
 

ユスト高山右近が福者に 

後藤 進 神父

 １月22日ユスト高山右近が列福される

ことが決定した。翌 23日朝刊では一般紙

も大きく報道したから、皆様もご存知のこ

とでしょう。列福式がいつ行われるのか、

どこで行われるのか、まだ分からない。１

月２７日の大司教館での月修の集まりで

前田大司教様は、来年になるのではないか、

やはり大阪か、と発言されていたので、い

づれにしても準備は相当大変なことにな

ると、今から心配している。 

 高山右近が大阪教区と縁が深いキリシ

タン戦国大名であったこともあり、日本教

会の右近列福運動の中で大阪教区はその

責任教区として、毎年２月初めにカテドラ

ルや高槻教会で右近列福祈願ミサが奉げ

られて来た。それは田口司教（大司教に列

せられる前の）時代に始まっているので、

歴史を遡って見れば、彼是 50年になるの

ではと思われる。 

 大阪教区では毎年秋、教区司祭の日とし

て親善一泊旅行が行われてきたが、近年は

修道会・宣教会司祭にも開放され彼らも参

加するようになったが、高山右近の列福運

動を意識してか、教区の方針か、ここ何年

かは右近ゆかりの地を訪れている。去年と

思うが、右近が洗礼を受けた奈良澤城跡を

訪れた。右近 12才、1564年 6月のこ

とという。そこには周囲には何もない田舎

の田圃の中に石の右近洗礼の大きな記念

碑があった。右近は 20才で高槻城主とな

るが、織田信長の軍勢に囲まれ、城主とし

ての地位を捨て一キリシタンとして生き

ようとしたようである。地位は安堵された

が、秀吉の天下となり、右近は明石に転封

された。明石城主時代、秀吉の九州征伐に

従い博多にいる時、1587年突然の伴天連

追放令と右近に棄教を命じる文書出した。

右近は使者に、自分は関白殿下に何ら無礼

の振る舞いをしたことはなく、全世界に代

えてもキリシタンであること、己が霊魂の

救いを捨てる積りはない。故に明石６万石

は即刻殿下に返上する、と答えたという。

それを受けた秀吉は第 2の使者として博

多に従っていた右近の茶の師匠千利休を

遣わしたという。右近の返答は、キリシタ

ンの信仰が師君の命よりも重いかどうか

わからないが、一端志したことは変えない

のが侍の志である、であった。師とは利休、

君とは秀吉のことである。恐らく茶の湯の

世界で利休は上下差別のない自由を志向

していたのであろう、この右近決意を誉め

たという。この博多の地から高山右近の地

下潜行は始まっている。結局、右近は加賀

前田家で26年の客分身分での生活を過ご

すことになる。 

 教区の一泊旅行で明石の船上（ふなげ）

城跡も見学した。現在の明石城と比べると

ずっと海寄りで城というより館のようで

あった。更に小豆島に渡って右近の潜伏地

と言われる地も訪れたが、何の痕跡もない

ようであった。右近が列福されると、それ

らの地にも記念碑が建てられるのだろう。 

 右近の列福運動は右近が追放地マニラ

で客死したこともあり、殉教者としてでは
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なく証聖者としてなされていたが、日本教

会が後に列福を申請した殉教者達の列福

式が 2008年長崎で行われた。ペトロ岐

部と 187殉教者たちである。その運動の

過程の中で、右近の列福も殉教者として申

請が可能であることをローマの当局から

教えられて、殉教者としての申請変更がな

されて、今回の成功に結び付いたようであ

る。おめでとうございます。

 

成 人 の お 祝 い 

 1月 10日（日）のミサの中で成人のお祝いがあり、松浦神父さまより記念の品が送ら

れました。また、ミサ後にはささやかなパーティーが行われました。今年成人を迎えられ

たのは以下の 5人の方々です。おめでとうございます。 

 

