
 

『福音の喜び』を読む  ２  

                         高橋 聡神父

 この本のタイトル、福音の喜びというこ
とを説明して、教皇フランシスコは言って
います。「弟子たちの共同体の生活を満たす
福音の喜びは、宣教の喜びです。」 
 この宣教の喜びは、今の私たちにとって
一番感じ取ることの難しいものになってし
まっているかも知れません。それは、次の
言葉に私たちが抵抗を感じるからに違いあ
りません。「けれどもこの喜びには、脱出と
自己犠牲、すなわち自分自身から出て行く
というダイナミズムが伴います。それは、
つねに、新たに、より遠くに、種を蒔き続
けることです。」 
 この脱出と自己犠牲のダイナミズムに乗
りきられていないという悲しみです。この
喜びと対極にあるのは、自己を閉ざした悲
しみということになるでしょうけれども、
先進国といわれている日本においても、自
己を閉ざして、悲しみの中にいる人たちの
数が増えていっているように思われるから
です。確かにセキュリティーに守られた快
適な居住空間のように思えて、しかし人と
人との関係がますます孤立しそうな、独房
とも思える家があるのではないでしょうか。
そのようなものに象徴されるかのように。
私たちは出て行くことに勇気がもてないの
です。 
 しかしパパ様は同時に、このような状況
にある私たちにも励ましとなることを言っ
ておられます。御言葉を蒔きつづけること
をやめないように。「みことばには、わたし
たちには予測できない潜在能力があります。
みことばに備わるこの理解を超えた自由を、
教会は認めなければなりません。みことば
は、独自の方法で、また大概わたしたちの
予想をはるかに超えて、固定概念を覆すさ
まざまなかたちで成果をもたらすのです。」
家庭やさまざまなグループでみ言葉を読む

こと、その他、インターネットなどのメデ
ィアでもみ言葉を蒔きつづけることを励ま
されているように思います。 
 「教会とイエスの親しさは、旅する者の
親しさ、『本来的に、宣教を生み出す』交わ
りです」「『出向いていく』教会は、宣教す
る弟子たちの共同体です。彼らは、率先す
る人、かかわり合う人、寄り添う人、実り
をもたらす人、そして祝う人です」。 
 イエス様との親しさの中で、私たちは宣
教者となっていきます。主が「先に私たち
を愛してくださったことを知」り、弟子た
ちの共同体は率先して、「遠くにいる人を捜
し出し、疎外されている人を招」き、「いつ
くしみを示し」ます。主は弟子たちの足を
洗い、かかわられました。「福音を宣教する
共同体は、行いと態度によって他者の日常
生活の中に入っていき、身近な者となり、
必要とあらば自分をむなしくしてへりくだ
り、人間の生活を受け入れ、人々のうちに
苦しむキリストの身体に触れ」寄り添いま
す。 
 このような教皇様の福音宣教の描写は、
イエス様との親しさの中から、イエス様の
み心の思いを知り、それに生きるようにな
った人たち（教会）の姿であるといえるで
しょう。 
 教皇様は、「思い切ってもう少し『プリメ
レアル』となってください。そうすれば、
教会は『かかわる者』となれるでしょう。」
と言います。この「プリメレアル」という
言葉はパパ様が好んで使われる言葉で、率
先する、一番乗りすると言うような意味だ
そうです。神さまが率先して私たち罪人を
愛してくださったということに応えて、率
先して人々にいつくしみを示すと言う意味
あいでここでは使われています。 

ききたたすすまま          
この人が汚れた霊に命じると、その言うことを聴く（マルコ１・27） 
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きたすま ２                                               

成 人 の お 祝 い 

１月４日（日）成人のお祝いがありました。今年晴れて成人の仲間入りをしたのは

以下のお二人です。お二人とも当日の出席は叶いませんでしたが、今後のご活躍をお

祈りいたします。 

ベルナデッタ KM さん 

マリア・ミカエラ OA さん 

 

 

震 災 ２０ 周 年 追 悼 ミ サ 

 

１月１７日、１１時から神戸中央教会で震災２０周年追悼ミサが前田万葉大司教、

松浦悟郎司教を迎えて行われました。前田大司教様は、震災を経て助け合うことの大

切さを知った私たちはそれを伝え、日々に生かすことが重要だと語られました。 

ミサ後は当時の炊き出しを思い出すような温かい芋煮汁が北須磨教会有志の奉仕

でふるまわれました。 
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阪神淡路大震災から２０年目のレクイエム 
 

