
    

    

    

お世話になりました！お世話になりました！お世話になりました！お世話になりました！    

    春名春名春名春名    昌哉昌哉昌哉昌哉    神父神父神父神父    

    このたび、大阪教区の人事異動によこのたび、大阪教区の人事異動によこのたび、大阪教区の人事異動によこのたび、大阪教区の人事異動によ

り姫路西ブロックに転任することにり姫路西ブロックに転任することにり姫路西ブロックに転任することにり姫路西ブロックに転任することに

なりました。三年間、神さまの恵みとなりました。三年間、神さまの恵みとなりました。三年間、神さまの恵みとなりました。三年間、神さまの恵みと

皆様の支えによって歩んでくること皆様の支えによって歩んでくること皆様の支えによって歩んでくること皆様の支えによって歩んでくること

ができました。心ができました。心ができました。心ができました。心より感謝いたします。より感謝いたします。より感謝いたします。より感謝いたします。    

    本当であれば、あと数年はこのブロ本当であれば、あと数年はこのブロ本当であれば、あと数年はこのブロ本当であれば、あと数年はこのブロ

ックにいると思っていました。しかしックにいると思っていました。しかしックにいると思っていました。しかしックにいると思っていました。しかし

昨年、有馬神父様の急逝という思いが昨年、有馬神父様の急逝という思いが昨年、有馬神父様の急逝という思いが昨年、有馬神父様の急逝という思いが

けない事態が起こり、まだ若く、動けけない事態が起こり、まだ若く、動けけない事態が起こり、まだ若く、動けけない事態が起こり、まだ若く、動け

る司祭である私に白羽の矢が立ってる司祭である私に白羽の矢が立ってる司祭である私に白羽の矢が立ってる司祭である私に白羽の矢が立って

しまいました。残念ではありますが、しまいました。残念ではありますが、しまいました。残念ではありますが、しまいました。残念ではありますが、

新しい任地で心機一転、頑張っていき新しい任地で心機一転、頑張っていき新しい任地で心機一転、頑張っていき新しい任地で心機一転、頑張っていき

たいと思っています。たいと思っています。たいと思っています。たいと思っています。    

    司祭に叙階されて初めての共同司司祭に叙階されて初めての共同司司祭に叙階されて初めての共同司司祭に叙階されて初めての共同司

牧を体験したのが神戸西ブロックで牧を体験したのが神戸西ブロックで牧を体験したのが神戸西ブロックで牧を体験したのが神戸西ブロックで

した。比較的大きな教会が多いこのブした。比較的大きな教会が多いこのブした。比較的大きな教会が多いこのブした。比較的大きな教会が多いこのブ

ロックで、田舎の小さな教会出身であロックで、田舎の小さな教会出身であロックで、田舎の小さな教会出身であロックで、田舎の小さな教会出身であ

る私にとって、戸惑うことがあったのる私にとって、戸惑うことがあったのる私にとって、戸惑うことがあったのる私にとって、戸惑うことがあったの

も事実です。小さな教会ではすべてのも事実です。小さな教会ではすべてのも事実です。小さな教会ではすべてのも事実です。小さな教会ではすべての

信者さんの顔と名前が一致しますが信者さんの顔と名前が一致しますが信者さんの顔と名前が一致しますが信者さんの顔と名前が一致しますが、、、、

このブロックではなかなか名前が覚このブロックではなかなか名前が覚このブロックではなかなか名前が覚このブロックではなかなか名前が覚

えられない、顔と名前が一致しないなえられない、顔と名前が一致しないなえられない、顔と名前が一致しないなえられない、顔と名前が一致しないな

ど、皆様にご迷惑をおかけすることもど、皆様にご迷惑をおかけすることもど、皆様にご迷惑をおかけすることもど、皆様にご迷惑をおかけすることも

あったと思います。あったと思います。あったと思います。あったと思います。    

しかし、この三年間は私にとって素晴しかし、この三年間は私にとって素晴しかし、この三年間は私にとって素晴しかし、この三年間は私にとって素晴

らしい体験になりました。司祭は多くらしい体験になりました。司祭は多くらしい体験になりました。司祭は多くらしい体験になりました。司祭は多く

の人々の祈りに支えられていることの人々の祈りに支えられていることの人々の祈りに支えられていることの人々の祈りに支えられていること

を実感することができました。これかを実感することができました。これかを実感することができました。これかを実感することができました。これか

ら新しい任地に移りますが、この気持ら新しい任地に移りますが、この気持ら新しい任地に移りますが、この気持ら新しい任地に移りますが、この気持

ちを忘れることなく司牧活動に当たちを忘れることなく司牧活動に当たちを忘れることなく司牧活動に当たちを忘れることなく司牧活動に当た

っていけるよう努力していきます。っていけるよう努力していきます。っていけるよう努力していきます。っていけるよう努力していきます。    

これから私たちは聖週間を迎えます。これから私たちは聖週間を迎えます。これから私たちは聖週間を迎えます。これから私たちは聖週間を迎えます。

キリストの受難を黙想すると共に、自キリストの受難を黙想すると共に、自キリストの受難を黙想すると共に、自キリストの受難を黙想すると共に、自

分の犯した罪と向き合い回心の道を分の犯した罪と向き合い回心の道を分の犯した罪と向き合い回心の道を分の犯した罪と向き合い回心の道を

歩む時期でもあります。また洗礼志願歩む時期でもあります。また洗礼志願歩む時期でもあります。また洗礼志願歩む時期でもあります。また洗礼志願

者の方々には受洗のため者の方々には受洗のため者の方々には受洗のため者の方々には受洗のための大切な準の大切な準の大切な準の大切な準

備期間になります。言わば、私たちの備期間になります。言わば、私たちの備期間になります。言わば、私たちの備期間になります。言わば、私たちの

信仰の初心に立ち返る時期です。自ら信仰の初心に立ち返る時期です。自ら信仰の初心に立ち返る時期です。自ら信仰の初心に立ち返る時期です。自ら

の心と向き合い、自分の犯した罪を認の心と向き合い、自分の犯した罪を認の心と向き合い、自分の犯した罪を認の心と向き合い、自分の犯した罪を認

める。それは簡単なことではありませめる。それは簡単なことではありませめる。それは簡単なことではありませめる。それは簡単なことではありませ

ん。むしろ避けて通りたいものでしょん。むしろ避けて通りたいものでしょん。むしろ避けて通りたいものでしょん。むしろ避けて通りたいものでしょ

う。しかしキリストの十字架を思うとう。しかしキリストの十字架を思うとう。しかしキリストの十字架を思うとう。しかしキリストの十字架を思うと

き、私たちはこの道を避けて通ることき、私たちはこの道を避けて通ることき、私たちはこの道を避けて通ることき、私たちはこの道を避けて通ること

は出来ません。初心に返って、神に従は出来ません。初心に返って、神に従は出来ません。初心に返って、神に従は出来ません。初心に返って、神に従

う心を新たにする必要があります。そう心を新たにする必要があります。そう心を新たにする必要があります。そう心を新たにする必要があります。そ

して私たちはまた一歩、キリストに近して私たちはまた一歩、キリストに近して私たちはまた一歩、キリストに近して私たちはまた一歩、キリストに近

づくことが出来るようになるのです。づくことが出来るようになるのです。づくことが出来るようになるのです。づくことが出来るようになるのです。    

神戸西ブロックでの残された日々も神戸西ブロックでの残された日々も神戸西ブロックでの残された日々も神戸西ブロックでの残された日々も

わずかになりました。どこに行ったとわずかになりました。どこに行ったとわずかになりました。どこに行ったとわずかになりました。どこに行ったと

しても司祭として、また信者として感しても司祭として、また信者として感しても司祭として、また信者として感しても司祭として、また信者として感

じた初心を忘れることなくがじた初心を忘れることなくがじた初心を忘れることなくがじた初心を忘れることなくがんばっんばっんばっんばっ

ていこうと思います。本当にお世話にていこうと思います。本当にお世話にていこうと思います。本当にお世話にていこうと思います。本当にお世話に

なりました。ありがとうございました。なりました。ありがとうございました。なりました。ありがとうございました。なりました。ありがとうございました。    

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                                        
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四旬節黙想会四旬節黙想会四旬節黙想会四旬節黙想会    

