
 

今年の夏考えたこと  

 

後藤 進 神父

 この処、夏になると、今年の夏の暑

さは例年よりきついな、と思うような

年が続いている。気候温暖化の報の通

りなのか、今年も例外ではなかった。

特に今年は、安倍内閣が提出した安全

保障法案の国会審議の深まりと共に、

不安が増していくようで、戦後７０年

の節目の年ということもあり、安倍首

相が出すと言われている７０年談話

共々、マスコミが様々に論じており、

我々日本人だけでなく世界も注視して

いることが感じられ、新聞も日本の戦

争について敢えて取り上げて報じてい

るように感じられた。そのことがより

一層今年の夏を暑くするようであり、

日本全体をも暑くしていると感じてい

る。 

 そもそも、戦後 70 年になって、何

故日本を再び戦争の出来る国にしよう

とするのか、それが理解できない。現

在、充分にとは言えないまでも国連は

機能しているし、現実に戦争が起こり

かけると、それが本格的決定的な戦争

にならないように、国連も諸国の力も

抑止的に働いているではないか。核拡

散防止力だって一定の力を以て機能し

ているではないか。現に既に経済は国

の体制の違いを超えてお互いに絡み合

っている。開発途上国の保健衛生、イ

ンフラの面で、自立を助けようと世界

は努力しているのではないか。そんな

中にあって紛争解決に武力を以てする

という考えは、自国の紛争ですら国際

社会に広く訴えて解決を図るべきであ

って、日本のとるべき道とは思はない。

戦争で解決するという時代は完全に過

ぎ去ったと考える。第一、紛争を武力

で解決しようとすれば、相手国から反

撃されることを覚悟しなければならず、

反撃されればより強力な武器を持たな

ければならなくなり、これは軍拡の道

である。軍拡の行き着くところは核兵

器であり、このことは被爆国の日本人

として考えるべきではない。従って日

本として武器ではなく、平和の道しか

残されてはいないと考えるべきである。 

 1986 年、私はアメリカにいた。東

海岸フィラデルフィア郊外の教会に居

候して教会のお手伝いをしていたので

あるが、主任司祭は毎週土曜日夕、2～

4 人の友人司祭を招いて晩餐会を開い

た。そんな中で時に、日米戦争のこと

も話題になった。当時の平均的アメリ

カ人の考えであったと思うが、彼らは
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日本の真珠湾攻撃を Surprise Attack 

と非難し、広島、長崎の原爆について

は戦争を早く終わらせるためには仕方

なかったと考えていた。私は日本が宣

戦布告と同時に真珠湾攻撃を仕掛けた

ことは知ってはいたが、そのことがア

メリカにとってそれ程の Surprise 

Attack とは知らなかった。一方広島、

長崎の原子爆弾投下については究極の

大量破壊兵器、大量無差別殺人兵器で

あり、これを一般市民に使用したこと

は非難さるべきだと考えていた。アメ

リカから帰って、アメリカ上層部は日

本の暗号を解読しており、アメリカ市

民にとっては兎も角、上層部にとって

は決して Surprise Attack ではなか

ったことを知った。今年の夏、そのア

メリカで原爆展が開かれ、アメリカ人

自身の中にアメリカの原爆投下につい

て、倫理的に考え直す動きが出てきた

ことをマスコミを通じて知った。私は、

原爆、この大量無差別殺人兵器の使用

について、アメリカ自身がその正邪を、

アメリカ人の多くが信じるキリスト教

の上からも、捉えなおさねばならぬ時

がきっと来るであろうと考えている。

この夏、暑さの中で考えていたことで

ある。

 

神戸地区平和旬間行事 

去る8月8日、神戸中央教会にて神戸地区平和旬間行事として平和祈願ミサと 

司祭有志によるバンド演奏、信徒･司祭の戦争体験報告、夏祭りなどが行われました。 

松浦神父様はじめ司祭たちの素晴らしい演奏に大きな拍手が寄せられました。 

 コンサート後の戦争体験報告では夙川教会で憲兵隊に拘束されたメルシェ神父の

手記朗読や勤労奉仕、学童疎開などの思い出が語られ、平和祈願ミサでは傘木神父様

が戦争体験者の重みをもって今の時代に戦争反対を伝えていくことの大切さを訴え

られました。 
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ふっこうのかけ橋プロジェクト 

ふっこうのかけ橋プロジェクト 実行委員会 ＫＫ 

 