ルドヴィコ KM

阪神淡路大震災から２０年。日本テレマン協会の延原氏の熱い要望があり、前田万

葉大司教司式の阪神淡路大震災２０年の追悼ミサの直後ではあったが、ガブリエル・

フォーレのレクイエムがミサ形式で約５００名の参加者を得て演奏された。 

初めての試みであったことと、多くの参加者はミサであることを知らされていなか

ったため、大きなサプライズであった。入際唱・哀れみの賛歌・奉納唱・感謝の賛歌・

平和の賛歌がミサ進行に合わせ演奏され、そしてご聖体拝領時には、Libera Me（私

を解き放ってください）、退堂時には、In Paradisum（楽園へ）が演奏されてミサは

終わった。非キリスト者もプロテスタントの人も、異口同音に「感動した」とか「素

晴らしかった」を連発して、お手伝いをしていた我々にまで、お礼を言いに来られた。

勿論、司式された池長大司教・指揮をされた延原武春氏も満足そうであった。祭壇周

りがこじんまりした日本の教会堂ではなかなか体験できないミサ形式の演奏会、今後

も機会があればお願いしたいものだと思った。それにしても、神戸中央教会の設計者

が語る通り、教会音楽が良く生える教会堂であり、テレマン協会友の会会員である小

生でも、何度でも、この教会堂でコンサートをもっと聴いて行きたいと、改めて感じ

る機会となった。 
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神戸・越年越冬「冬の家」in 東遊園地 
 

第20回越年・越冬活動として、2014年12月28日(日)～2015年1月5日(月)

の日程で、カトリック担当が 1 月 1 日と 5 日と知り体験しました。1 日(元日)の事

前の天気予報では寒く風が強くなるとの予報でしたが、10 時頃に着くと予想以上に

冷たく強風で、また前夜の雨もあり、本部より早々に安全のためテントの設営は中止、

代わりに強風への安全対策との作業指示に参加したり、手際よい炊き出し準備/調理

のお手伝いをする初体験の機会に預かりました。 

1 日の北須磨関係の参加者はシスター4 名と信徒 1 名でした。 

本部より、炊き出し提供食は「220 食強」+「ボランティア 50 名弱」と散髪 7 名と

の報告でした。メニューは美味の「餅入り雑煮とごはん」でした。 

5 日は小春日和的な天気で、北須磨関係は「松浦謙神父、シスター1 名と信徒 9名」

が参加されました。10 時からテントの撤去、並行して手際よく炊き出し準備/調理(メ

ニュー/中華丼)とお土産準備が進められ、また他方、提供を受ける方たちも整然と並

んでおられました。 

本部より、5 日の提供食は「210 食強」+「ポランティア 50 名弱」で、生活相談

では複数の中で 1 名の方から「震災から 20 年に成るも…」の相談があつた旨の報告

がありました。また、2014 年に亡くなられた方 7 名を含め 20 年前から亡き方々

の祭壇が設けられていました。 

炊き出し提供食は減少傾向とのことですが、すべての人が曖のあるところで、穏や

かに喜び暮らせる日が来ることを祈りたいと思いました。 

(社会活動委員会 IM) 
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寄 稿 「GOSPEL in 文楽」（DVD）鑑賞記 

 

MS

昨年 12 月中旬、パオラ神父さんの近

著「イエス ー 歴史的アプローチ」の、

信仰養成講座向けに編集したテキストの

朗読録音を終えてホットひと息ついた時、

作業を助けてくださった Yさんが私にス

ッと DVD を差し出されました。 

 ケースの表には、ボロをまとった厳し

い顔の人形の写真とともに、「これは我が

体、我が血である」と印刷されてあり、

裏には「“文楽”によって描かれるイエ

ス・キリストの生涯」とありました。 

 受け取った瞬間には、録音で熱くなっ

た頭では正直なところお預かりして帰る

ほかなにも考えが回らず、その後 5 日ほ

ど経ってケースの封を切りました。 

 公演を収録した所は、大阪の川口基督

教会聖堂。祭壇の前に黒幕が垂れその前

がいわゆる舞台。浄瑠璃と三味線は舞台

に向かって左手。観客席のすぐ脇にしつ

らえてあるようでした。劇場とは位置が

違うなとか、カタカナで記される遠国の

人名や地名などが、浄瑠璃の発声・発音

でどうなるのかなと思いながらも集中し

て見ました。 

 いやあ驚きました。何よりも聖書の内

容をほんとに見事に捉えていて、語りで

も三味線の音楽でも、また人形の動きで

も大切なことをあまさず表出し伝えてい

ました。 

 特に私の心をグッと掴んだのは、ボロ

をまとわされたイエスさまと正座して

深々とお辞儀されるマリアさまの姿でし

た。そのイエスさまが、少し開かれた黒

幕の後ろの大きな十字架に架けられる場

面や、マリアさまのつつましく美しいお

辞儀姿を、私は胸を熱くしながら見入っ

てしまいました。 

 DVD はさほど長くはない時間でした

が、見終わったときにはたっぷりと心満

たされた思いがしていました。三百年近

く受け継がれ、大阪上方の庶民が守り育

てて来た伝統芸能が、こんなに見事に聖

書の伝える二千年前の出来事を描きだし

たとは。日本の伝統文化の中にキリスト

の福音は溶け込み根をおろしている、と

言えるのではないでしょうか。 

 いちど機会を見ていっしょに鑑賞し、

分かち合ってみたいと思います.。 
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寄 稿 映画"Son of God"を観て 

