
 

福音の喜びを読む ３ 

高橋 聡 神父 

 

「福音宣教する共同体には『寄り添う』

用意があり、それが辛く長いものであっ

ても、すべての道のりを人類と共に歩み

ます。そして、じっくり待つことと使徒

的な忍耐を知っているのです。福音宣教

には、多くの忍耐と、限界を設けず向き

合うことが必要です。」 

 教皇様は寄り添うということが、福音

宣教に伴ってくるとおっしゃっています。

それはなかなか大変なことです。もう堪

忍袋の緒が切れそうだということも私た

ちにはしばしばあります。それでも寄り

添うことが求められています。それは、

キリストが私たちに寄り添ってくださっ

たことに対するわたしたちの答えでもあ

るでしょう。しかし共同体がそれを支え

るということも大切なわけで、わたした

ちの連帯を必要としているのです。 

 人間には限界があります。限界なしに

寄り添うことができるのは、もしかする

と、キリストおひとりができたことでは

ないでしょうか？とすると、教皇様がお

っしゃる、「福音宣教には、多くの忍耐と、

限界を設けず向き合うことが必要です。」

ということは、絶えざるキリストからの、

助けと力、励ましを必要とすることだと

思います。 

 実際には、私たちは、人生の中で出会

う人たちとの寄り添いの中で、生きてい

くわけです。結婚している人、家族、困

っている友達、仕事やボランティア活動

の中で出会う人などなど。その中に私達

がどのようにキリストを見出していける

かが問われているのかもしれません。子

供を独り育てることだって大変なことで

す。子供が素直であればまだいいですが、

色々な困難や重荷を抱えている子供と寄

り添うだけで、おそらく親の一生分の力

の大部分を使い果たしてしまうかもしれ

ません。こんなことに意味があるのかと

自問自答してしまうこともあるでしょう。

それでもその中に神さまの働きや、キリ

ストの現存や、あるいは、神さまからの

メッセージなどを読み取ることができて

初めて私たちは生きることが可能になる

のでしょう。意味がなければ私たちは生

きられないからです。 

 「主から受けたたまものに忠実である

ことは『実を結び』ます。」 

 福音宣教する共同体は、新たな命の実

を結ぶようにつとめると言われています。

この実を結ばせてくださるのも神様であ

り、キリストの恵みであるはずです。無

意味なことの連続のように思えても、そ

こに神様がいる限り、小さな変化が起こ

っているのではないでしょうか？それは

実りの前兆であるかもしれません。 

 「福音を宣教する共同体はうれしさに

炎のような舌が分かれ分かれに現れ、一人一人の上にとどまった（使徒言行録２・３） 
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満ちていて、いつも『祝う』ことを知っ

ています。小さな勝利を、福音宣教にお

ける一歩一歩の前進を喜び祝います。」 

 そう、小さなこと、わずかなことでも

神さまに感謝して喜び祝っているのです。

ドラクメ銀貨が一枚探して見つかったこ

とを喜んでいるのです。わずかでもそこ

に神様が共にいてくださったことを見出

し、感謝し、喜びに満たされています。 

 「うれしさに満ちた福音宣教は、善を

推し進める日々の要求のただ中にあって、

典礼において美しく輝きます。」 

 

 

 

叙 階 式 

 

「松永新司祭誕生！」 

 

 4 月 26 日（日）カテドラルにて叙階式が行われ、ステファノ松永敦、マキシミリアノ

コルベ長崎壮のふたりの新司祭とベネディクト崔周永新助祭が誕生した。 

叙階式は前田万葉大司教の代表司式と池長潤大司教、松浦悟郎司教を始め教区内外の大勢

の司祭による共同司式で行われ、新装なったカテドラルは大勢の信徒で満員となった。 

司教、司祭全員による按手と塗油を受けた新司祭は新しい祭服に身を包みパンとぶどう酒

を受け取り、司教と共に初ミサを捧げた。 

司教館での祝賀会は前田大司教のお祝いの言葉で始まり、受階者たちは大勢の信徒に囲

まれ祝福の言葉を受けていた。 
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諮問評議員就任の挨拶 

この度選挙の結果、6 人の新評議員が誕生し、信徒総会で承認されました。これから 2 年間働いてい

ただく新諮問評議員の皆さまに、ご挨拶をいただきました。よろしくお願いします。 

ペトロ IR 

小教区の活動も益々複雑化しつつある

時代ですが、今回の仕事をお引き受けす

るにあたり 司牧司祭の御意向をふまえ

て、評議員の皆さんと共に我々共同体の

将来展望に少しでもお役にたてるよう働

いてゆきたいと考えています。またその

働きは、信徒の皆さんのご協力を得ずに

は果たすことができないと考えています

ので、よろしくお願い申し上げます。 

 