3333月月月月15151515日日日日((((日日日日))))コリンズ神父様（イエスズ会、コリンズ神父様（イエスズ会、コリンズ神父様（イエスズ会、コリンズ神父様（イエスズ会、

上智大学教授、上智短期大学学長、京都聖母上智大学教授、上智短期大学学長、京都聖母上智大学教授、上智短期大学学長、京都聖母上智大学教授、上智短期大学学長、京都聖母

短期大学学長を歴任）の四旬節黙想会があり短期大学学長を歴任）の四旬節黙想会があり短期大学学長を歴任）の四旬節黙想会があり短期大学学長を歴任）の四旬節黙想会があり

ました。この日は神父様がました。この日は神父様がました。この日は神父様がました。この日は神父様が 46464646 年前に叙階さ年前に叙階さ年前に叙階さ年前に叙階さ

れた記念の日でもあり、「罪と告解」についてれた記念の日でもあり、「罪と告解」についてれた記念の日でもあり、「罪と告解」についてれた記念の日でもあり、「罪と告解」について

聖書の言葉を引用されながら、内容の深いメ聖書の言葉を引用されながら、内容の深いメ聖書の言葉を引用されながら、内容の深いメ聖書の言葉を引用されながら、内容の深いメ

ッセージを力強く与えて下さいました。ッセージを力強く与えて下さいました。ッセージを力強く与えて下さいました。ッセージを力強く与えて下さいました。    

新約聖書の引用箇所と印象に残った言葉を記して新約聖書の引用箇所と印象に残った言葉を記して新約聖書の引用箇所と印象に残った言葉を記して新約聖書の引用箇所と印象に残った言葉を記してみみみみます。ます。ます。ます。    

イイイイ. . . . ローマの信徒への手紙：ローマの信徒への手紙：ローマの信徒への手紙：ローマの信徒への手紙：7777 章章章章 14141414～～～～25252525（内在する罪の問題）（内在する罪の問題）（内在する罪の問題）（内在する罪の問題）    

私達は罪人で私達は罪人で私達は罪人で私達は罪人であるのが現実、これは否定できない。この現実を認めることがスターあるのが現実、これは否定できない。この現実を認めることがスターあるのが現実、これは否定できない。この現実を認めることがスターあるのが現実、これは否定できない。この現実を認めることがスター

トであり、認めなければ聖霊によって導かれることはない。我々の弱さ、無力さをトであり、認めなければ聖霊によって導かれることはない。我々の弱さ、無力さをトであり、認めなければ聖霊によって導かれることはない。我々の弱さ、無力さをトであり、認めなければ聖霊によって導かれることはない。我々の弱さ、無力さを

通じて神様は我々を強められている。通じて神様は我々を強められている。通じて神様は我々を強められている。通じて神様は我々を強められている。    

ロロロロ. . . . ローマの信徒への手紙：ローマの信徒への手紙：ローマの信徒への手紙：ローマの信徒への手紙：8888 章章章章 28282828 節節節節((((万事が益となるように共に働く万事が益となるように共に働く万事が益となるように共に働く万事が益となるように共に働く))))    

聖アウグスチヌスは「罪も神様のために働かれる」と言っている。罪も神様にささ聖アウグスチヌスは「罪も神様のために働かれる」と言っている。罪も神様にささ聖アウグスチヌスは「罪も神様のために働かれる」と言っている。罪も神様にささ聖アウグスチヌスは「罪も神様のために働かれる」と言っている。罪も神様にささ

げるべきです。自分が罪人であるということを認めるのである。神様は全部ご存知、げるべきです。自分が罪人であるということを認めるのである。神様は全部ご存知、げるべきです。自分が罪人であるということを認めるのである。神様は全部ご存知、げるべきです。自分が罪人であるということを認めるのである。神様は全部ご存知、

神の大きさ・広さ・深さは想像できません。神の大きさ・広さ・深さは想像できません。神の大きさ・広さ・深さは想像できません。神の大きさ・広さ・深さは想像できません。    

ハハハハ. . . . マタイによる福音書：マタイによる福音書：マタイによる福音書：マタイによる福音書：18181818 章章章章 21212121～～～～35353535 節節節節((((仲間を赦さない家来のたとえ仲間を赦さない家来のたとえ仲間を赦さない家来のたとえ仲間を赦さない家来のたとえ))))    

私達は罪をどこまで、どのくらい、何回赦すかと量的に考えるが、神様はそのよう私達は罪をどこまで、どのくらい、何回赦すかと量的に考えるが、神様はそのよう私達は罪をどこまで、どのくらい、何回赦すかと量的に考えるが、神様はそのよう私達は罪をどこまで、どのくらい、何回赦すかと量的に考えるが、神様はそのよう

に考えない。罪は罪、いつでも心から赦す。質的であり、限界がない。に考えない。罪は罪、いつでも心から赦す。質的であり、限界がない。に考えない。罪は罪、いつでも心から赦す。質的であり、限界がない。に考えない。罪は罪、いつでも心から赦す。質的であり、限界がない。    

ニニニニ. . . . ルカによる福音書：ルカによる福音書：ルカによる福音書：ルカによる福音書：18181818 章章章章 9999～～～～14141414 節節節節((((ファリサイ派の人と微税人のたとえファリサイ派の人と微税人のたとえファリサイ派の人と微税人のたとえファリサイ派の人と微税人のたとえ))))    

神様が我々に求めるのは、我々が何をしたか、何をしなかったかの業績神様が我々に求めるのは、我々が何をしたか、何をしなかったかの業績神様が我々に求めるのは、我々が何をしたか、何をしなかったかの業績神様が我々に求めるのは、我々が何をしたか、何をしなかったかの業績(doing)(doing)(doing)(doing)    

でなく、神の前に悔い改めの心の状態でなく、神の前に悔い改めの心の状態でなく、神の前に悔い改めの心の状態でなく、神の前に悔い改めの心の状態(being)(being)(being)(being)が一番大事。が一番大事。が一番大事。が一番大事。    

ホホホホ. . . . ルカによる福音書：ルカによる福音書：ルカによる福音書：ルカによる福音書：19191919 章章章章 1111～～～～10101010 節節節節((((徴税人ザァカイ徴税人ザァカイ徴税人ザァカイ徴税人ザァカイ))))    

神様と一緒にいる。神様の話に耳を傾ける。神様の声をきくことが大事。神様と一緒にいる。神様の話に耳を傾ける。神様の声をきくことが大事。神様と一緒にいる。神様の話に耳を傾ける。神様の声をきくことが大事。神様と一緒にいる。神様の話に耳を傾ける。神様の声をきくことが大事。    

    

お話の中でお話の中でお話の中でお話の中で神父様は神父様は神父様は神父様は、あ、あ、あ、ある婦人の「告解の機会があったのにる婦人の「告解の機会があったのにる婦人の「告解の機会があったのにる婦人の「告解の機会があったのに 1111 年間告解しなか年間告解しなか年間告解しなか年間告解しなかっっっった。た。た。た。

理由は毎回同じ罪を繰り返してしまうから、その告解は本物でない」との例をだされ理由は毎回同じ罪を繰り返してしまうから、その告解は本物でない」との例をだされ理由は毎回同じ罪を繰り返してしまうから、その告解は本物でない」との例をだされ理由は毎回同じ罪を繰り返してしまうから、その告解は本物でない」との例をだされ

