
 

『福音の喜び』を読む 

高橋 聡 神父 

 

「宣教を中心にした司牧では、『いつ

もこうしてきた』という安易な司牧基

準を捨てなければなりません。」(33) 

フランシスコ教皇は、宣教の大胆で

創造的な目標や方法の見直しに人々

を招きます。と同時に独りよがりに

ならず共に歩むことの大切さも説い

ておられるようです。「大切なのは、

独りで歩まず、つねに兄弟に頼り、

とくに司教の指導のもとに、賢明で

現実的な司牧的識別をなすことで

す。」このことは、共同識別などを推

進してきた大阪教区と軌を一にして

いると思います。 

 次に教皇様は、福音の神髄が伝え

られるようにとの話へと進んで行か

れます。「啓示された真理はすべて同

一の神的源泉に由来し、同一の信仰

で受け入れられますが、そのうちの

あるものは、福音の神髄をより直接

的に表しているため、いっそう重要

なものです。」この核心的な本質の中

に輝くものとして、「死んで復活した

イエス・キリストにおいて現わされ

る、救いをもたらす神の愛の美」を

挙げられます。これは、パウロや他

の使徒たちが告げ知らせた福音の中

心と全く同じです。 

 同様に信仰だけでなく道徳におい

ても、最も中心的なものを提示され

ています。「何よりも重要なものは

『愛の実践を伴う信仰』（ガラテヤ

5：6）です。隣人愛の行いは、心の

うちにもたらされる聖霊の恵みを目

に見えるかたちで表すもっとも完全

な行為です。『新法において主要的で

あるのは、愛によって働く信仰にお

いて明らかにされるところの聖霊の

恩寵である』（聖トマス・アクイナス

『神学大全』）。そこからトマスは、

目に見える行為に限れば、あわれみ

がすべての徳の中でもっともすばら

しいものだと説明します。」 

 このようにパパ様は福音の信仰と

道徳のもっとも中心点を明らかにし

たうえで、教え全体の中の諸真理と

徳の「順位」を考慮しながら適切な

バランスを保って福音を告知するよ

うにおっしゃっています。 

とくにパパ様は道徳に関して、中

心点とのバランスを保つように力説

されています。「それぞれの徳は有機

的につながっているため、いずれの

徳もキリスト教的理想から除外され

ることはありません。同様に、いか

なる真理も否定されることはありま

せん。福音のメッセージの完全性を

崩してはなりません。さらにいえば、
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おのおのの真理はキリスト教のメッ

セージの調和した全体像の中に位置

づけられると、いっそう理解が深ま

ります。そうした状況においてこそ、

すべての真理はそれぞれ重要性を示

し、互いを照らすのです。説教が福

音に忠実であれば、ある真理の核心

が明確に表現され、キリスト教の道

徳に関する説教は禁欲的な倫理でも

苦行でもなく、単なる実践哲学でも、

罪と過ちの一覧表でもないことが明

らかになります。何よりも福音は、

わたしたちを愛し救ってくださる神

にこたえ、他者の中に神を見いだし、

すべての人の善益のために自分から

出て行くようにと招くのです。どの

ような状況下にあっても、この招き

を覆い隠してはなりません。すべて

の徳は、この愛の応答に奉仕するも

のです。その招きが強さと魅力をも

って輝くのでなければ、教会の倫理

という建物は砂上の楼閣となってし

まいます。それが私たちにとっての

最大の危険です。なぜなら、そこで

告げられているのは福音ではなく、

特定のイデオロギーに由来する教理

的・倫理的主張なのです。そのとき、

メッセージは新鮮さを失い、『福音の

香り』も消えてしまう危険にさらさ

れるのです。」(39) 

 

洗礼志願式 

 

2 月 14 日、ミサの中で OT さん、HK さんの洗礼志願式が行われました。司式は

イエズス会の赤松神父さまが執り行なってくださいました。 

お二人の洗礼と TY さんをカトリック教会に受け入れる式、TA さんの初聖体など

は 3 月 26 日の復活徹夜祭の中で行われる予定です。 
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寄稿 

