
神戸西ブロックの皆様、よろしくお願いします 

ブロック担当司祭 申 繁時 神父 

 

自己紹介を含めまして、ご挨拶させていた

だきます。この春の人事で、神戸西ブロック

に派遣されました申繁時（しんしげとき）で

す。大阪教区司祭です。出身は大阪市です。

大阪生まれの大阪育ちで、下町育ちの自称

「下町のぼんぼん」です。国籍は韓国籍で、

在日3世です。この春に53歳になりました。  

今年、司祭生活 10 年目となります。2007

年の春に叙階しました。叙階後 3 年間は大阪

南地区の堺ブロック（堺、泉北、金剛、橋本

教会の 4 教会担当）に派遣されました。その

後、岸和田地区のいずみブロック（岸和田、

和泉、浜寺教会の３教会担当）に 6 年間派遣

されました。そして、今回の人事で神戸西ブ

ロックに派遣されました。神戸西ブロックと

の接点は、叙階した年に明石教会に黙想会に

呼ばれたことがありました。また、垂水教会

には神学生の時に一泊させていただいたこ

とがありました。私は教区司祭なので、いず

れは神戸地区でもお世話になることは理解

していましたので、今回の人事異動は必然の

ことと感じています。 

そこで、少しこの 9 年間を振り返りたいと

思います。皆さんと分かち合いたいと思いま

す。司祭生活はすでに紆余曲折でもありまし

た。神学校生活において、「神学生さん」と

呼ばれた日々から、叙階された日をもって

「神父さま」と呼ばれだすことは、戸惑いの

スタートでした。こんな私が「神父さま」と

呼ばれていいのか？という困惑もありまし

た。すると司祭生活を始めてからすぐに変化

がありました。「司祭」というプレッシャー

を感じたことです。そして、５年目にミサ中

に倒れてしまいました。その後パニック障害

を背負うことになります。思ってもなかった

ことでした。体力には自信がありましたが、

まさかパニック症状がでるとは考えもしな

かったことです。神経系の障害であると知り、

司祭生活の最初のプレッシャーが少しずつ

心に響いていたように思います。神様に信頼

してきた生き方なのに、どうしてこのような

ことになるのかと意気消沈しましたが、少し

ずつ冷静になることで、このように感じるこ

とができました。それは、神様が私を通して

弱く苦しんでいる方々の想いを自分自身が

体験しながら共に歩むための恵みであると

いうことです。十字架を背負いながら前に進

むこと、希望を忘れないで歩んでいくことの

実感と確信を持つことができたことです。 

私たちには、必ず十字架が現れます。そし

て、時にはその十字架を背負うことになりま

す。その時こそ、信仰生活が何なのか、信じ

て生きるとはどういうことなのかを知るチ

ャンスとなります。イエスさまも弱い一人の

人間性の中で、そのご生涯をまっとうされた

のです。そしてその結末は、決して死の苦し

みで終わることではなく、ご復活という大き

な喜びと幸せに包まれたのです。 

これから神戸西ブロックの皆さんと歩み

ますが、何か大きなことや凄いことはできな

いと思います。神さまを中心とした生活の中

で、新たに心から「ほんまに神様いてるん

や!！」という思いを味わえる時になれたらう

れしいです。よろしくお願いします。 

 

きたすま     
あなたがたに新しい掟を与える。互いに愛し合いなさい（ヨハネ 13・34） 
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復 活 祭 
 

 今年の復活祭は 3 月 26 日（復活徹夜祭）、27 日（復活の主日）と早い時期となりま

した。ミサ後にはホールにてお祝いのパーティーが行われました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おめでとうございます 
 

 復活徹夜祭にて、洗礼、カトリック教会への交わり、初聖体・堅信の式が行われまし

た。以下の 4 名の方々です。おめでとうございます。 

 

洗礼 マタイ ＯＴ さん     カトリック教会への交わり モニカ ＴＹ さん 

洗礼 マリア ＨＫ さん     初聖体・堅信 マリア・クララ ＴＡ さん 
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カトリックの交わりにはいって 