今年も福島ふっこうのかけ橋プロジェクト２０１５がスタートしました。昨年度の

夏はあいにく関西地方に大型台風来週！！ 私たちが長い時間かけて計画してきた

プログラムは全く実施できず、教会の中でのゲームや車で移動できる範囲での施設見

学等でこじんまりしたキャンプに終わりました。今年は当初のミーティングから私た

ちが今できる事を考え、具体化し、プログラムにしてきました。 

私が今回実行委員長に選ばれてから、福島の教会を訪問する機会がありました。教

会のお母さんや子供たちに今年のキャンプの内容等説明してきました。そしてお母さ

んたちからも福島の今の現状やまた意見等も聞くことができました。 

今年のキャンプは８月６日から８月１０日の４泊５日の期間で行われました。その

内１日を神戸地区教会学校の子供たちと福島の子供たちも交えて、自然豊かな三木山

森林公園での合同遠足を企画しました。全てのスケジュールを完成させ、福島からの

子供たちを迎えました。 

今年の天気は特に注意しなければならない重要な課題がありました。連日続きの猛

暑です。全国的に暑い日が続いている中での野外活動。子供たちの体調に充分に注意

することが必要となってきます。 

８月６日初日、新神戸駅に子供たちやお母さんたちをスタッフで迎え、神戸プログ

ラムがスタートしました。各日のメイン行事として、１日目は新神戸到着後、神戸ハ

ーブ園散策、２日目は神戸地区教会学校合同遠足（三木山森林公園）、３日目はアジ

ュール舞子へ海水浴と恐懼平和旬間行事とミサ、４日目は子供たちが特に要望してい

た USJ 観光！！ ５日目は昼過ぎに新神戸から福島に帰って行きます。 

今年のふっこうのかけ橋２０１５のプログラムを振り返るにあたって思うことは

今回私が実行委員長として、まず私に何ができるのか不安もありました。しかし、私

のまわりにはこれまでキャンプに関して経験豊富なスタッフがたくさんいる事もあ

り、自信を持ってここまで順調に進んで来れたことにすごく感謝しています。 

またキャンプを実施していく中で各小教区の信徒のみなさまによる応援や募金活

動等たくさんの方々の協力で「ふっこうのかけ橋」は支えられているんだということ

も実感しました。 

今回のキャンプに関わったスタッフだけが福島を思うのではなく、できるだけ多く

の人達に福島の現状を知ってもらうことも必要な課題だと考えます。 

このふっこうのかけ橋２０１５を終わるにあたって再度繰り返しますが、このプロ

グラムを見えない所で支えて下さった多くの方々の祈りと支えに心から感謝いたし

ます。ありがとうございます。 
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聖ヨハネ･パウロⅡ世のふるさとポーランド巡礼の旅（その２） 

ルドヴィコ ＫＭ 

 

