきましたようにゆっくりきましたようにゆっくりと時間が流れと時間が流れと時間が流れと時間が流れ

ていますのていますのていますのていますのででででもう少しお待ち下さい。もう少しお待ち下さい。もう少しお待ち下さい。もう少しお待ち下さい。    

（評議会会長記）（評議会会長記）（評議会会長記）（評議会会長記）    

    

    

    先日のバザー先日のバザー先日のバザー先日のバザーにより下記の通りご支により下記の通りご支により下記の通りご支により下記の通りご支

援を戴きました。感謝いたします。援を戴きました。感謝いたします。援を戴きました。感謝いたします。援を戴きました。感謝いたします。    

    

    

    

    

    

    

    

・神戸越年越冬・神戸越年越冬・神戸越年越冬・神戸越年越冬活動活動活動活動のお知らせのお知らせのお知らせのお知らせ    

    例年通り今年も越年越冬活動が行わ例年通り今年も越年越冬活動が行わ例年通り今年も越年越冬活動が行わ例年通り今年も越年越冬活動が行わ

れます。カトリックの担当はれます。カトリックの担当はれます。カトリックの担当はれます。カトリックの担当は 1/11/11/11/1とととと 1/51/51/51/5

です。よろしくお願いします。です。よろしくお願いします。です。よろしくお願いします。です。よろしくお願いします。    

場所場所場所場所::::東遊園地東遊園地東遊園地東遊園地((((神戸市役所南端神戸市役所南端神戸市役所南端神戸市役所南端))))    

日時日時日時日時:12/28:12/28:12/28:12/28～～～～1/51/51/51/5        10:0010:0010:0010:00～～～～15151515:30:30:30:30    

    炊き出し、生活相談など炊き出し、生活相談など炊き出し、生活相談など炊き出し、生活相談など    

    

    

評 議 会 よ評 議 会 よ評 議 会 よ評 議 会 よ りりりり    社会活動委員会より社会活動委員会より社会活動委員会より社会活動委員会より    

1111 月月月月 15151515 日は日は日は日は北須磨教会献堂北須磨教会献堂北須磨教会献堂北須磨教会献堂 30303030 周年です。新生計画周年です。新生計画周年です。新生計画周年です。新生計画 20202020 周年と併せて周年と併せて周年と併せて周年と併せて    

大阪教区の目指す新しい教会像の実現に向けて共に歩んでゆきましょう大阪教区の目指す新しい教会像の実現に向けて共に歩んでゆきましょう大阪教区の目指す新しい教会像の実現に向けて共に歩んでゆきましょう大阪教区の目指す新しい教会像の実現に向けて共に歩んでゆきましょう    



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 2015

1/11/11/11/1 木木木木 神の母聖マリア　ミサ10:00～神の母聖マリア　ミサ10:00～神の母聖マリア　ミサ10:00～神の母聖マリア　ミサ10:00～ 神戸越冬活動 炊き出し ～5日迄 　

2222 金金金金

3333 土土土土 教会清掃なし

4444 日日日日 主の公現 成人お祝い ミサ9:00～ 主の公現 成人お祝い ミサ9:00～ 主の公現 成人お祝い ミサ9:00～ 主の公現 成人お祝い ミサ9:00～ 信仰講座/典礼委員会（ミサ後） 神戸地区評(垂水)

5555 月月月月 卓球(13～17)

6666 火火火火 病者高齢者訪問（13:30～）

7777 水水水水

8888 木木木木 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)

9999 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～）

10101010 土土土土 教会清掃(1・4地区) 英語クラブ（14～16) 

11111111 日日日日 主の洗礼 献堂30周年/教区新生計画20周年 ミサ9:00～ 主の洗礼 献堂30周年/教区新生計画20周年 ミサ9:00～ 主の洗礼 献堂30周年/教区新生計画20周年 ミサ9:00～ 主の洗礼 献堂30周年/教区新生計画20周年 ミサ9:00～ 信仰講座/評議会（ミサ後）

12121212 月月月月 卓球(13～17)

13131313 火火火火 社会活動センター炊き出し(9:30～)信仰講座(10:30～)

14141414 水水水水

15151515 木木木木 キリシタン史講座（10～12） オカリナ（13～）卓球(13～15)公会議勉強会/病者高齢者訪問（13:30～） 

16161616 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～）

17171717 土土土土 阪神淡路大震災追悼ミサ(11～中央) 阪神淡路大震災追悼ミサ(11～中央) 阪神淡路大震災追悼ミサ(11～中央) 阪神淡路大震災追悼ミサ(11～中央) 教会清掃なし 英語ｸﾗﾌﾞ（14～16) OASIS青年の集い(18～20)

18181818 日日日日 年間第2主日　ミサ9:00～年間第2主日　ミサ9:00～年間第2主日　ミサ9:00～年間第2主日　ミサ9:00～　信仰講座/社会活動委員会(ミサ後)

19191919 月月月月 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　卓球(13～17)

20202020 火火火火 信仰講座(10:30～) 　　　

21212121 水水水水

22222222 木木木木 卓球(13～17)

23232323 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～）

24242424 土土土土 教会清掃・地区集会(2地区)　英語クラブ（14～16) 

25252525 日日日日 年間第3主日　ミサ9:00～年間第3主日　ミサ9:00～年間第3主日　ミサ9:00～年間第3主日　ミサ9:00～ 信仰講座（ミサ後）   

26262626 月月月月 卓球(13～17)

27272727 火火火火 信仰講座(10:30～) 男の料理(19～)

28282828 水水水水

29292929 木木木木 卓球(13～17)

30303030 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～）

31313131 土土土土 教会清掃なし　広報委員会(10～)

2/12/12/12/1 日日日日 年間第4主日　ミサ9:00～  　年間第4主日　ミサ9:00～  　年間第4主日　ミサ9:00～  　年間第4主日　ミサ9:00～  　信仰講座(ミサ後)

2222 月月月月 卓球(13～17)

3333 火火火火 ﾕｽﾄ高山右近殉教400年記念ミサ（13:30～神戸文化ﾎｰﾙ)ﾕｽﾄ高山右近殉教400年記念ミサ（13:30～神戸文化ﾎｰﾙ)ﾕｽﾄ高山右近殉教400年記念ミサ（13:30～神戸文化ﾎｰﾙ)ﾕｽﾄ高山右近殉教400年記念ミサ（13:30～神戸文化ﾎｰﾙ)

4444 水水水水

5555 木木木木 キリシタン史講座（10～12） オカリナ(13～)卓球(13～17)

6666 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～）

7777 土土土土 教会清掃(5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５地区です今月のお茶当番は第５地区です今月のお茶当番は第５地区です今月のお茶当番は第５地区です

http://cathkitasuma.web.fc2.com