ました。これに対し神父様は「それはまったくちがう。神様には昨日・今日・明日のました。これに対し神父様は「それはまったくちがう。神様には昨日・今日・明日のました。これに対し神父様は「それはまったくちがう。神様には昨日・今日・明日のました。これに対し神父様は「それはまったくちがう。神様には昨日・今日・明日の

時間の時間の時間の時間の測り測り測り測りはない。神様にとって今が大事。罪・現実を認める事が出発点。神様はすはない。神様にとって今が大事。罪・現実を認める事が出発点。神様はすはない。神様にとって今が大事。罪・現実を認める事が出発点。神様はすはない。神様にとって今が大事。罪・現実を認める事が出発点。神様はす

べてをご存知、恥かしい事は何もない」と云われました。べてをご存知、恥かしい事は何もない」と云われました。べてをご存知、恥かしい事は何もない」と云われました。べてをご存知、恥かしい事は何もない」と云われました。    

同じ罪を何度も繰り返す私ですが、この言葉に勇気付けられる思いでした。同じ罪を何度も繰り返す私ですが、この言葉に勇気付けられる思いでした。同じ罪を何度も繰り返す私ですが、この言葉に勇気付けられる思いでした。同じ罪を何度も繰り返す私ですが、この言葉に勇気付けられる思いでした。    

((((文：文：文：文：KKKK    N N N N ))))    
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洗礼志願式洗礼志願式洗礼志願式洗礼志願式    

今年復活祭に洗礼を受けられる方々の洗礼志願式が四旬節第一主日（今年復活祭に洗礼を受けられる方々の洗礼志願式が四旬節第一主日（今年復活祭に洗礼を受けられる方々の洗礼志願式が四旬節第一主日（今年復活祭に洗礼を受けられる方々の洗礼志願式が四旬節第一主日（2/222/222/222/22））））とととと    

3/13/13/13/1 に行われました。に行われました。に行われました。に行われました。((((WWWW    YYYY さん、さん、さん、さん、YYYY    TTTT くん、くん、くん、くん、NNNN    NNNN さんさんさんさん))))    

また四旬節第３また四旬節第３また四旬節第３また四旬節第３,,,,４４４４,,,,５主日には志願者のための共同祈願と祝福も行われました。５主日には志願者のための共同祈願と祝福も行われました。５主日には志願者のための共同祈願と祝福も行われました。５主日には志願者のための共同祈願と祝福も行われました。    

復活復活復活復活祭祭祭祭にはにはにはには共同体が共同体が共同体が共同体が大きな喜びに包まれるようお祈り大きな喜びに包まれるようお祈り大きな喜びに包まれるようお祈り大きな喜びに包まれるようお祈り致し致し致し致します。ます。ます。ます。    

    

「主にささげる「主にささげる「主にささげる「主にささげる 24242424 時間時間時間時間(3/13(3/13(3/13(3/13～～～～14)14)14)14)」に参加して」に参加して」に参加して」に参加して    

マリアローザマリアローザマリアローザマリアローザ    MMMM    NNNN    

2222 月月月月 18181818 日日日日((((灰の水曜日灰の水曜日灰の水曜日灰の水曜日))))から四旬節を迎え、毎年今年こそはと望みながら反省のくから四旬節を迎え、毎年今年こそはと望みながら反省のくから四旬節を迎え、毎年今年こそはと望みながら反省のくから四旬節を迎え、毎年今年こそはと望みながら反省のく

り返しでした。でも今年は格別な思いで、パパ様のご意向と呼び掛けと司教様からのり返しでした。でも今年は格別な思いで、パパ様のご意向と呼び掛けと司教様からのり返しでした。でも今年は格別な思いで、パパ様のご意向と呼び掛けと司教様からのり返しでした。でも今年は格別な思いで、パパ様のご意向と呼び掛けと司教様からの

全免償が得られるとのことで参加致しました。全免償が得られるとのことで参加致しました。全免償が得られるとのことで参加致しました。全免償が得られるとのことで参加致しました。    

13131313 日夜日夜日夜日夜 19191919 時、池長司教様時、池長司教様時、池長司教様時、池長司教様により聖体顕示が執り行われ、により聖体顕示が執り行われ、により聖体顕示が執り行われ、により聖体顕示が執り行われ、30303030 数名の方々と全世数名の方々と全世数名の方々と全世数名の方々と全世

界の信徒が主の前に跪き、心を一つにして祈りを捧げることは大きな期待と喜びでし界の信徒が主の前に跪き、心を一つにして祈りを捧げることは大きな期待と喜びでし界の信徒が主の前に跪き、心を一つにして祈りを捧げることは大きな期待と喜びでし界の信徒が主の前に跪き、心を一つにして祈りを捧げることは大きな期待と喜びでし

た。日々何かと忙しくなりがちな私ですが、散漫した心を落ち着ける事、多く話すこた。日々何かと忙しくなりがちな私ですが、散漫した心を落ち着ける事、多く話すこた。日々何かと忙しくなりがちな私ですが、散漫した心を落ち着ける事、多く話すこた。日々何かと忙しくなりがちな私ですが、散漫した心を落ち着ける事、多く話すこ

とに走りがちですが主の前に主の声を聞くことに集中しました。とに走りがちですが主の前に主の声を聞くことに集中しました。とに走りがちですが主の前に主の声を聞くことに集中しました。とに走りがちですが主の前に主の声を聞くことに集中しました。    

静けさと沈黙の中に主はおられるとの思いで、深夜はとても無理と思っておりまし静けさと沈黙の中に主はおられるとの思いで、深夜はとても無理と思っておりまし静けさと沈黙の中に主はおられるとの思いで、深夜はとても無理と思っておりまし静けさと沈黙の中に主はおられるとの思いで、深夜はとても無理と思っておりまし

たのに再度訪問でき、絶えずたのに再度訪問でき、絶えずたのに再度訪問でき、絶えずたのに再度訪問でき、絶えず 10101010 数名の方々と共に平安と喜び、共同体の絆を感じま数名の方々と共に平安と喜び、共同体の絆を感じま数名の方々と共に平安と喜び、共同体の絆を感じま数名の方々と共に平安と喜び、共同体の絆を感じま

した。した。した。した。    

14141414 日は午後日は午後日は午後日は午後 18181818 時半から後藤神父様によりミサが捧げられ、教皇様が世界平和、特時半から後藤神父様によりミサが捧げられ、教皇様が世界平和、特時半から後藤神父様によりミサが捧げられ、教皇様が世界平和、特時半から後藤神父様によりミサが捧げられ、教皇様が世界平和、特

に奴隷制度のに奴隷制度のに奴隷制度のに奴隷制度の廃止廃止廃止廃止を訴えておられますが、日本でも高齢者介護に外国人雇用による賃を訴えておられますが、日本でも高齢者介護に外国人雇用による賃を訴えておられますが、日本でも高齢者介護に外国人雇用による賃を訴えておられますが、日本でも高齢者介護に外国人雇用による賃

金差別は同じことが言金差別は同じことが言金差別は同じことが言金差別は同じことが言

えるのではと指摘され、えるのではと指摘され、えるのではと指摘され、えるのではと指摘され、

最後にパパ様の意向に最後にパパ様の意向に最後にパパ様の意向に最後にパパ様の意向に

従い、主の祈りと従い、主の祈りと従い、主の祈りと従い、主の祈りとアベマアベマアベマアベマ

リアの祈り、リアの祈り、リアの祈り、リアの祈り、栄栄栄栄唱唱唱唱をををを唱え唱え唱え唱え

百数十名の方々と盛大百数十名の方々と盛大百数十名の方々と盛大百数十名の方々と盛大

な喜びをもっておわりな喜びをもっておわりな喜びをもっておわりな喜びをもっておわり

ました。ました。ました。ました。    

    