マリア・アッスンタ HT 

派遣の折の後藤神父様のお言葉「恵み

の時です」に励まされています。 

折しも新生の振り返りの年。キリスト

のひとつの体に集められた私達が、神さ

まの呼びかけに応え、五つの教会像を生

きる共同体として、神さまの愛を証しす

るものでありますように。お祈りのうち

に皆様とご一緒にご奉仕できるといいナ

と思っています。どうぞよろしくお願い

いたします。 

クララ TA 

皆様のあたたかいご協力とお祈りがな

ければ何も出来ません。よろしくお願い

いたします． 

 

 

レオナルドゥス IM 

 受洗後 6 年。2 度目の試練が訪れまし

た。私は解らなくても解ったような顔を

する、ちょっとぐらい間違っても遅れて

も OK、70%で合格という凡人です。で

きるできないではなく、やりなさいと言

われているのかも知れません。これから

2 年間また皆様に色々とお願いに行きま

す。近寄っても逃げずに、またお教え願

います。 

 

 幼きイエズスの聖テレジア SA 

 なぜ今この時、私なのか? 思いめぐら 

しています。きたすま No.142「私たち

におこること、周りで起こることは、す

べて神様の御手から流れ出てくる、、、」

後藤神父様の巻頭の言葉にありました。 

とても小さな力ですが、何かのお役に立

つのなら、これも神様の御旨、聖霊の助

けを頂いて、二年間働けます様に祈りま

す。よろしくお願いします。 

 

ペトロ YR 

諮問委員に任命され当惑しています。 

自分にできることは何かを考えながら、 

他の委員の方の足を引っ張らないように

頑張ります。よろしくお願いいたします。 

 

 

 

オカリナ・クラブのご案内 

オカリナ クラブは毎月第 2・４木曜 13 時～に活動しています。 

変更がある場合がありますので当クラブ S さん迄お問い合わせくだ 

さい。オカリナに興味のある方、是非一度いらしてみてください。 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A7dPeC7B3F1VvXEA8ROU3uV7/SIG=1292q8sc2/EXP=1432301121/**http:/www.geocities.jp/citycollege_pc/illust3915.png


きたすま ４                                               

 

～復興支援活動記録の DVD 映写会に参加して～ 

5 月 17 日（日）、社会活動委員会主催の「Always be with you 希望への道をともに

～カトリック教会復興支援のあゆみ～」の DVD上映会に参加しました。 

東日本大震災は被災地の区域が広すぎたためカトリック教会では、仙台教区だけでなく

全国の教区が支援活動拠点（ベース）をそれぞれ支援しているそうです。大阪教区は大船

渡ベースを支援していることは知っていましたが、今回活動紹介はありませんでした。 

そのほか被災地の障害者支援、外国人ための支援、子供たちのための支援など、地域の社

会福祉協議会や各団体と連携をとって今何が必要かを把握しながら活動していることな

どが報告されていました。 

震災直後の泥だしやがれき撤去のボランティアからはじまり、仮設住宅でのふれあいボ

ランティア、漁場や農作業のボランティアなどで被災地の方々と支え合うことの大切さを

感じながら、被災された方々、ボランティア、スタッフの方々の声を聞くことで、今後の

課題がまだまだ残されていることを知ることができました。 

被災地では仮説住宅から復興住宅へと住民の方々の移動が始まっていますが、そこでも

新たな問題が起きているようです。年々ボランティア数が減少し、支援団体も減っている

そうです。わたしたちは、これからも支援活動を続け、若い世代につなげていくことも大

切だと思いました。                            P.T.M. 

＊今回の上映会には 30 名ほどの方が参加されましたが、参加できなかった方々には

DVD の貸し出しもしていますのでご希望の方は社会活動委員まで申し出てください。 

 

2015 年 6 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 

6・ 7(日)9 時 

キリストの聖体 

（年間第 10 週）                     

Fr. 後 藤 TH TT 
NY 

 (南) 

①TM 

②NS 

１・４ 

地区 

K・Y 

(洗) TY 
 

6・14(日)9 時 

  年間第 11 主日 

Fr. 松 浦 

 
HK YS 

NS 

(北) 

①TI 

②HT 
２地区 

N・K 

(洗) TY 
 

6・21(日)９時 

 年間第 12 主日 
Fr. 後 藤 HT TT 

HK 

(南) 

①TH 

②TM 
２地区 

K・H 

(洗) TY 
 

6・28(日)９時 

 年間第 13 主日 

  

Fr. 後 藤 

 

(子供ミサ 

担当) 
YS 

HT 

(北) 

①子供・担当 

②   〃 

(子供ミサ

担当) 

K・Y 

(洗) TY 

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。 
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寄稿「ロザリオの祈り」へのお誘い “御聖体の前で祈る” 