エポカラノフ修道院入口の聖コルベ 

 先月は、福者イエジ・ポピエウシュコの巡礼地を紹介

したが、今回は先ず、日本でも良く知られている聖マク

シミリアーノ・コルベ神父の巡礼地を紹介しよう。有名

なのはアウシュビッツ。コルベ神父が過ごした部屋には

復活のロウソクが灯されている。一度は見ておきたい場

所だが、同時に、悪魔的な残虐さを感じ、「二度と訪れ

たくない」場所の一つともなった。今一つの地は、ニエ

ポカラノフにある無原罪の聖母の騎士修道院。差し出し

た右の手に「不思議なメダイ」を持ったコルベ神父が出

迎えてくれる。清楚で、静かな緑の多い心が洗われる場

所であった。主聖堂の祭壇の上にある時計が印象的であ

ったが、何人の人が気付くか？ 

次に紹介したいのは、聖ファウスティナ・コヴァルス

カで、神の慈しみの運動を始め、ご絵のイメージ画を   

伝え、若くして帰天した。余談だが彼女の誕生日は私と同じ８月２５日であった。１

９３１年白衣のイエスを見て、神の慈しみの祭日が制定される切っ掛けとなった啓示

を受けた。この修道院はクラコフの近郊ワギエフニキにある。この大聖堂尖塔には聖

ヨハネ･パウロⅡ世が十字架を掲げて立っており、大聖堂祭壇は、出エジプト３章を

イメージした至聖所が表現されているので、是非見ることを薦めたい。ただ、大聖堂

の写真撮影は禁止なので、注意を要する。 

 最後は、今回の旅のテーマでもある聖ヨハネ･パウロⅡ世教皇。彼の巡礼地はポー

ランド全土に渡っているらしく、何処にでも、彼の像がある。 

クラコフに近いヴァドヴィツェにある生家は現在博物館になっており、聖母奉献教会

の直ぐ横であり、カロル大司教時代に過ごしている。黒いマリアのイコンで有名なヤ

スナグラ修道院には、１９８１年５月１３日ファティマ聖母ご出現の日にサンピエト

ロ広場で起こった教皇狙撃事件時に身につけていた血染めの腰帯が祭壇左に掲示さ

れている。なお、大動脈から僅かに逸れた銃弾はポルトガルのファティマのマリアの

冠に納められているらしい。各地にある黒いマリアに関しては諸説があるらしいが、

現実にここでは所謂奇跡が起こっていると言われていて、８月１５日にはポーランド

のみではなく世界中から何万人もの人が集まると言う。また、枢機卿時代によく避暑

に訪れたタトラ地方にあるポーランドのファティマも、必見の場所と言えるだろう。 

以上、まだまだ書き切れぬ点もあるが、是非訪れることを薦めて終わりとしたい。  
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燃え盛る炎と燃え尽きない芝をイメージした 

祭壇（神の慈しみの大聖堂） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヤスナグラ修道院のブラックマドンナの祭壇                 

（左に血染めの腰帯） 

ポーランドのファティマ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      朝焼けに染まるヤスナグラ修道院の全景  
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2015 年９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 

９・ 6(日)9 時 

年間第 23 主日 

 

Fr. セグラ 

 

ＴＨ ＴＫ 
ＮＹ 

(南) 

①Sｒ．前田 

②ＳＡ 

２地区 
Ｋ・Ｈ 

 (洗)ＴＹ 
 

９・13(日)9 時 

年間第 24 主日 
池長大司教 ＴＹ ＴＫ 

ＮＳ 

(北) 

①ＴＨ 

②ＳＭ 
２地区 

Ｋ・Ｙ 

(洗) ＴＹ 
 

９・20(日)９時 

年間第 25 主日 
Fr. 後 藤 

 

ＮＳ 

 

ＹＳ 
ＨＫ 

(南) 

①ＴＭ 

②ＮＳ 

３・６B 

・７地区 

Ｎ・Ｋ 

(洗) ＴＹ 
敬老ミサ 

９・27(日)９時 

年間第 26 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・Ｈ 

(洗) ＴＹ 

子供と共

に捧げる

ミサ    

 

 

 

教 会 墓 地 の ご 案 内 

 

 カトリック大阪教区ではカテドラルの地下納骨堂を始め、各地に墓地、納骨堂を持って

います。当教会近辺では鵯越墓園とべら地区と舞子墓園荘厳 C1 地区に納骨所があります。

いずれも見晴らしのよい美しい立地で、毎年 11 月の死者の日前後に合同墓参が行われて

います。どちらもまだ十分余裕がありますので御希望の方は教区墓地委員のＡＫさん(総

務)にご相談ください。 

その他の墓地、納骨堂については教区事務所管理課(06-6941-9705)にお問い合わせ 

ください。(文責Ｈ) 

 

 

 

 

 

 

  

    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。 

↓ 

舞
子
墓
園
納
骨
所 
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・現在「集会祭儀司式者」及び「聖体授与 

を伴う病者訪問奉仕者」のご奉仕をして

くださっている方々はこれからもご奉仕

を続けていただくためにリフレッシュコ

ースの受講が必要となります。 

以下のいずれかのご都合の良い日に受講

してください。 

  9/23(祝・木) 神戸中央教会 

10/12(祝・月) 六甲教会 

11/23(祝・月) 垂水教会 

いずれも午前 10 時～午後 4 時 

お問い合わせその他は平尾まで 

 