    

    

    

ご聖体を前に祈る人々ご聖体を前に祈る人々ご聖体を前に祈る人々ご聖体を前に祈る人々（（（（3/133/133/133/13 深夜深夜深夜深夜    垂水教会にて垂水教会にて垂水教会にて垂水教会にて））））
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十字架の道行に参加して思うこと十字架の道行に参加して思うこと十字架の道行に参加して思うこと十字架の道行に参加して思うこと    

IIII        TTTT    

    後藤神父様のご指導のもと後藤神父様のご指導のもと後藤神父様のご指導のもと後藤神父様のご指導のもと、、、、四旬節四旬節四旬節四旬節

中の毎金曜日に中の毎金曜日に中の毎金曜日に中の毎金曜日に 30303030 人前後の信徒が人前後の信徒が人前後の信徒が人前後の信徒が

集まり行われました。集まり行われました。集まり行われました。集まり行われました。    

    十字架の道行は、中世期から現代に十字架の道行は、中世期から現代に十字架の道行は、中世期から現代に十字架の道行は、中世期から現代に

至る迄人々に愛されてきた信心業の至る迄人々に愛されてきた信心業の至る迄人々に愛されてきた信心業の至る迄人々に愛されてきた信心業の

一つです。一つです。一つです。一つです。    

    キリストの歩まれた道キリストの歩まれた道キリストの歩まれた道キリストの歩まれた道を福音に基を福音に基を福音に基を福音に基

づき、ピラトの法廷から葬りの地まで、づき、ピラトの法廷から葬りの地まで、づき、ピラトの法廷から葬りの地まで、づき、ピラトの法廷から葬りの地まで、

受難の道の途中で起きた受難の道の途中で起きた受難の道の途中で起きた受難の道の途中で起きた 14141414 の出来の出来の出来の出来

事を祈りながら黙想して行きます。事を祈りながら黙想して行きます。事を祈りながら黙想して行きます。事を祈りながら黙想して行きます。    

「彼が刺し貫かれたのは、私たちの背「彼が刺し貫かれたのは、私たちの背「彼が刺し貫かれたのは、私たちの背「彼が刺し貫かれたのは、私たちの背

きのためであり、彼が打ち砕かれたのきのためであり、彼が打ち砕かれたのきのためであり、彼が打ち砕かれたのきのためであり、彼が打ち砕かれたの

は、私たちのとがのためであった。彼は、私たちのとがのためであった。彼は、私たちのとがのためであった。彼は、私たちのとがのためであった。彼

の受けた、こらしめによって、私たちの受けた、こらしめによって、私たちの受けた、こらしめによって、私たちの受けた、こらしめによって、私たち

に平和が与えられ、彼の受けた傷によに平和が与えられ、彼の受けた傷によに平和が与えられ、彼の受けた傷によに平和が与えられ、彼の受けた傷によ

って私たちはいやされた」って私たちはいやされた」って私たちはいやされた」って私たちはいやされた」((((イザヤイザヤイザヤイザヤ

53535353----5)5)5)5)    

キリストが苦しみの道を歩まれた理キリストが苦しみの道を歩まれた理キリストが苦しみの道を歩まれた理キリストが苦しみの道を歩まれた理

由はイザヤ書にある、この言葉にある由はイザヤ書にある、この言葉にある由はイザヤ書にある、この言葉にある由はイザヤ書にある、この言葉にある

と思います。キリストが苦しみを受けと思います。キリストが苦しみを受けと思います。キリストが苦しみを受けと思います。キリストが苦しみを受け

られた場所や汗と血にぬれた道を思られた場所や汗と血にぬれた道を思られた場所や汗と血にぬれた道を思られた場所や汗と血にぬれた道を思

い起こす時、私たちは二千年前にパレい起こす時、私たちは二千年前にパレい起こす時、私たちは二千年前にパレい起こす時、私たちは二千年前にパレ

スチナで起こった出来スチナで起こった出来スチナで起こった出来スチナで起こった出来事事事事にににに時を超え時を超え時を超え時を超え

て与ることが出来るように思えます。て与ることが出来るように思えます。て与ることが出来るように思えます。て与ることが出来るように思えます。

道行によって、キリストの死と復活を道行によって、キリストの死と復活を道行によって、キリストの死と復活を道行によって、キリストの死と復活を

思い起こすことで、私の場合、信仰を思い起こすことで、私の場合、信仰を思い起こすことで、私の場合、信仰を思い起こすことで、私の場合、信仰を

目覚めさせる良い材料になります。目覚めさせる良い材料になります。目覚めさせる良い材料になります。目覚めさせる良い材料になります。    

    十字架の重みと極度の疲れでキリ十字架の重みと極度の疲れでキリ十字架の重みと極度の疲れでキリ十字架の重みと極度の疲れでキリ

ストが倒れられるのを見たエルサレストが倒れられるのを見たエルサレストが倒れられるのを見たエルサレストが倒れられるのを見たエルサレ

ムの娘たちは泣きました。無力でどうムの娘たちは泣きました。無力でどうムの娘たちは泣きました。無力でどうムの娘たちは泣きました。無力でどう

しようもなくあわれみの心で泣いたしようもなくあわれみの心で泣いたしようもなくあわれみの心で泣いたしようもなくあわれみの心で泣いた

のです。私も同じ気持ちです。のです。私も同じ気持ちです。のです。私も同じ気持ちです。のです。私も同じ気持ちです。    

    耐えられないほどの苦しみから、逃耐えられないほどの苦しみから、逃耐えられないほどの苦しみから、逃耐えられないほどの苦しみから、逃

げようともせず最後まで耐え抜かれげようともせず最後まで耐え抜かれげようともせず最後まで耐え抜かれげようともせず最後まで耐え抜かれ

ました。どこ迄も御父に従順でした。ました。どこ迄も御父に従順でした。ました。どこ迄も御父に従順でした。ました。どこ迄も御父に従順でした。

私たちのために、行いをもってその愛私たちのために、行いをもってその愛私たちのために、行いをもってその愛私たちのために、行いをもってその愛

を示されました。を示されました。を示されました。を示されました。    

御子を信じる者が一人も亡びず、永遠御子を信じる者が一人も亡びず、永遠御子を信じる者が一人も亡びず、永遠御子を信じる者が一人も亡びず、永遠

の命を得るためでしの命を得るためでしの命を得るためでしの命を得るためでした。た。た。た。    

    主は私たちのために一粒の麦にな主は私たちのために一粒の麦にな主は私たちのために一粒の麦にな主は私たちのために一粒の麦にな

って下さいました。「一粒の麦、地にって下さいました。「一粒の麦、地にって下さいました。「一粒の麦、地にって下さいました。「一粒の麦、地に

落ちて死ねば豊かな実を結ぶ」所有す落ちて死ねば豊かな実を結ぶ」所有す落ちて死ねば豊かな実を結ぶ」所有す落ちて死ねば豊かな実を結ぶ」所有す

るのではなく与える、これ程大きな愛るのではなく与える、これ程大きな愛るのではなく与える、これ程大きな愛るのではなく与える、これ程大きな愛

はありません。はありません。はありません。はありません。    

    私たちは身勝手で、自分の命に執着私たちは身勝手で、自分の命に執着私たちは身勝手で、自分の命に執着私たちは身勝手で、自分の命に執着

し、手放したくないし守りたい、お恵し、手放したくないし守りたい、お恵し、手放したくないし守りたい、お恵し、手放したくないし守りたい、お恵

みはいただきたい、我がままな者です。みはいただきたい、我がままな者です。みはいただきたい、我がままな者です。みはいただきたい、我がままな者です。    

    私たちをこよなく愛して下さる神私たちをこよなく愛して下さる神私たちをこよなく愛して下さる神私たちをこよなく愛して下さる神

様にどのようにお礼が出来るでしょ様にどのようにお礼が出来るでしょ様にどのようにお礼が出来るでしょ様にどのようにお礼が出来るでしょ

うか。うか。うか。うか。    

私としては、主日のミサに与かり、賛私としては、主日のミサに与かり、賛私としては、主日のミサに与かり、賛私としては、主日のミサに与かり、賛

美と感謝を捧げること、自分を犠牲に美と感謝を捧げること、自分を犠牲に美と感謝を捧げること、自分を犠牲に美と感謝を捧げること、自分を犠牲に

して小さな奉仕をさせて頂くことしして小さな奉仕をさせて頂くことしして小さな奉仕をさせて頂くことしして小さな奉仕をさせて頂くことし

かありません。十字架は、自分自身をかありません。十字架は、自分自身をかありません。十字架は、自分自身をかありません。十字架は、自分自身を

捧げることですから。捧げることですから。捧げることですから。捧げることですから。    

    