 OM 

 

新しく洗礼を受けられた方に ロザリオの祈り とはどんな祈りですかとよく聞かれま

す。私たちは パウロ書院(三宮)で売られている 聖母の騎士社発行の小冊子「ロザリオの

祈り」《100 円》という本を使っています。その 17 頁にロザリオの唱え方と紹介されて

いますが、だいたいそのように祈っています。 

始めに この世から神様のほうに魂が向くようマリア様の歌か御聖堂にある典礼聖歌や

賛美歌集の歌をうたいます。この世のことでさ迷っている心を神に向けるのに賛美はとて

も有効です。多くの方は家でロザリオの祈りをしておられると聞いています。個人の祈り

は信仰の土台として大切です。しかし、教会で共に祈ることは 大きな力となります。 

たとえば、紙の上に虫眼鏡で太陽光を集めるとパッと火が燃え上がるように、沢山で一

緒に祈ると大きなパワーとなります。教会で共に祈ることは大きな力となります。特に私

たち主婦は 家では電話がかかってきたり 来客があったりと、つい目の前のことに心を奪

われがちですが、少しの時間 御聖体の前で 心を静め、神様に向かう方法として、ロザリ

オはとても良いやりかたです。私たちは様々な試練 誘惑 選択に日々直面します。それら

を イエスの前に置き 主の声を開く それには御聖堂は最適の場所です。 

昨年 松浦神父様に相談したとき 祝福してくださり「多くの人に呼び掛けて沢山で祈っ

てください」と励ましてくださいました。「若者の為に祈ってください」ともいわれまし

た。先先代のパパ様ヨハネ・パウロⅡは 朝昼夜と 1 日 3 回ロザリオでマリア様と祈られ

たとか それで「光の神秘」(啓示の神秘)を定められました。今木曜日は「光の神秘」で

祈っています。神様は私たちの祈りを待っていてくださり、心をひとつにして祈るとき喜

んでくださいます。神の喜びと平安に満たされ 新たに力と知恵をいただきましょう。 

今年になって 土曜日 4時 15 分からになりました。興味のある方お待ちしています。距

離的にも時間的にも参加できない方 心を合わせてお祈りください。詳しくは 美寺、大西

まで問い合わせてください。 

 

 

 

 

☆帰天されました☆ 

6A 地区 ドミニコ SKさん 

5 月 18 日、神戸中央教会で通夜、葬儀ミサが行われました。 

永遠の安息とご遺族の平安をお祈り申し上げます。 

お 知 ら せ 
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日 ・ 曜日 2015

6/1 月 卓球(13～17)

2 火 病者高齢者訪問（13:30～） 

3 水 　 

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

5 金 信仰講座(14～)主日の聖書を読む会（14:30～）

6 土 教会清掃なし  英語クラブ（14～16)  ロザリオの祈り(16:15～)

7 日 キリストの聖体 ミサ9:00～　信仰講座/典礼委員会（ミサ後） 近隣清掃　

8 月 卓球(13～17)

9 火 社会活動センター炊き出し(9:30～)

10 水 　　　　　　

11 木 信仰講座(10:30～) オカリナ(13～)卓球(13～17) 

12 金 信仰講座(14～)主日の聖書を読む会（14:30～）

13 土 教会清掃・地区集会(2地区)　　英語クラブ（14～16) ロザリオの祈り(16:15～)OASIS青年の集い(18～20)

14 日 年間第11主日　ミサ9:00～

15 月 卓球(13～17)

16 火

17 水 　　

18 木 信仰講座(10:30～) 卓球(13～17)病者高齢者訪問（13:30～）

19 金 信仰講座(14～)主日の聖書を読む会（14:30～）

20 土 教会清掃なし　 英語クラブ（14～16) ロザリオの祈り(16:15～)

21 日 年間第12主日　ミサ9:00～　信仰講座(ミサ後)

22 月 卓球(13～17) 

23 火 男の料理(17～)

24 水 　

25 木 信仰講座(10:30～) オカリナ(13～)卓球(13～17)

26 金 信仰講座(14～)主日の聖書を読む会（14:30～）

27 土 教会清掃（3・6B・7地区)　広報委員会(10～)　 ロザリオの祈り(16:15～)

28 日 年間第13主日　ミサ9:00～　信仰講座/共に歩む旅(ミサ後)

29 月 卓球(13～17)

30 火

7/1 水

2 木 信仰講座(10:30～) 卓球(13～17)

3 金 信仰講座(14～)主日の聖書を読む会（14:30～）

4 土 教会清掃なし  英語クラブ（14～16) ロザリオの祈り(16:15～)

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

司祭によるミニ講話（ミサ後）信仰講座/評議会(ミサ後)

http://cathkitasuma.web.fc2.com


