
 

「２０１６年、９月に想うこと」 

申 繁時 司祭 

 

このたび、４月から神戸西ブロックに

派遣されました申繁時（シンシゲトキ）

神父です。今回も皆さんと少しばかり分

かち合いたいと思います。 

私たちは、毎日の生活を（この暑さの

中で）しっかりと自分自身を保ちながら

生活しています。その生活は国の文化を

重んじながら、秩序をもって、人間らし

く生きていることが大切かつ重要に感じ

ながら歩んでいることです。 

そして、大自然とも大きく関わって生

きています。太陽の光を浴びて、雨の恵

みをいただき、時には大自然の驚異（最

近は災害を身に感じることが多いですが）

を感じながら、自分自身の生活とも照ら

し合わせて日々の生活を歩んでいます。 

つまり、等身大の自身のままを通して

生きていきます。 

と同時に、大事に感じていることは、

「こころ」を大切にすることです。この

こころをもって、人間として人間関係を

保ちながら生きています。だからこそ「人

間である」と言えることでしょう。 

そして、全身全霊を満たしながら、心

身を傾けて良き生涯を送ることとなりま

す。（少し哲学的になり理解しにくいかも

しれませんが。すいません） 

ここで、私たちキリスト者は上記の部

分をすべて理解しながらも、もう一つを

大切にします。それは生涯を「神さまに

すべておまかせする」ことを、第一の願

いと望みとして生きたいとすることです。 

ここに、キリスト者がキリスト者とし

て生きる意味があります。 

大切なのは、「おまかせするこころ」で

す。決してキリスト教は難しく難解でも

困難なものでもありません。 

もし難しく感じたり、困難と思うこと

があるとすれば、それはこころを大切に

感じられないときではないでしょうか。 

こころを豊かにすることを望んで生き

ようとすれば、必ずこころは豊かに成長

します。こころを大切に感じなければ、

困難で、苦しい生き方がやってくること

があります。 

人生は楽しく、豊かで、いつも喜んで

生きることができるはずです。なぜなら

ば、「すべては恵み」だからです。ひとの

人生そのものが、神さまの恵みだからで

す。 

あきらめないで、こころを育てること

をいたしましょう。小さなささやかなこ

とに恵みを見つけて、

喜んで生きましょう。 

 

「私は静かに神を待

つ。私の救いは神か

ら来る。」（詩編６２） 

きたすま     
宴会を催すときには、むしろ、貧しい人を招きなさい 

（ルカ 14・13） 
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２０１６年「平和旬間」 

 

 

 

IM 

今年のテ－マ「愛とゆるしの平和」で８月６日、神戸地区宣教司牧評議会主催で神戸中

央教会にて「平和旬間/祈願ミサ・公演」が行われました。その中で、教区青年“Youth

９（ユ－スナイン）”メンバ－（子育て世代）が演じたスライド劇「もしも日本国憲法が

変わったら？」は、戦後 71 年の平和主義が憲法改正議論、安全保護関連法に基づく自衛

隊の新任務実施への訓練開始も見込まれる岐路の中で、極めて近い将来、日本社会が危険

な方向へと誘導されるであろうことへの憂いが具体的に演じられ、大変有意義で現実味の

ある寸劇が紹介されました。 

 その後、参加者とのト－クでは「戦争/紛争/争いのない平和」を求める思いや先の戦時

下での苦しき経験が語られ、どのように次世代へ「正義と平和」を守り伝承するかを１人

ひとりが強く考えさせられる機会となりました。 
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復・興・の・か・け・は・し 

 