    

    

    

    

    

((((第第第第 8888 留留留留    エルサレムの婦人たちを慰めるエルサレムの婦人たちを慰めるエルサレムの婦人たちを慰めるエルサレムの婦人たちを慰める))))
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聖書百週間を終えて聖書百週間を終えて聖書百週間を終えて聖書百週間を終えて    

TTTT    RRRR        

ｱｯｾ神父様より繰返し親しんできたｱｯｾ神父様より繰返し親しんできたｱｯｾ神父様より繰返し親しんできたｱｯｾ神父様より繰返し親しんできた

聖書百週間を、今回聖書百週間を、今回聖書百週間を、今回聖書百週間を、今回はははは復活節を迎える復活節を迎える復活節を迎える復活節を迎える

ににににあたってあたってあたってあたってﾖﾊﾈ福音書をもって終えらﾖﾊﾈ福音書をもって終えらﾖﾊﾈ福音書をもって終えらﾖﾊﾈ福音書をもって終えら

れたことは、何という恵みであろう。れたことは、何という恵みであろう。れたことは、何という恵みであろう。れたことは、何という恵みであろう。    

聖書百週間は、前週の復習と今週の聖書百週間は、前週の復習と今週の聖書百週間は、前週の復習と今週の聖書百週間は、前週の復習と今週の

予習に司祭講義を挟み、一つの箇所を予習に司祭講義を挟み、一つの箇所を予習に司祭講義を挟み、一つの箇所を予習に司祭講義を挟み、一つの箇所を

二週重ねつつ聖書全巻黙想していく。二週重ねつつ聖書全巻黙想していく。二週重ねつつ聖書全巻黙想していく。二週重ねつつ聖書全巻黙想していく。

受講型・聖書研究型とはまた異なり、受講型・聖書研究型とはまた異なり、受講型・聖書研究型とはまた異なり、受講型・聖書研究型とはまた異なり、

中心は主体的に参加する一人ひとりの中心は主体的に参加する一人ひとりの中心は主体的に参加する一人ひとりの中心は主体的に参加する一人ひとりの

発表と祈りだ。自らが能動的に聖書に発表と祈りだ。自らが能動的に聖書に発表と祈りだ。自らが能動的に聖書に発表と祈りだ。自らが能動的に聖書に

溶け込み手探りで探し、自分の言葉で溶け込み手探りで探し、自分の言葉で溶け込み手探りで探し、自分の言葉で溶け込み手探りで探し、自分の言葉で

述べ、添う心で耳を傾け、聖書を旅す述べ、添う心で耳を傾け、聖書を旅す述べ、添う心で耳を傾け、聖書を旅す述べ、添う心で耳を傾け、聖書を旅す

る。解釈に陥らず、発言や聖書る。解釈に陥らず、発言や聖書る。解釈に陥らず、発言や聖書る。解釈に陥らず、発言や聖書以外の以外の以外の以外の

ﾃｷｽﾄを用いず等、制約があるにも関わﾃｷｽﾄを用いず等、制約があるにも関わﾃｷｽﾄを用いず等、制約があるにも関わﾃｷｽﾄを用いず等、制約があるにも関わ

らず、その実りは芳醇である。らず、その実りは芳醇である。らず、その実りは芳醇である。らず、その実りは芳醇である。    

時代を超えて絶え間なく語られる御時代を超えて絶え間なく語られる御時代を超えて絶え間なく語られる御時代を超えて絶え間なく語られる御

言葉を聴き取ることで、旧約から新約言葉を聴き取ることで、旧約から新約言葉を聴き取ることで、旧約から新約言葉を聴き取ることで、旧約から新約

へのうねりと救いの歴史を俯瞰し、神へのうねりと救いの歴史を俯瞰し、神へのうねりと救いの歴史を俯瞰し、神へのうねりと救いの歴史を俯瞰し、神

の啓示と発展の流れ・繰返し強調されの啓示と発展の流れ・繰返し強調されの啓示と発展の流れ・繰返し強調されの啓示と発展の流れ・繰返し強調され

る出来事と各書の焦点を把握できた。る出来事と各書の焦点を把握できた。る出来事と各書の焦点を把握できた。る出来事と各書の焦点を把握できた。

聖書の知識を豊かにすると共に、沈黙聖書の知識を豊かにすると共に、沈黙聖書の知識を豊かにすると共に、沈黙聖書の知識を豊かにすると共に、沈黙

のうちに語りかける御言葉との個人的のうちに語りかける御言葉との個人的のうちに語りかける御言葉との個人的のうちに語りかける御言葉との個人的

省察を通しての応答や、心の深みに響省察を通しての応答や、心の深みに響省察を通しての応答や、心の深みに響省察を通しての応答や、心の深みに響

く御言葉との出会いを、心を寄せ聴きく御言葉との出会いを、心を寄せ聴きく御言葉との出会いを、心を寄せ聴きく御言葉との出会いを、心を寄せ聴き

共に支え祈り合うことで、一人ひとり共に支え祈り合うことで、一人ひとり共に支え祈り合うことで、一人ひとり共に支え祈り合うことで、一人ひとり

の心が開かれ、交わりを体験していっの心が開かれ、交わりを体験していっの心が開かれ、交わりを体験していっの心が開かれ、交わりを体験していっ

た。まさに、御言葉により呼び集るｴｸﾚた。まさに、御言葉により呼び集るｴｸﾚた。まさに、御言葉により呼び集るｴｸﾚた。まさに、御言葉により呼び集るｴｸﾚ

ｼｱであった。ｼｱであった。ｼｱであった。ｼｱであった。    

主の過ぎ越し主の過ぎ越し主の過ぎ越し主の過ぎ越しの神秘を中心に生きるの神秘を中心に生きるの神秘を中心に生きるの神秘を中心に生きる

百週間の黙想を終え、聖書から溢れ出百週間の黙想を終え、聖書から溢れ出百週間の黙想を終え、聖書から溢れ出百週間の黙想を終え、聖書から溢れ出

る命の泉の水を汲み取り続けることで、る命の泉の水を汲み取り続けることで、る命の泉の水を汲み取り続けることで、る命の泉の水を汲み取り続けることで、

紆余曲折しながらも辛うじて、神から紆余曲折しながらも辛うじて、神から紆余曲折しながらも辛うじて、神から紆余曲折しながらも辛うじて、神から

戴いたものを汚すことなく健康な霊魂戴いたものを汚すことなく健康な霊魂戴いたものを汚すことなく健康な霊魂戴いたものを汚すことなく健康な霊魂

を育んでいくことができた。それは、を育んでいくことができた。それは、を育んでいくことができた。それは、を育んでいくことができた。それは、

嘉され平安醸し出る在り様を、友とし嘉され平安醸し出る在り様を、友とし嘉され平安醸し出る在り様を、友とし嘉され平安醸し出る在り様を、友とし

てまみえ知り立ち帰る、福音馥郁たるてまみえ知り立ち帰る、福音馥郁たるてまみえ知り立ち帰る、福音馥郁たるてまみえ知り立ち帰る、福音馥郁たる

場に包まれていたからこそ、であろう。場に包まれていたからこそ、であろう。場に包まれていたからこそ、であろう。場に包まれていたからこそ、であろう。

朱に交わりを得、ほんのり紅く染めて朱に交わりを得、ほんのり紅く染めて朱に交わりを得、ほんのり紅く染めて朱に交わりを得、ほんのり紅く染めて

戴けた想いは誠に宝、感謝に絶えない。戴けた想いは誠に宝、感謝に絶えない。戴けた想いは誠に宝、感謝に絶えない。戴けた想いは誠に宝、感謝に絶えない。    

今後とも、順境も逆境も、弁解するこ今後とも、順境も逆境も、弁解するこ今後とも、順境も逆境も、弁解するこ今後とも、順境も逆境も、弁解するこ

と全き無く、神を拠り所として為されと全き無く、神を拠り所として為されと全き無く、神を拠り所として為されと全き無く、神を拠り所として為され

たこと明らかに、十字架を碇・御言葉たこと明らかに、十字架を碇・御言葉たこと明らかに、十字架を碇・御言葉たこと明らかに、十字架を碇・御言葉

を羅針盤に歩んで行く所存である。を羅針盤に歩んで行く所存である。を羅針盤に歩んで行く所存である。を羅針盤に歩んで行く所存である。    

““““我が惠我が惠我が惠我が惠、汝に足れり”、汝に足れり”、汝に足れり”、汝に足れり”    

    

聖書百週間聖書百週間聖書百週間聖書百週間スタートスタートスタートスタートのご案内のご案内のご案内のご案内 

新しいクラス新しいクラス新しいクラス新しいクラス((((第第第第 6666 次次次次))))の開始にあたり説明会を行いますの開始にあたり説明会を行いますの開始にあたり説明会を行いますの開始にあたり説明会を行います    