昼 間 の 星 

マリスト教育修道士会 Br. 吉田 治美 

 

人生にはいろいろなことが起こる。62 年前、熊本の姉の知人 S さんが上京し、帰

りの列車の中で、たまたま外国人の神父さんと乗り合わせた。偶然に、二人とも行く

先は熊本。ということで、当時二十数時間かかった長旅の列車の中では、いろいろな

話も出たに違いない。その内どういうわけか、私のことが話に出た。熊本の教会に帰

った神父さんは一通の手紙を書いた。何週間かたって、英国から中古の小型補聴器が

届き、それを私にくださるとの連絡があった。私は生まれて初めてカトリック教会の

門をくぐり、神父さんに会いに行った。残念ながらその補聴器は、私の耳には音量が

不足で、役に立つものではなかった。一応お礼を述べて、いただいて帰ったが、後で

処分してしまった。その後しばらくして神父さんから勉強会にお誘いがあった。宗教

には何の興味も関心もなかった私は気が進まなかったが、とにかく行ってみることに

した。当時は求道者も多く、入門講座のグループがいくつかあったが、私の難聴のこ

とを考えてくださったのか、一対一で毎週一回、教えてくださることになった。おか

げでよく分からないところは何度でも聞き、また質問したりもした。少しずつ展望が

開けて行くようで、楽しく、欠かさず通い続けた。一年四か月後、聖母被昇天の祝日

に、他の十人の若い求道者たちと並んで一緒に洗礼を受けた。25 才のときであった。 

 洗礼は私の人生の大きな転機となった。30 才のとき修道士になった。その前後の

頃から私の内と周りに起こったことは、ここにはとうてい書き尽くせない。ただ家族

に起こったことだけは書かねばと思う。一応仏教であった我が家では、その後の６０

年の間に、間を置いて、祖母、母、妹、父、弟の嫁 (弟はまだ) 、兄、姉の順に、そ

れぞれの時と場所で洗礼に導かれた。小学校に上がるまで、いつも私を病院に連れて

行ってくれた祖母の、カトリック教会での初めての葬儀が、家族の心に訴えるものが

あったと思う。修道士で学校教師であった私は、家族に会う機会も少なかったが、イ

エス様の話をしたこともあまりない。けれども、主は私の家族の一人一人を導いてく

ださった。ただ驚きと感謝の念でいっぱいである。 

 話が後先になるが、私は数えの三つのとき、高熱がもとで両耳を冒され、大きな手

術を受けた。右耳のすぐ後ろの骨を削って孔をあけ、そこから内耳の冒された聴こえ

の器官をすべて取り除くという、80 年前の根治手術である。当時、局部麻酔があっ

たのかどうか、とにかく意識はあった。手術台に括り付けられ、押さえつけられ、永

遠に続くかと思われた手術の間、病院中に響き渡るような大声で泣き叫び続けた。終

わったときは、全身から湯気を立てていた。窓の外には雪が後から後から降っていた。

そんなことまで覚えている。その時の傷痕と抉られた孔は今も残っている。おかげで

病巣は完治したが、その時以来、右耳はまったく聴こえない。左耳は手術を免れたも

のの慢性中耳炎として残り、完全にいやされるまでに長い年月がかかった。一方、聴 
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力は次第に落ちて行った。小中高と教室ではいつも最前列、中央寄りの席であった。 