ふっこうのかけ橋 実行委員会 KK 

主の平安 

ようやくふっこうのかけ橋、神戸地区合同キャンプが終わりました。全てのキャンプの行程

を終えて、ここち良い疲れが全身をつつんでいます。 

今年のキャンプはちょうど 5 年目になります。私達があの福島の事故から続けてきたこの活

動も 5 年目を境にひとつの節目として考え、今年はどんな活動をしようか？スタッフの間でも

意見が分かれてのスタートでした。何度かミーティングを重ね、やはり 5年前に神戸と福島の

間にかけられた橋はずっとつながって行かなければならない事をスタッフ全員が認識し今年

のプロジェクトがスタートしました。 

今年の活動の内容は8/5～8/7の神戸地区合同キャンプを六甲山自然の家で行うことになり

ました。全体的に山登りと自然の中での交流、活動がメインになります。しかし、この暑さの

中、子ども達は熱中症や他の事故等、心配しましたが私たちの心配も意味なく全員が元気良く

夏の六甲山を登り、充分楽しんで帰ってきました。とても心強く感じました。 

私たちが活動を続けていく中で、神父様や小教区の信徒の皆さまや多くのボランティアスタ

ッフ、また子供たちのためならと山登りに同行していただいたたくましい先輩方々？心から感

謝いたします。キャンプの内容や子供たちの活動内容、体験等、話していけばたくさんありす

ぎて文章に表わすことはできませんが、参加してくれた子供たちの心の中に思い出としてたく

さんのものを持って帰っていると思います。私はリーダーとして今回のキャンプの成功を心か

ら喜んでいます。スタッフ全員も同じ気持ちだと思います。また私たちの目の届かないところ

で大きな力を出してくださった多くの協力者に感謝いたします。ありがとうございました。 
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ぼくはキャンプに行ってきました。バーベ

キューやあそび、いろいろなことをしました。

1 日目は山のぼりですごくしんどかった。で

もかこくなみちもあったけど自然の家につ

くと、すごくたっせいかんがありました。2

日目はカヌーやアーチェリーやザリガニつ

りなどバーベキューをしました。カヌーはダ

ムにおちそうでしたけど、なんとかのがれま

した。アーチェリーはかみなりがなったので

できなかったです。ザリガニつりもできませ

んでした。いろいろあったけど、2 日目はす

ごくたのしかったです。食じではうたをおぼ

えてうたってできたからよかったです。3 日

目はそうじや、にもつのせいりをしました。

自然の家のスタッフさんにもありがたくお

もってます。下山をしました。どちゅうから

バスにのり神戸中央教会につきました。また、

たっせいかんがすごくありました。やっぱり、

もくてきちにつくとすごく、たっせいかんが

あるんだな、と思いました。この２はく３か

のキャンプはすごくたのしいキャンプにな

りました。かこいリーダーにもありがとうご

ざいました。ほんとうにキャンプたのしかっ

たです。 

YK 

 まえのキャンプはまず山登りをしました。

山登りはしんどいのかなと思いましたが、そ

んなにしんどくなかったです。自然の家につ

いたときは、まず、し設の説明と布とんのた

たみ方を教えてもらいました。その次に生活

はんで、はたを作りました。色とりどりでユ

ニークなはたが作れました。ぼくのはんは４

はんです。 

夕ご飯はごはんとみそしる、オクラ、チキ

ンサラダなどを食べました。食べ終わるとね

る準備をしました。まあ簡単に言うと、ベッ

ドのシーツをしいたり、ふとんをかけたりし

ます。お風呂はあつかったですが、なれると

すごく気持ちがよく、つかれが取れました。

８：００くらいから夕のつどいをして、ねま

した。こうしてこの一日はこれで終わりまし

た。すごく楽しかったです。 

 二日目になると、ほかの教会の友達とも仲

よくなりました。りくとくん、という友だち

で面白くて僕とすごく仲が良いです。この日

は班で散歩をしました。ぼう険の里という所

ですごくかこくでしたが面白かったです。き

ゅうなしゃ面を登ったりしました。最後ゴー

ルした時に「あーしんどかったな」と思いま

した。次ははんごう水さんやバーベキューを

しました。僕はお米をこぼしましたが、意外

とりょうが多く助かりました。バーベキュー

のお肉はおいしくごはんもおいしかったで

す。片づけを終えると、僕はザリガニつりを

しました。ザリガニがすごくつれて、おどろ

きました。自然の家に帰ると班でスタンツを

考えました。おもしろいスタンツが出来て楽

しかったです。最後みんなで食べたゼリーは

すごくおいしかったです。 

 三日目はついに下山です。登山より早く、

すごく楽です。最後にバスを使い、ちょっと

歩いて中央教会に着きました。ご飯はおいし

くおかわりをしました。最後にこのキャンプ

は別の教会の友達と仲良くなれたりして、楽

しかったです。また別の教会の子とあいたい

です。 
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ワールドユースデーに行って来ました！ 

〜 ① ポーランドの人々のおもてなし編〜 

 

私は、7月23日から8月5日までの2週間、

ワールドユースデー大会に参加するため、

ポーランドへの旅に行って参りました。ご

支援、ご寄附を頂いた北須磨教会の皆さま 

に心より感謝申し上げます。 

この間の濃厚すぎる体験は、お察しの通

り、B5 1枚に収まりきれません。そこで、

今回は「ポーランドの人々のおもてなし」

に焦点を当ててご紹介したいと思います。 

 