日時：日時：日時：日時：4444 月月月月 24242424 日日日日((((金金金金)14)14)14)14 時～時～時～時～16161616 時時時時    

場所：西神中央場所：西神中央場所：西神中央場所：西神中央    たけのプラザたけのプラザたけのプラザたけのプラザ((((西区竹の台西区竹の台西区竹の台西区竹の台 3333 丁目丁目丁目丁目 18181818 番地番地番地番地))))    

対象：洗礼の有無・年齢・所属教会を問いません対象：洗礼の有無・年齢・所属教会を問いません対象：洗礼の有無・年齢・所属教会を問いません対象：洗礼の有無・年齢・所属教会を問いません    

            プロテスタント教会信徒・他宗教信者様方も歓迎しますプロテスタント教会信徒・他宗教信者様方も歓迎しますプロテスタント教会信徒・他宗教信者様方も歓迎しますプロテスタント教会信徒・他宗教信者様方も歓迎します    

指導司祭：未定指導司祭：未定指導司祭：未定指導司祭：未定    

新クラス開催予定日：新クラス開催予定日：新クラス開催予定日：新クラス開催予定日：5555 月月月月 8888 日日日日((((金金金金)14)14)14)14 時～時～時～時～    

お問合せはお問合せはお問合せはお問合せは TTTT までまでまでまで    



きたすまきたすまきたすまきたすま 6666                                                                                                                                                                                                        

    

2015201520152015 年年年年 4444 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    

４・４・４・４・2(2(2(2(木木木木) 19) 19) 19) 19 時時時時

聖木曜日聖木曜日聖木曜日聖木曜日    

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

HHHH    TTTT    

((((北北北北))))    

①①①①MMMM    JJJJ    

②②②②YYYY    YYYY    

評議会評議会評議会評議会    

NNNN・・・・KKKK    

((((洗洗洗洗) ) ) ) TTTTAAAA    

    

４・３４・３４・３４・３((((金金金金)19)19)19)19 時時時時

聖金曜日聖金曜日聖金曜日聖金曜日    

Fr. Fr. Fr. Fr. 後後後後    藤藤藤藤    HHHH    KKKK    YYYYaSaSaSaS    

YYYY    KKKK    

((((南南南南))))    

①①①①AAAA    YYYY    

②②②②KKKK    SSSS    

評議会評議会評議会評議会    

KKKK・・・・HHHH    

((((洗洗洗洗) ) ) ) TTTTAAAA    

    

４・４４・４４・４４・４((((土土土土)1)1)1)1９時９時９時９時

復活徹夜祭復活徹夜祭復活徹夜祭復活徹夜祭    

Fr.Fr.Fr.Fr.    後後後後    藤藤藤藤    TTTT    YYYY    TTTT    KKKK    

IIII    RRRR    

((((北北北北))))    

①①①①MMMM    SSSS    

②②②②SSSSｒ．ｒ．ｒ．ｒ．MMMM    

③④③④③④③④KKKK&K&K&K&K    

評議会評議会評議会評議会    

KKKK・・・・YYYY    

((((洗洗洗洗) ) ) ) TTTTAAAA    

入信式入信式入信式入信式    

４・４・４・４・5(5(5(5(日日日日)10)10)10)10 時時時時    

復活の主日復活の主日復活の主日復活の主日    

Fr. Fr. Fr. Fr. 後後後後    藤藤藤藤    TTTTooooHHHH    YYYY    SSSS    

KKKK    TTTT    

((((南南南南))))    

①①①①IIII    RRRR    

②②②②IIII    MMMM    

２地区２地区２地区２地区    

NNNN・・・・KKKK    

((((洗洗洗洗) ) ) ) TTTTAAAA    

入信式入信式入信式入信式    

４・４・４・４・12(12(12(12(日日日日))))９時９時９時９時    

復活節第２主日復活節第２主日復活節第２主日復活節第２主日    

池長大司教池長大司教池長大司教池長大司教    TTTT    HHHH    YYYYaSaSaSaS    

NNNN    YYYY    

((((北北北北))))    

①①①①IIII    MMMM    

②②②②OOOO    RRRR    

２地区２地区２地区２地区    

KKKK・・・・HHHH    

((((洗洗洗洗) ) ) ) TTTTAAAA    

    

４・４・４・４・19191919 日日日日))))９時９時９時９時    

復活節第３主日復活節第３主日復活節第３主日復活節第３主日    

Fr.Fr.Fr.Fr.    後後後後    藤藤藤藤    HHHH    TTTT    TTTT    KKKK    

NNNN    SSSS    

((((南南南南))))    

①①①①KKKK    KKKK    

②②②②OOOO    MMMM    

3333・・・・6B6B6B6B・・・・

7777 地区地区地区地区    

KKKK・・・・YYYY    

((((洗洗洗洗) ) ) ) TTTTAAAA    

    

４・４・４・４・26262626 日日日日))))９時９時９時９時    

復活節第４主日復活節第４主日復活節第４主日復活節第４主日    

Fr. Fr. Fr. Fr. 松松松松    浦浦浦浦    

((((子供子供子供子供ミサミサミサミサ    

担当担当担当担当))))    

YYYYaSaSaSaS    

HHHH    KKKK    

((((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) ) ) ) TTTTAAAA    

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    

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。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。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。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。    

静修会静修会静修会静修会に参加してに参加してに参加してに参加して    

3333 月月月月 7777 日（土）明石教会で開かれた静修会に出席しました。静修会は、神戸地区社日（土）明石教会で開かれた静修会に出席しました。静修会は、神戸地区社日（土）明石教会で開かれた静修会に出席しました。静修会は、神戸地区社日（土）明石教会で開かれた静修会に出席しました。静修会は、神戸地区社