高卒の頃、日本でようやく補聴器が製造・販売されるようになって、母と一緒に買い

求めに行った。大きな、旧式の、今は過去のものとなったミニ真空管式のものであっ

たが、真空管だけに音は澄んでいた。それを聞いて「あーっ、雀が啼いている、あー

っ、下駄の音がする !」と興奮して私が思わず叫んだとき、隣にいた母が涙を流した。

その後補聴器は改良され続け、今ではずいぶん良いものが出るようになった。私がい

ちばん苦しかったとき、まさに天からの助けのように、主は私に補聴器の贈り物をく

ださった。 

 私の人生は、若かったときの方がずっと苦しかった。年を重ねると、過ぎ去った頃

のことが、新しい意味を持って見えて来る。 1) 三才の時の耳の手術は、長年の間

私にとって、降って湧いたような災難とばかり、思い込んでいた。今は途方もない恵

みだったと思っている。あれがなかったら、私は今でも信仰を持たなかっただろう。 

2) 初めのところで、「たまたま、偶然」という言葉を使ったが、主がご存知ないとこ

ろで、ご存知ないことが起こっている、というようなことはあり得ない。神父さんと

S さんが乗り合わせたのは、たまたまでも偶然でもない、御計画の一部だったと思っ

ている。3) このアイルランド出身の、当時熊本におられた今は亡きデズモンド・ギ

ル神父さんは、忘れられない私の恩人である。もう一人、信者でもなかった S さんが

私のことを話してくれていなかったら、どうなっていたろう ?  S さんは自分でも知

らずに福音宣教の種を播いていたのだ。私が信仰に導かれたのは S さんのおかげでも

ある。 他にも、偶然とは思えないことがいくつもある。二人の帰る先が同じ熊本で

なかったら ? 神父さんがあの手紙を書かなかったら ? 再訪のつもりがなかった

私に、もう一度呼びかけてくださらなかったら ?  

 人生にはいろいろなことが毎日のように起こっている。苦しみ、悲しみ、喜び、成

功、失敗、健康、病、出会い、別れ・・・。その当時は、意識も理解もしないことが

多いかも知れない。分かって来ることもある。あの補聴器は、耳のためには役立たな

かったが、仲立ちとなって私の心の耳を開いてくれた。米国の詩人ロングフェローに、

「夕暮れの残光が消え失せると、昼間見えなかったいくつもの星が、満天の星となっ

て輝き出す」、といった意味の詩がある。26 才で世を去った日本の童謡詩人金子みす

ずにもある。「昼のお星は目に見えぬ。見えぬけれどもあるんだよ。見えぬものでも

あるんだよ」。もうかなり以前から都会では見られなくなった満天の星は、空気がも

っと澄んでいた頃、心が吸い込まれるように見上げていた記憶が何度かある。昼間は

見えない星のように、私たちの人生には多くの昼間の星があり、その一つ一つが意味

を持ち、神の愛がそこにある。見えない星が見えて来て、どんなときにも主がそこに

おられたのだと悟るのは、私たちが天に帰った時だろう。その時には、次元を超えた、

想像もつかない大きな喜びを体験することだろう。聖書には、次の御言葉がある。「目

が見もせず、耳が聞きもせず、人の心に思い浮かびもしなかったことを、神は御自分

を愛する者たちに準備された」(I コリント 2：9)。  
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カトリック北須磨教会

３．教会の活動を支える献金

　①教会維持献金
　　　献金袋で毎月定額で納めていただいている献金で、教会の福音宣教活動や運営管理
　　　のために使われます。（営繕献金・一粒会献金も同時に納めていただいています）

　②ミサ聖祭献金
　　　主日（日曜日）ミサのなかで奉納の気持ちをこめて献金されるものです。
　　　これも教会の諸活動のために使われます。

　③特定献金 
　　　小教区の枠をこえた特別な目的のための献金で、決められた日のミサ聖祭献金をこれ
　　　にあてています。大阪大司教区やローマ教皇庁、中央協議会などに送られます。
　　　児童福祉の献金、四旬節愛の献金、一粒会献金（司祭・神学生育成のための献金）
　　　聖ペトロ使徒座献金、世界宣教の日の献金、広報のための献金などがあります。

　教会では福音宣教のために、各委員会でそれぞれの活動を行っています。その活動と教
会運営にはいろいろな費用がかかっています。それを支えているのは信徒皆さまの献金で
す。
　教会維持献金は信徒として教会を維持・発展させていくための大切な努めであり、基本的
には収入のある信者の義務としてあります。
　献金の金額については、教区の指針では収入の２～３％を目安にしていますが、それぞ
れのご事情やお気持ちに応じて納めて頂ければ良いと思います。
　教会の運営と宣教司牧活動は、すべて信徒の皆さまの献金によってまかなわれていること
をご理解ください。
　なお、教会維持費を収められていない方がおられましたら、財務担当までご連絡ください。
よろしくお願いいたします。