 マリア WM さん  クララ OT さん 

 テレジア OA さん   フランシスコ SH さん 

 Ppurificacion SY さん 
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今年も越年越冬活動が2015年12月28日(月) ～ 2016年1月5日(火)東遊園地(神

戸市役所南端)で行われました。北須磨教会からも 1日に 5名、5日に 10名が参加して

炊き出しやおじさん達との交流を行いました。 

 

 

 

 

アトラクションでの手品の披露 

 

 

 

バンドも登場 

 

 

 

                           

亡くなられた方々を偲んで
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 1月 11日午後、垂水教会で洲本教会聖堂建設支援チャリティーコンサートが開かれま

した。松浦神父、大久保神父、松永神父などの合奏と合唱で聖歌やフォークソング、ビー

トルズナンバーなどが演奏され、司祭たちの普段とは一味違う面が披露されました。 

 また池長大司教のオーソレミオの独唱もあり、大きな拍手が起こりました。 

会場は100名を超す大盛況で、集まった113120円の献金は洲本教会に送られました。 

 洲本教会の新聖堂はほぼ完成し、2月 6日には献堂式が行われます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               神父様方の歌と演奏 

 

池長大司教様の独唱                  完成間近の洲本教会聖堂
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評 議 会 よ り 

典 礼 委 員 会 

社会活動委員会 

お 知 ら せ 

２０１６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・ ７(日)9 時 

年間第 5 主日 
Fr. 後 藤 H.K T.K 

K.T 

(北) 

①A.Y 

②M.N 

１・４地区 
K・Y 

(洗) K.R 
 

２・10(水)19 時 

灰の水曜日 
Fr. 後 藤 I.R T.K 

H.K 

(南) 

①I.M 

②O.R 
２地区 

N・K 

(洗) K.R 
 

２・14(日)9 時 

四旬節第１主日 
Fr. 赤 松 Y.S Y.S 

I.R 

(北) 

①K.N 

②K.S 
２地区 

K・H 

(洗) K.R 

洗礼 

志願式 

２・21(日)９時 

四旬節第２主日 
Fr. 後 藤 I.M T.K 

N.Y 

(南) 

①K.S 

②K.T 

３・６B 

7 地区 

K・Y 

(洗) K.R 
 

２・28(日)９時 

四旬節第３主日 
Fr. 後 藤 

(子供ミサ 

担当) 
Y.S 

N.S 

(北) 

①子供・担当 

②   〃 

３・６B 

7 地区 

N・K 

(洗) K.R 

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。 

 

 

○西ブロック合同堅信式が 2016 年 10 月

23 日(日)に明石教会で行われます。これから

準備が始まります。皆様のお祈りとお支えを

よろしくお願い致します。 

まだ堅信を受けておられない成人(青少年を

含む)の方がおられましたらお申し出ください。 

○規約改正検討会、次回は 3 月 12 日 10 時

からとなりました。関心のある方は広くご参

加ください。 

 

 

 

典礼の変更に伴い、答唱詩編の歌唱者を募集

しています。どんどんお申し出ください。 

 

 

 

日曜日、ミサ前後に名谷駅との間の送迎をし

てくださる方(車の運転手)を募集しています。

月に 1 回でも出来る時に助けていただければ

助かります。よろしくお願い致します。 

教会に備えてほしい図書、DVD 等ありました

らお申し出ください。検討し購入いたします。 

 

 

 

アルミ缶回収(8 月～1 月) 70kg 5,600 円コ

ーヒー売上(10 月～12 月)    22,082 

円となりました。皆様のご協力、ありがとう

ございます。 

 

 

 

☆ようこそ北須磨へ☆ 

マリア T.Y さま 

トマス・アクイナス T.S さま 

ドミニコ T.Kさま 

 

☆行事予定☆ 

洲本教会献堂式 2/6 13:30 

高山右近列福記念ミサ 2/7 14:00 玉造

広 報 委 員 会 
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