会活動委員会主催で一年間の振り返りを兼ね、年に会活動委員会主催で一年間の振り返りを兼ね、年に会活動委員会主催で一年間の振り返りを兼ね、年に会活動委員会主催で一年間の振り返りを兼ね、年に 1111 回、四旬節のころに開かれます。回、四旬節のころに開かれます。回、四旬節のころに開かれます。回、四旬節のころに開かれます。

今年の参加者は神戸地区の教会・修道院から約今年の参加者は神戸地区の教会・修道院から約今年の参加者は神戸地区の教会・修道院から約今年の参加者は神戸地区の教会・修道院から約 40404040 名で北須磨からも名で北須磨からも名で北須磨からも名で北須磨からも 5555 名が出席しま名が出席しま名が出席しま名が出席しま

した。した。した。した。    

自己紹介から始ま自己紹介から始ま自己紹介から始ま自己紹介から始まり、神父様のご講話、昼食、黙想、分かち合い、ごミサの順に行り、神父様のご講話、昼食、黙想、分かち合い、ごミサの順に行り、神父様のご講話、昼食、黙想、分かち合い、ごミサの順に行り、神父様のご講話、昼食、黙想、分かち合い、ごミサの順に行

われました。高山われました。高山われました。高山われました。高山    親神父様のご講話はユーモアを交えてのお話であっという間の親神父様のご講話はユーモアを交えてのお話であっという間の親神父様のご講話はユーモアを交えてのお話であっという間の親神父様のご講話はユーモアを交えてのお話であっという間の 1111

時間でした。昨年時間でした。昨年時間でした。昨年時間でした。昨年 12121212 月にフランシスコ教皇が指摘された「バチカンが患う１５の病」月にフランシスコ教皇が指摘された「バチカンが患う１５の病」月にフランシスコ教皇が指摘された「バチカンが患う１５の病」月にフランシスコ教皇が指摘された「バチカンが患う１５の病」

（（（（2014201420142014・・・・12121212・・・・24242424 朝日新聞）のプリントにそってのお話を聞いて、すべてが私たち朝日新聞）のプリントにそってのお話を聞いて、すべてが私たち朝日新聞）のプリントにそってのお話を聞いて、すべてが私たち朝日新聞）のプリントにそってのお話を聞いて、すべてが私たち

にも当てはまることだと思いました。今までの自分を振り返るチャンスを与えていたにも当てはまることだと思いました。今までの自分を振り返るチャンスを与えていたにも当てはまることだと思いました。今までの自分を振り返るチャンスを与えていたにも当てはまることだと思いました。今までの自分を振り返るチャンスを与えていた

だけたことに感謝しています。だけたことに感謝しています。だけたことに感謝しています。だけたことに感謝しています。    

午後からの分かち合いでは「午後からの分かち合いでは「午後からの分かち合いでは「午後からの分かち合いでは「15151515 の病」のプリントと「十字架の道１５留」（第１５の病」のプリントと「十字架の道１５留」（第１５の病」のプリントと「十字架の道１５留」（第１５の病」のプリントと「十字架の道１５留」（第１５

留は燦きらきらひかる復活→もはや自分で留は燦きらきらひかる復活→もはや自分で留は燦きらきらひかる復活→もはや自分で留は燦きらきらひかる復活→もはや自分ではなく、キリストがわたしの内に生きる）はなく、キリストがわたしの内に生きる）はなく、キリストがわたしの内に生きる）はなく、キリストがわたしの内に生きる）

のプリントを照らし合わせて、皆一人一人が飾ることなくそれぞれの思いを話してくのプリントを照らし合わせて、皆一人一人が飾ることなくそれぞれの思いを話してくのプリントを照らし合わせて、皆一人一人が飾ることなくそれぞれの思いを話してくのプリントを照らし合わせて、皆一人一人が飾ることなくそれぞれの思いを話してく

ださいました。この日は朝から雨降りで、しかも雨の中、明石駅改修工事のため帰りださいました。この日は朝から雨降りで、しかも雨の中、明石駅改修工事のため帰りださいました。この日は朝から雨降りで、しかも雨の中、明石駅改修工事のため帰りださいました。この日は朝から雨降りで、しかも雨の中、明石駅改修工事のため帰り

のバス停がわからず迷いましたが、なぜか心は晴天でした。のバス停がわからず迷いましたが、なぜか心は晴天でした。のバス停がわからず迷いましたが、なぜか心は晴天でした。のバス停がわからず迷いましたが、なぜか心は晴天でした。                                P.T.M.P.T.M.P.T.M.P.T.M.



                                                                                                                                                                                        きたすまきたすまきたすまきたすま    ７７７７    

    

    

    

    

    

掲示用のポスターや配布用のパンフ掲示用のポスターや配布用のパンフ掲示用のポスターや配布用のパンフ掲示用のポスターや配布用のパンフ

レットがたくさん教会宛に来るのですレットがたくさん教会宛に来るのですレットがたくさん教会宛に来るのですレットがたくさん教会宛に来るのです

が，全部を貼る場所はありませんし置が，全部を貼る場所はありませんし置が，全部を貼る場所はありませんし置が，全部を貼る場所はありませんし置

く場所もありません．内容を勘案してく場所もありません．内容を勘案してく場所もありません．内容を勘案してく場所もありません．内容を勘案して

目に留まるように掲出し置くことを心目に留まるように掲出し置くことを心目に留まるように掲出し置くことを心目に留まるように掲出し置くことを心

がけたのですが，なかなかすっきりとがけたのですが，なかなかすっきりとがけたのですが，なかなかすっきりとがけたのですが，なかなかすっきりと

は整理できていません．は整理できていません．は整理できていません．は整理できていません．    

掲示掲示掲示掲示物についてはずいぶん前から日物についてはずいぶん前から日物についてはずいぶん前から日物についてはずいぶん前から日

付印を押すことにして来ていますが，付印を押すことにして来ていますが，付印を押すことにして来ていますが，付印を押すことにして来ていますが，

定期的に到来する冊子類については担定期的に到来する冊子類については担定期的に到来する冊子類については担定期的に到来する冊子類については担

当を申し出て頂いて整頓することにし，当を申し出て頂いて整頓することにし，当を申し出て頂いて整頓することにし，当を申し出て頂いて整頓することにし，

なんとか少しは対応の手筋をつけましなんとか少しは対応の手筋をつけましなんとか少しは対応の手筋をつけましなんとか少しは対応の手筋をつけまし

た．た．た．た．    （評議会会長記）（評議会会長記）（評議会会長記）（評議会会長記）    

    

    

    

2014201420142014 年度支援先年度支援先年度支援先年度支援先    

        皆様の皆様の皆様の皆様のごごごご寄付とご支援により今年も寄付とご支援により今年も寄付とご支援により今年も寄付とご支援により今年も

下記活動を支援することができました。下記活動を支援することができました。下記活動を支援することができました。下記活動を支援することができました。    

ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。    

    

    

    

    

    

    

    

    

・新着図書・新着図書・新着図書・新着図書    

「出会いは宝」萩教会：恩地誠神父著「出会いは宝」萩教会：恩地誠神父著「出会いは宝」萩教会：恩地誠神父著「出会いは宝」萩教会：恩地誠神父著    

""""禁帯出禁帯出禁帯出禁帯出""""以外の図書、また以外の図書、また以外の図書、また以外の図書、また DVDDVDDVDDVD・ビデオの・ビデオの・ビデオの・ビデオの

貸し出しは書架にある貸し出しノートにご貸し出しは書架にある貸し出しノートにご貸し出しは書架にある貸し出しノートにご貸し出しは書架にある貸し出しノートにご

記入の上、記入の上、記入の上、記入の上、2222 週間を目処にご返却ください週間を目処にご返却ください週間を目処にご返却ください週間を目処にご返却ください。。。。    