KK

 先日、久々に映画館にて、ある映画

を観にいきました。映画の作品名は"Son 

of God"、直訳として、神の子どもと示

されています。 

私は、学生の時から今まで、色々な教

会関係の映画は、直接、映画館で観る様

にしています。中には、聖書の内容とは

全く程遠い作品もありましたが、この作

品はキリストを信じている私たちにとっ

ては、見ごたえのある作品に仕上がって

いると思いました。内容は、私としての

私感が表われたりするので記すことは遠

慮しますが、まず、この作品、映画はカ

トリック中央協議会推薦であることです。 

キリストの 12 使徒の 1 人であるヨハ

ネの語りから始まり、キリストの生涯が

聖書に忠実に表現されています。聖書を

読んでキリストを知る人も多くいますが、

中々、聖書を読むまでに手が出せない人

もいるでしょう。そんな人にとっては、

良いガイドになると思います。 

また、キリストを信仰している私たち

にとっても、イエス・キリストが、まこ

との「神のふところにいる独り子」(ﾖﾊﾈ

1:18)だったという確信を、ますます深

めるに違いないでしょう。 

キリストの行った奇跡やことば、背景

等、多分、私たちが知っている内容です

が、短い時間にたくさん詰めこまれてい

る感じもあります。しかし、イスラエル

入城から十字架上で命を引き取るまでの

映像表現は、ずい分、時間を使って表現

されています。 

今までの映画では、あまり表現されて

いなかった母マリアの苦しみ悲しみも、

よく表現されています。私としても、お

勧めいたします。是非ご覧になって下さ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鉄人司祭ケン フルマラソンを完走!! 

 去る 12 月 23 日に行われた加古川マラソンにて松浦謙神父さまが初出場で

42.195kmを完走された。タイムは５時間５分、初出場としては立派な記録。 

「６０歳になる前に一度チャレンジしてみたかった」とのこと。「自転車で体

を鍛えていらっしゃるから、、、」との問いに「全然違う感覚、後半最後の方は

足が動かなかった」と。神父さまはそのまま西神のキャロルに参加され、ギタ

ー伴奏。「やっぱり鉄人司祭!」と感じ入る次第。加古川マラソンには一昨年、

松永助祭も参加し完走された。 
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2015 年 2 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 

２・１(日) 9 時 

  年間第４主日                                      
Fr 高 橋 TH TK 

NS 

(南) 

①KK 

②OM 

 

２地区 

 

K・Y 

(洗) KR 
 

２・８(日) 9 時 

  年間第 5 主日 
Fr 松 浦 HT YS 

HK 

(北) 

①ST 

②KT 

3・6B・

7 地区 

N・K 

(洗) KR 
 

2・15(日) 9 時 

年間第 6 主日 
池長司教 IR YS 

HT 

(南) 

①TH 

②SM 

3・6B・

7 地区 

K・H 

(洗) KR 
 

2・18(水)1９時 

  灰の水曜日 
Fr 後 藤 HK YS 

YK 

(北) 

①SY 

②SA 
５地区 

K・Y 

(洗) KR 
 

2・２2(日)９時 

四旬節第１主日 
Fr 後 藤 

(子供ミサ 

担当) 
YS 

IR 

(南) 

①子供・担当 

②   〃 

(子供ミサ

担当) 

N・K 

(洗) KR 

子供と共に

捧げるミサ      

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。 

 

 

 

 

 次期の評議会の諮問評議員選出の選

挙の日程が決まりました．掲示してあ

りますのでご覧下さい．４月５日の復

活祭前には評議員候補が決まり，１２

日には新評議会会長・副会長が選出さ

れます．１９日のミサで司祭によって

新諮問評議員が任命・派遣され，そし

て，ミサ後に信徒総会が開かれます．

これら日程にご協力下さい． 

（評議会会長記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆転出されました☆ 

第 1地区 

マリア・ローザ SEさま 

香里教会へ 

お元気で！ 

 

☆キリスト教入門講座「共に歩む旅」☆ 

1月から毎月第4日曜ミサ後集会室に

てキリスト教を学んでみたい方、洗礼

を望まれる方、ご一緒に歩んでいただ

ける方、どなたでもどうぞ。 

 

 

 

評 議 会 よ り お 知 ら せ 

編 集 後 記 
  

今月号は編集会議の時点では、６ページの予定でしたが、「Gospel in 文楽」

DVD や映画“Son of God”の鑑賞の寄稿もあり、フルサイズの８ページとなりま

した。広報委員会では、多くの皆様からの原稿をお待ちしております。  （GTH） 
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