・9/19 の評議会規約改定検討会は 

16:30 からに変更になりました。 

 

 

 

 

＜社会活動委員会より＞ 

・8/2 コーヒー奉仕グループから 

     4 月～6 月分 17,540 円 

7/22 アルミ缶回収グループから 

     2 月～7 月分 8,125 円(65kg) 

ご寄付いただきました。 

ありがとうございます。 

 

・訪船活動グループでは、船員さんのため

に、小さな石鹸、歯ブラシ、ひげそり、

シャンプーなどを集めています。 

ご家庭に眠っているものがあればご寄附 

ください。よろしくお願いいたします。 

 

 

＜その他＞ 

 

・教区新生計画２０周年振り返り講演会 

「聖霊の導きを識別しながら、ともに歩む

教会へ」 

 ９月２０日(日) 14 時～ 神戸中央教会 

  講師：畠 基幸神父(御受難会) 

        ：SY 氏(高槻教会) 

  みなさん、ご参加ください。 

・カトリック用品販売のお知らせ 

９月２０日(日)ミサ後 

ご希望、ご要望があれば事前に 

 サンパウロ(06-6225-8731)まで 

詳しくは掲示板で 

 

 

お 知 ら せ 

評 議 会 よ り 

編 集 後 記 

 

 今年の夏休みは、あまりの暑さ

にボ～っと過ごしました。そんな

中読んだ現代短歌の一首が、心に

突き刺さりました。 

「いつかふたりになるためのひ

とりやがてひとりになるため

のふたり（浅井和代）」 

短歌はまったくの専門外ですが、

衝撃でした。口語自由律の世界の

なんと深淵なこと。５０も過ぎる

と「やがてひとりになるためのひ

とり」かもしれないと思ってしま

う今日この頃。   （RK） 
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日 ・ 曜日 2015

9/1 火 病者高齢者訪問（13:30～）

2 水 　　　　　　

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

4 金 信仰講座(14～)主日の聖書を読む会（14:30～）

5 土 教会清掃(2地区)　 英語クラブ（14～16) ロザリオの祈り(16:15～)

6 日 年間第23主日　ミサ9:00～　信仰講座/典礼・病者高齢者委員会(ミサ後)

7 月 卓球(13～17)

8 火 社会活動センター炊き出し(9:30～)

9 水 　　

10 木 信仰講座(10:30～) オカリナ(13～)卓球(13～17)

11 金 信仰講座(14～)主日の聖書を読む会（14:30～）

12 土 教会清掃なし　 英語クラブ（14～16)ロザリオの祈り(16:15～)OASIS青年の集い(18～20)　 

13 日 年間第24主日　ミサ9:00～　信仰講座/評議会/共に歩む旅(ミサ後) 西ブロック連絡会(14～明石)

14 月 卓球(13～17) 

15 火

16 水 　

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

18 金 信仰講座(14～)主日の聖書を読む会（14:30～）

19 土 教会清掃・地区集会（3・6B・7地区)　　　英語クラブ（14～16) ロザリオの祈り(16:15～) 規約改定検討会(16:30～)

20 日 年間第25主日　ミサ9:00～　敬老会/カトリック用品販売(ミサ後) 新生講演会(14～神戸中央)

21 月 卓球(13～17)

22 火 男の料理(17～)

23 水

24 木 信仰講座(10:30～) オカリナ(13～)卓球(13～17)

25 金 信仰講座(14～)主日の聖書を読む会（14:30～）

26 土 教会清掃なし　広報委員会(10～)　 　　　　　　　　　　　　 ロザリオの祈り(16:15～)

27 日 年間第26主日　ミサ9:00～　信仰講座/社会活動委員会/共に歩む旅(ミサ後)

28 月 卓球(13～17) 

29 火

30 水 　

10/1 木 信仰講座(10:30～) 卓球(13～17) 西区のミサ(14～西区民センター)

2 金 信仰講座(14～)主日の聖書を読む会（14:30～）

3 土 教会清掃（5地区)　　　 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2地区です

http://cathkitasuma.web.fc2.com


