
 

家庭の精神 

～教皇フランシスコ、10月 7日の一般謁見演説より～

親愛なる兄弟姉妹の皆さん、 

 世界代表司教会議（シノドス）が数日前、

「教会と現代世界における家庭の召命と使

命」というテーマのもとに開会しました。

主の道を歩む家庭は、神の愛をあかしする

ための基盤であり、教会のあらゆる営みの

恩恵を受けるに値します。 (中略 1) 

 だからこそ家庭が、社会全体のために

人々の視野をさらに広げるのです。家庭は

子どもたちの目を－視覚だけでなく、他の

感覚をも－いのちに向けて開き、愛の自由

な契約のもとに築かれた人間関係のビジョ

ンを示します。家庭は、忠誠と誠実さ、信

頼、協力、尊重に基づく結びつきが必要で

あることを提示します。家庭は、住みやす

い社会を計画し、たとえ難局にあっても信

頼関係を信じるよう家族一人ひとりに促し

ます。家庭は、人々のことばを尊重し、互

いに敬い合い、自分自身や他者が抱える限

界の中で互いに分かち合うよう教えます。

ご存じのように、家庭はもっとも小さい人、

もっとも傷ついた人、そしてもっとも弱い

人に、日々の生活の中でつねに注意を向け

ます。社会の中でそうした姿勢で生きる

人々は、その姿勢を、競争や自己満足のた

めではなく、家庭の精神から学んだのです。 

(中略 2)              教

会は今まさに、家庭と、家庭の真の精神に

関する自らの使命の歴史的な意味を確認し

ています。まずは、いのちに注目し、いの

ちを注意深く見直しています。「家庭の精

神」は、教会の本質的な要素であると言え

るでしょう。それがキリスト教のあるべき

姿であり、キリスト教はそうならなければ

なりません。パウ ロははっきりと記してい

ます。「遠く離れているあなたがた……は、

もはや、外国人でも寄留者でもなく、聖な

る民に属する者、神の家族であり、使徒や

預言者という土台の上に建てられています」

（エフェソ 2・17,19）。教会は、神の家

族であり、そうあるべきものです。(中略

3)家庭からイエスは、人々の間を旅し始め

ました。それは、神は人間をお忘れになら

ないことを人々に説くためでした。ペトロ

はそこから、自らの奉仕職の活力を得まし

た。教会はそこから、師であるキリストの

ことばに従い、深い海に漁に出かけます。

そうすれば、教会は驚くほど多くの魚を獲

ることでしょう。聖霊により強められたシ

ノドス教父たちの熱意が、主のことばに信

頼しつつ、古い網を捨て去り、再び漁をす

るよう教会を促しますように。そのために

心から祈りましょう。キリストはどんな時

もわたしたちに約束し、力づけてください

ます。悪い父親でさえ、飢えた子にパンを

与えることを拒否しないのですから、神は、

心から願い求めている人々に―たとえ不完

全な者であっても―必ず聖霊を送ってくだ

さいます。(完) 

 

(全文はカトリック中央協議会 HPに掲載) 
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国 際 協 力 の 日 

10月 18日(日) 教区「国際協力の日」に当たり 11時からカテドラルにて「教会の宣

教活動に関する教令」発布 50周年記念ミサが前田万葉大司教の主司式で行われた。ミサ

には各国語(英語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、中国語、韓国語、日本語)の

パンフレットが準備され、各地区の多くの司祭と信徒の参加で聖堂が満員となる中で行わ

れた。 

共同祈願も 4 か国語でおこなわれ、閉祭の歌は「あめのきさき」が 6 か国語で聖堂に

響き渡った。ミサ後 12:30 からは司教館駐車場で外国人との共生をめざす関西キリスト

教連絡協議会との共催でエキュメニカルな国際交流会がもたれ、各国の料理と歌や踊りで

夕方まで盛り上がっていた。 

またこの日、北須磨教会では初めての英語ミサが行われ、後藤神父が説教の要旨を英語

で伝え、共同祈願や朗読の一部を英語で唱えるなど国際協力の日を意識した試みが行われ

た。 
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2015 年 11 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 

11・1(日)9 時 
諸聖人 

年間第 31 週 
 

Fr.後藤 IM YS 
NS 
(南) 

①MA 
②YY 

1・4 地区 
N・K 
(洗)KR 

 

11・ 8(日)9 時 
年間第 32 主日 

池長大司教 IR TK 
HK 
(北) 

①AY 
②MN 

1・4 地区 
K・H 
(洗)KR 

 

11・15(日)９時 
年間第 33 主日 

Fr.松浦 
(子供ミサ 

担当) 
YS 

HT 
(南) 

①子供・担当 
②   〃 

(子供ミサ 

担当) 
K・Y 

(洗)KR 

子供と共に

捧げるミサ 

七五三お祝 

11・22(日)９時 

王であるキリスト 

年間第 34 週 
Fr.後藤 TH YS 

YK 
(北) 

①IR 
②IM 

2 地区 
N・K 
(洗)KR 

 

11・29(日)９時 

待降節第１主日 
Fr.高橋 TY TK 

IR 
(南) 

①IM 
②OR 

３・６B 
・7 地区 

K・H 
(洗)KR 

 

 

 

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 

 

 

 

☆11月15日(第3日曜)子供と共に捧げる

ミサの中で七五三の祝福を行います。ミサ

後バザーも行われます。お孫さん・お知り

あいの方などお誘いください。 

☆集会祭儀司式者・聖体授与を伴う病者訪

問奉仕者の第 3 回目のリフレッシュコース

が 11 月 23 日（祝）・垂水教会で 10 時よ

り行われます。最後の機会となります。も

れのないようご参加ください。 

☆次回の評議会規約改正検討会は 11 月

21 日(土)10：00 より。ご参加ください。 
 

 

 

☆合同墓参のお知らせ☆  
舞子墓園カトリック納骨所ならびに鵯

越墓園とべら墓地・納骨所におきまして

下記のように合同墓参（合同慰霊祭）を

行います。ご使用の皆様を始めとして多

くの方々にお集まりいただき、ご一緒に

お祈りいただければ幸いです。 

○舞子墓園カトリック納骨所 

日時：2015年 11月 1日（日）午後 2時 

司式：高橋聡神父様 
 
○鵯越墓園とべら墓地・納骨所 

日時：2015年 11月 1日（日）午後 2時 

司式：大久保武神父様 
 
ご注意 現地集合です・荒天の場合は中止 

（当日の問い合わせは、神戸中央教会

078-221-4682） 

カトリック神戸地区墓地委員会 

☆転出されました☆ 
 

第４地区(神の谷) 

ヨセフ KM さま 

カタリナ KEさま 

夙川教会へ 

お元気で！ 

 

 

 

 

 

 

評 議 会 よ り 

お 知 ら せ 

編 集 後 記 
 

 ここ数年日本では 10月 31日のハロー

ウィンが話題になることが多くなりま

した。ハローウィンのデザインのグッズ

まで売られるほどの商機に。死者の月も
賑やかになっているようです。（GTH） 
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