　（単位：千円）

教会財政について　Ⅲ

１．北須磨教会の財務状況

　北須磨教会の2014年度の決算は、教会維持
献金の納付者数　125世帯（前年度135世帯）
経常収入合計　946万円（前年度970万円）
経常支出合計　959万円（前年度1,022万円）と
赤字決算でした。
　今年度（2015年度）も傾向は同じで、赤字決算
になる予想です。
　収入が減って、支出が増えるという状況がここ
２～３年続いており、預金残高も減少傾向へと転
じています。
　信徒の方の高齢化が進み、教会維持費の減
少は今後ますます進んでいくと思われます。

２．献金のお願い

注）2009年度/オルガン献金・購入費用は含めていません

：経常収入

：経常支出
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2016 年３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 

3・6(日) ９時 
四旬節第４主日                                                      

Fr. 松 浦 TH TK 
HK 
(南) 

①KK 
②OM 

 

５地区 
 

K・H 
(洗) TY 

 

3・13(日)9 時 
  四旬節第５主日 

 
池長大司教 

 

TY YS 
HT 
(北) 

①IR 
②IM 

 
5 地区 

 

K・Y 
(洗) TY 

黙想会 
Fr.酒井(告解) 

3・20(日)9 時 

受難の主日 
枝の主日 

Fr. 後 藤 NS TK 
YK 
(南) 

①TH 
②SM 

６A地区 
N・K 

(洗) TY 
 

3・24(木)19 時 
聖木曜日 

 

Fr. 後 藤 
 

HK YS 
IR 
(北) 

①TM 
②NS 

６A地区 
K・H 

(洗) TY 
＊答唱 

3・25(金)19 時 

  聖金曜日 

 
Fr. 後 藤 

 
HT TY 

KT 

(南) 

①KM 

②TM 
評議会 

K・Y 

(洗) TY 
＊答唱 

3・26(土)1９時 
復活徹夜祭 

Fr. 後 藤 IM 
TK 
YS 

NY 
(北) 

①MS 
②Sｒ．前田 
③IR 

④SA 

評議会 
N・K 

(洗) TY 
入信式 
＊答唱 

3・27(日)10 時 
復活の主日 

 

Fr. 後 藤 
 

IR 
TK 
YS 

NS 
(南) 

①TI 
②HT 

評議会 
K・H 

(洗)TY 
＊答唱 

 

 

　　　バザーや主日ミサ後のコーヒー販売（援助目的）などによる献金です。
　　　それぞれの目的のために使われます。

４．宣教司牧・運営管理のための主な費用と教区納付金

　①宣教司牧のための費用
　　　祭儀費、司牧費、委員会活動費、青少年育成費、会議費、援助費、共同司牧費など
　　　があります。

　②運営管理のための費用
　　　事務印刷費、リース料、消耗品費、通信費、水道光熱費、旅費交通費、清掃費など
　　　があります。

　③教区への納付金
　　　納付金A（教会維持献金とミサ献金の10％）と、納付金B（司祭給与相当額の分担金）
　　　及び納付金D（追悼ミサの謝礼）を大阪大司教区へ収めています。

５．経費の節約

　　　宣教司牧活動では、その意義を損なわないような節約に努め、信徒皆さまの大切な
　　献金を無駄に消費しないよう心掛けることが大切です。
　　　また経費について、特に水道光熱費の電気料金は年間93万円（2014年度）と大きな
　　支出となっています。電灯やエアコン（クーラー・暖房）の消し忘れのないよう、皆さまの
　　ご協力をお願いいたします。

　⑤その他補助活動による献金

　④特別献金
　　　特別な意向の為の献金で、祭式献金（結婚式・葬儀などの献金）、援助目的の献金
　　　（クリスマス愛の献金など）、営繕献金（営繕目的の積立て）などがあります。

   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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・私たちの神戸地区西ブロックで長年司

牧下さいました松浦謙神父様がこのたび

カトリック中央協議会へ転任することに

なりました。 

送別会を3月6日（日）ミサ後すぐ、1

時間の予定で開催します。是非ご参加く

ださい。 

 