モニカ ＴＹ 

 このたびプロテスタントの教会生活からカトリックへの改宗のために堅信礼を執り行

っていただきました。北須磨教会には 2013 年のクリスマスから月 1 回程度でごミサに

与っていましたが、昨年春から毎週のごミサに与ることができるようになって、ある日の

ごミサの説教を聞いているうちに“私もご聖体を拝領したい”と切に願うようになりまし

た。以前の教会においても聖餐式といって毎週パンと杯には与っていましたが、二年余り

の“ブランク”を神様はあえて私に与えてくださって、改めてどれほど尊い記念であるか

を示してくださったように思います。堅信礼の準備、また、カトリックの交わりにあたっ

ては教会の皆さんによくしていただき、感謝しています。特に秘跡の勉強については後藤

神父様が私の時間の都合に合わせてくださり、勉強会を開いてくださいました。カトリッ

クでの秘跡・カテキズムでプロテスタントと異なる点は、カトリックの秘跡は７つあるこ

と（プロテスタントは洗礼と聖餐の２つ）、カテキズムでは聖母マリアへの崇敬があるこ

とです。ロザリオの祈りでも“神の母聖マリア”と唱えますが、イエスさまはまことの人

としてマリアさまから霊肉ともに人性を受けられたことや、マリアさまがご自身は無原罪

であることを顕された話などを聞き、これまで何も知らずにマリアさまへの崇敬を否定し

ていたことがもったいないことであったと感じました。また、聖人を敬うことも使徒信条

にあるように、私たちは信仰者の先達でもある聖人たちとの交わり“聖徒の交わり”があ

り霊的なつながりをもって互いに支え合うことができることも聞いて、天の国と地上にい

る信仰者とのすばらしい関係が保たれるようにされていることを改めて知りました。これ

らのカトリックでの教えによって信仰生活がいっそう豊かになることを喜んでいます。こ

れからもいろいろなことを皆さんに教えていただいてカトリックの信仰生活を喜んで歩

みたいと思います。神に感謝。 

 

歓 迎 申 神父様  

 

 4 月 17 日、西ブロックへ赴任してこられた申神父様が北須磨で初めてのミサをあげら

れました。ミサ後には北須磨教会への歓迎パーティーが開かれました。 
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新委員長あいさつ 

 

 今年度より各委員会の委員長が改選され、2 年間の任期を務められます。委員長就任に

あたってご挨拶をいただきました。 

 

典礼委員会 

ＨＭ 

教会活動から手をひくと決めて数年、心も

停止してしまったようです。エンジンをか

けようとセルを回しているのですが、電気

（エネルギー）が残り少なく先にバッテリ

ーが上がりそうです。後ろから押してくだ

さい。 

 

財務委員会 

ＫＳ 

 元々別の委員会に所属し、そことの兼ね

合いもあって迷いましたが、2 度目の就任

となりました。財務はこの 5 年間新規の参

加者はなく、全く同じメンバーのままです。

教会財産を預かる大事な仕事ですが、活動

が地味なため、新陳代謝せず高齢化だけが

進んでいます。そのため任期中には財務活

動への理解を求め、新しいメンバーを募る

ことに力を入れて活動したいと考えていま

す。 

 

広報委員会 

ＴＨ 

 広報委員会の活動は教会内外への広報か

ら図書の貸出しに至るまで幅広いものがあ

ります。少ない人数で頑張っています。皆

さんの力をお貸しください。 

 

青少年委員会 

ＫＫ 

 委員長を昨年より引き続き担当させてい

ただきます拵井一義です。 

 当教会の将来を握っているのは子供たち

です。子供たちが元気で活発であればその

教会は元気になると信じています。教会の

ため、子供たちのため、今年も頑張ってい

きます。ご協力の程、よろしくお願いいた

します。 

 