    

    

    

・・・・叙階式叙階式叙階式叙階式    4444 月月月月 26262626 日日日日((((日日日日)14)14)14)14 時～時～時～時～    

カテドラルにてカテドラルにてカテドラルにてカテドラルにて    

        松永助祭ほかの司祭松永助祭ほかの司祭松永助祭ほかの司祭松永助祭ほかの司祭････助祭叙階助祭叙階助祭叙階助祭叙階    

    

・信徒総会・信徒総会・信徒総会・信徒総会    

4444 月月月月 19191919 日日日日    ミサ後ミサ後ミサ後ミサ後    

教会を豊かにしていく大切な機会です。教会を豊かにしていく大切な機会です。教会を豊かにしていく大切な機会です。教会を豊かにしていく大切な機会です。    

ぜひ祈りと識別のうちにご参加くださぜひ祈りと識別のうちにご参加くださぜひ祈りと識別のうちにご参加くださぜひ祈りと識別のうちにご参加くださ

い。い。い。い。((((近日中に資料を配布いたします近日中に資料を配布いたします近日中に資料を配布いたします近日中に資料を配布いたします))))    

    

・教区養成コース・教区養成コース・教区養成コース・教区養成コース    

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

5/95/95/95/9，，，，16161616，，，，23(23(23(23(土土土土) 13) 13) 13) 13 時～時～時～時～    

会場：司教館会場：司教館会場：司教館会場：司教館    

申込み締切申込み締切申込み締切申込み締切    ファックスにてファックスにてファックスにてファックスにて    

4444 月月月月 20202020 日日日日((((月月月月) ) ) ) までまでまでまで    

    

評 議 会 よ評 議 会 よ評 議 会 よ評 議 会 よ りりりり    

社会活動委員会社会活動委員会社会活動委員会社会活動委員会    

広報広報広報広報委員会委員会委員会委員会    

編編編編    集集集集    後後後後    記記記記    

    いよいよ聖週間です。いよいよ聖週間です。いよいよ聖週間です。いよいよ聖週間です。    

よいよいよいよい準備準備準備準備が出来たか気になるところが出来たか気になるところが出来たか気になるところが出来たか気になるところ

ですがですがですがですが、、、、心から心から心から心からご復活を祝い、その喜ご復活を祝い、その喜ご復活を祝い、その喜ご復活を祝い、その喜

びを伝えていきましょう。びを伝えていきましょう。びを伝えていきましょう。びを伝えていきましょう。    

桜のつぼみも桜のつぼみも桜のつぼみも桜のつぼみも内からふくらみ内からふくらみ内からふくらみ内からふくらみ、まさ、まさ、まさ、まさ

にににに弾けんばかりです。冬の寒さにじっ弾けんばかりです。冬の寒さにじっ弾けんばかりです。冬の寒さにじっ弾けんばかりです。冬の寒さにじっ

とととと耐え耐え耐え耐えつつ、つつ、つつ、つつ、新しい新しい新しい新しい命を育んできたの命を育んできたの命を育んできたの命を育んできたの

でしょう。でしょう。でしょう。でしょう。    

私たちの日々の生活も又旅立ちへ私たちの日々の生活も又旅立ちへ私たちの日々の生活も又旅立ちへ私たちの日々の生活も又旅立ちへ

の準備の準備の準備の準備のようにのようにのようにのように思います。思います。思います。思います。        （（（（KKKKJHJHJHJH））））    

お 知 らお 知 らお 知 らお 知 ら せせせせ    

支援先 (千円) 支援先 (千円)

1 社会活動神戸センター 70 9 日本カトリック難民移住移動者委員会 20

2 須磨夜回り会 70 10 ふるさとの家 20

3 ふっこうのかけ橋 50 11 フォンダシオ 40

4 愛徳姉妹会 50 12 AICjapanウォーター&フードアジア 30

5 こどもの里 20 13 釜ヶ崎・出会いの家 20

6 コムニタス 20 14 アガペの家 30

7 阪神カトリック女性の会くいのちを守る運動基金) 20 15 船員司牧活動 20

8 東条湖の家〈NPOノア) 20 合計合計合計合計 500500500500
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日日日日 ・・・・ 曜日曜日曜日曜日 2015

4/14/14/14/1 水水水水

2222 木木木木 公会議勉強会(13:30～) 聖木曜日(主の晩餐19:00～)聖木曜日(主の晩餐19:00～)聖木曜日(主の晩餐19:00～)聖木曜日(主の晩餐19:00～)

3333 金金金金 十字架の道行(13～)信仰講座(14～)主日の聖書を読む会（14:30～）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　聖金曜日(主の受難19:00～)聖金曜日(主の受難19:00～)聖金曜日(主の受難19:00～)聖金曜日(主の受難19:00～)

4444 土土土土 教会清掃(2地区)　　 　　　　　　　　聖土曜日/復活徹夜祭(19:00～)聖土曜日/復活徹夜祭(19:00～)聖土曜日/復活徹夜祭(19:00～)聖土曜日/復活徹夜祭(19:00～)

5555 日日日日 復活の主日 ミサ10:00～ 復活の主日 ミサ10:00～ 復活の主日 ミサ10:00～ 復活の主日 ミサ10:00～ 信仰講座/典礼・病者高齢者委員会（ミサ後）　

6666 月月月月 卓球(13～17)

7777 火火火火 病者高齢者訪問（13:30～） 

8888 水水水水

9999 木木木木 信仰講座(10:30～) 卓球(13～17) 西区のミサ(14～ 西区民センター)

10101010 金金金金 ロザリオの祈り(13:30～)信仰講座(14～)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 復活節第2主日　ミサ9:00～復活節第2主日　ミサ9:00～復活節第2主日　ミサ9:00～復活節第2主日　ミサ9:00～　信仰講座/評議会(ミサ後)　神戸地区評議会(14～六甲)

13131313 月月月月 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　卓球(13～17)

14141414 火火火火 社会活動センター炊き出し(9:30～) 　　　

15151515 水水水水

16161616 木木木木 信仰講座(10:30～) オカリナ(13～)卓球(13～17) 病者高齢者訪問（13:30～）

17171717 金金金金 ロザリオの祈り(13:30～)信仰講座(14～)主日の聖書を読む会（14:30～）

18181818 土土土土 教会清掃(3・6B・7地区)　 英語クラブ（14～16) 

19191919 日日日日 復活節第3主日　ミサ9:00～　信徒総会第3主日　ミサ9:00～　信徒総会第3主日　ミサ9:00～　信徒総会第3主日　ミサ9:00～　信徒総会

20202020 月月月月 卓球(13～17)

21212121 火火火火

22222222 水水水水

23232323 木木木木 信仰講座(10:30～) オカリナ(13～)卓球(13～17)

24242424 金金金金 ロザリオの祈り(13:30～)信仰講座(14～)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 復活節第4主日　ミサ9:00～　復活節第4主日　ミサ9:00～　復活節第4主日　ミサ9:00～　復活節第4主日　ミサ9:00～　ミニ講話/信仰講座/共に歩む旅/社会活動委員会(ミサ後)

27272727 月月月月 卓球(13～17)

28282828 火火火火 男の料理(19～)

29292929 水水水水

30303030 木木木木 信仰講座(10:30～) 卓球(13～17)

5/15/15/15/1 金金金金 ロザリオの祈り(13:30～)信仰講座(14～)主日の聖書を読む会（14:30～）

2222 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2地区です今月のお茶当番は第2地区です今月のお茶当番は第2地区です今月のお茶当番は第2地区です

http://cathkitasuma.web.fc2.com