・規約改正検討会 3月12日（土） 

10時～ ご参加下さい。 

 

 

 

 

 

・「主に捧げる24時間」が今年も垂水教

会で3月4日19:00〜３月5日（土）

18:30ミサまで行われます。 

ご都合に合わせて皆さまお祈りにご参

加ください。詳しくは１階ロビーのお知

らせをご覧ください。 

 

・毎月第２土曜日に行われておりました

ＯＡＳＩＳの集いはしばらくお休みにな

ります。 

 

・カトリック新聞 定期購読申し込み 

定例の年間購読申し込みは 3 月６日

までに掲示板に記入、又は広報委員ま

で。どしどしお申し込み下さい。 

一年間の購読代金は 8100 円です。 

 

 

☆帰天されました☆ 

ペトロ MT さま (第 4 地区) 

2 月 2 日 帰天されました 

永遠の安息とご遺族の平安を 

お祈りいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

編 集 後 記 

 

娘が成人式を迎え、姉が 40 年前

に着た振袖を母に着付けしてもらい

ました。見ているうちに私も突然着

物が着たくなりました。もちろん振

袖ではありません。昔母が家で着て

いたような、ウールや紬の着物に割

ぽう着。ネットで中古の着物を買い、

それから毎日家で着物を着て過ごし

ています。よかったと思うのは母と

着物の話をたくさんするようになっ

たこと。母や祖母の着物ももらいま

した。大切に着ていきたいと思いま

す。この春突然起こった、嵐のよう

な心境の変化でした。  （RK） 

 

 

 

 

 

 

 

お 知 ら せ 

評 議 会 よ り 



きたすま８                                                

 

日･ 曜日 2016

3/1 火 信仰講座(10:30～) 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 　　   　　　　十字架の道行(13～) 信仰講座(14:30～) 主日の聖書を読む会(14:30～) 主に捧げる24時間(垂水 19～)

5 土 教会清掃(第５地区) 英語クラブ（14～16) ロザリオの祈り(16:15～)        〃　　　　　　(垂水 ～19)

6 日 四旬節第４主日 ミサ9:00～ 松浦神父送別会/信仰講座/評議会/共に歩む旅（ミサ後）

7 月 卓球(13～17)

8 火 信仰講座(10:30) 社会活動センター炊き出し(9:30～)　信仰講座(14:30～)

9 水

10 木 信仰講座(10:30) 卓球(13～17)オカリナ(13～15)

11 金 　　   　　　　十字架の道行(13～) 信仰講座(14:30～) 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～)

13 日 四旬節第５主日 ミサ9:00～ 黙想会

14 月 卓球(13～17)

15 火 信仰講座(10:30) 信仰講座(14:30～)

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 　　   　　　　十字架の道行(13～) 信仰講座(14:30～) 主日の聖書を読む会(14:30～)

19 土 教会清掃(第６A地区)地区集会 英語クラブ（14～16) ロザリオの祈り(16:15～)

20 日 受難の主日 ミサ9:00～ 信仰講座/社会活動委員会（ミサ後）

21 月 卓球(13～17)

22 火 男の料理教室（17～）

23 水

24 木 卓球(13～17)オカリナ(13～15) 聖木曜日 19:00～

25 金 　　   　　　　十字架の道行(13～) 聖金曜日 19:00～

26 土 広報委員会 ロザリオの祈り(16:15～) 復活徹夜祭 19:00～

27 日 復活の主日 ミサ:10:00～

28 月 卓球(13～17)

29 火 信仰講座(10:30) 信仰講座(14:30～)

30 水

31 木 信仰講座(10:30) 卓球(13～17)

4/1 金 信仰講座(14～) 主日の聖書を読む会(14:30～)

2 土 英語クラブ（14～16) ロザリオの祈り(16:15～)

3 日 復活節第２主日 ミサ9:00～ 信仰講座/典礼委員会（ミサ後） 地区評(兵庫教会 14～)

★今月のお茶当番は第３・６B・7地区です★

カトリック北須磨教会ホームページ

http://cathkitasuma.web.fc2.com