高齢者支援委員会 

ＴＭ 

 病者・高齢者訪問チームのメンバーの

方々と共に、訪問先の皆さんの不安を少し

でも和らげることができ、互いに喜びを分

かち合えるような活動をしていきたいと思

います。教会に来られない方々の情報など

は、信徒の皆さんのお声が一番の助けとな

ります。これからもご協力よろしくお願い

いたします。 

 

 上記以外の委員会では次の方々が委員長

に決定しています。 

総務委員会   ＴＩ 

社会活動委員長 ＩＭ 

地区委員長   ＯＭ 

なお、社会活動委員長のＩさんからは「き

たすま」153 号にて、すでにご挨拶をいた

だいております。 
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お 知 ら せ 

２０１６年５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 

５・ １(日)9 時 

復活節第６主日 
Fr. 高 橋 ＨＫ ＴＹ 

ＫＴ 

(北) 

①ＩＲ 

②ＩＭ 

３・６B 

・７地区 

Ｋ・Ｔ 

(洗) ＫＲ 
 

５・ ８(日)9 時 

主の昇天 

（復活節第７週） 

池長大司教 ＨＴ ＴＫ 
ＮＹ 

(南) 

①ＩＭ 

②ＯＲ 

３・６B 

・７地区 

Ｙ・Ｙ 

(洗) ＫＲ 

 

５・1５(日)９時 

聖霊降臨の主日 

Fr. 後 藤 ＩＲ ＴＹ 
ＮＳ 

(北) 

①ＫＮ 

②ＫＳ 
５地区 

Ｋ・Ｔ 

(洗) ＫＲ 

＊答唱 

５・2２(日)９時 

三位一体の主日 

（年間第 8 週） 

Fr. 後 藤 
(子供ミサ 

担当) 
ＹＳ 

ＨＫ 

(南) 

①子供・担当 

②   〃 

５地区Ｋ 
Ｋ・Ｔ 

(洗) ＫＲ 

子供と共に

捧げるミサ 

５・2９(日)９時 

キリストの聖体 

（年間第９週） 

Fr.  申 ＩＭ ＴＫ 
ＨＴ 

(北) 

①ＫＫ 

②ＯＭ 

６A 地区 
Ｙ・Ｙ 

(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。 

 

 

 

 

2015 年度 支援先リスト 

社会活動神戸センター      7 万円 

須磨夜回り会          7 万円 

ふっこうのかけ橋 5 万円 

愛徳姉妹会 ５万円 

こどもの里          ２万円 

コムニタス            ２万円 

阪神カトリック女性の会      ２万円 

東条湖の家（NPO ノア）      ２万円 

日本カトリック難民移住者委員会  2 万円 

ふるさとの家           2 万円 

フォンダシオ（Fondacio）    2 万円 

AICjapan ウォーター&フードアジア   ３万円 

釜ヶ崎・出会いの家        2 万円 

アガペの家            3 万円 

船員司牧活動           2 万円 

南相馬仮設支援          2 万円 

             合計 50 万円 

ご支援に感謝 

 

 

 

☆熊本地震支援金送金先☆ 

郵便振替口座：０１１１０－０－７４６４ 

加入者名：カトリック大阪大司教区 

通信欄に必ず「熊本地震支援金」とお書き
下さい。 

☆帰天されました☆ 

4 月 8 日帰天 パウロ ＦＡさま 

永遠の安息と、ご遺族の皆様の平安を 

お祈りいたします。 

 

☆「共に歩む旅」講座再開☆ 

「共に歩む旅」を５月から第２・第４の

ミサ後再開いたします。「秘跡」について

学びます。どなたでもご参加ください。 

 

 

 

 

 

社 会 活 動 委 員 会  

編 集 後 記 

 春らしい陽気になってきました。春は

出会いと別れの季節、新しいスタートの

機会です。西ブロックでは申神父様をお

迎えし、北須磨では新たな委員長の活躍

が始まります。何事も最初は時間がかか

るもの。新たなスタートを皆さんで見守

っていきましょう。     （GTH） 
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