ポーランドの地で、私たちはいろいろな

場所を巡りました。教皇ミサ、荘厳で美し 

い聖堂、聖地の数々...。その中で、毎日の旅

の疲れを癒してくださったのが、現地のホ

ストファミリーの方々でした。 

温かいスープに入れて食べる水餃子に似

た「ウシュカ」、サクサクのポークカツレ

ツ「コトレト」、種類豊富なチーズにカラ

フルなケーキ...こんなごちそうを毎晩毎朝、

かわいらしいピンクのテーブルクロスの上

に広げて、素敵な笑顔で迎えてくれること

を想像してみてください。どんなに遅い時

間に帰って来ても、です。きっと涙が出る

と思います。 

 

ミサ会場へ向かう道中でも、数々の印象

に残る「おもてなし」がありました。 

ひとりは白いタンクトップのおじさんで

す。車から顔を出して「おお、日本人か 

い？」と叫ぶやいなや、5、6本のバナナ1

房をぶら下げ満面の笑顔で手渡してくれま 

した。 

またひとりは、バンダナを頭に巻いたお

しゃれなご婦人です。日本人と気づくと、 

 

バッグからキャンディの入った袋とマリア

様のカードを取り出し、キスをしてからく 

れました。 

あの、旅路でそんなに持てません...とは若

干思いつつも、何かあげられる物はない 

かと必死に探してくださるその姿には、じ

わりと心に沁みるものを感じました。 

 

最後に、期間中ボランティアをしてくれ

た日本語学校生の17歳の少女と、帰国後に 

交わしたメールを一部ご紹介します。 

◇私:「今度会う時はあなたも大人になって

るね。その時は一緒にお酒飲もうね。」 

◇彼女:「来年の8月に18のたんようびがあ

る。あなたに今しようたいしますよ！あな 

との来てがほしいいよ〜一緒にお酒を飲み

ましょう！(原文のまま)」 

...つまり彼女は、来年またポーランドに来て

と言っています。純粋な気持ちで。なるほ

ど、あちらでは18歳が成人でした。豊かに

与えるポーランド人は、その分、求めるレ

ベルも高いようです。私の愛の修行が今、

始まりました。(次回シリーズへ続く) 

 

2016.8.21 YM 
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西区のミサ 幕を閉じる 

 

 

8 月 4 日 20 年近く続けてきた西区のミサが幕を閉じた。 

人口 8 万人余りの西神ニュータウンの区民センターの一室を借りて続けられてきた地域への

宣教拠点がなくなることとなった。 

 最後のミサとなったこの日は池長大司教が司式し、35 人ほどが参加し、これまでの主のは

からい、多くの恵みに心からの感謝をささげた。奇しくもこの日は「西区のミサ」を始められ

た故石原神父様の霊名の聖ビアンネの祝日だった。 

長い間歩みを共にしてくださった神戸地区の多くの神父さま、修道者、信徒の方々に感謝!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=921362757986912&set=pcb.921362797986908&type=3
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２０１６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 答 唱 共同祈願 ミサ準備 備 考 

9・4(日)9 時 

年間第２３主日 
Fr. 高 橋 HK TK 

IR 

(南) 

①IM 

②OM 
IT 1・4 地区 

 K・T 

(洗) TY 
 

９・11(日)10 時 

年間第２４主日 
池長大司教 HT TK 

YK 

(北) 

①KM 

②F 
YS 1・4 地区 

 K・Y 

(洗) TY 

共に捧げ

るミサ 

（ カ 障 連 ） 

9・1８(日)９時 

年間第２５主日 
Fr. 後 藤 YS TY 

KT 

(南) 

①KN 

②KS 
MS ２地区 

K・T 

(洗) TY 
敬老ミサ 

９・2５(日)9 時 

年間第２６主日 
Fr. 後 藤 

(子供ミサ 

担当) 
YS 

NY 

(北) 

①子供・担当 

②  〃 
HK ２地区 

K・Y 

(洗) TY 

子供と共

に捧げる

ミサ    

   

             

  

 

 

 

 

 

・９月１１日(日) １０時から 

カ障連との共催で「共に捧げるミサ」 

（ミサ後、障害者への理解を深めるため

の懇親会があります。他教会からも障

害者の方々が来られます。多数ご参加

ください。） 

・９月１８日（日）敬老の集い（ミサ後） 

 ハンドベルの演奏、懇親会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

お 知 ら せ 

編 集 後 記 

 

暑い日が続いている。予測されて

いた通り、とてつもなく暑い夏とな

った。神戸で観測を始めて以来、130

年間で最も暑い朝だったという日も

あった。オリンピック一色だった夏。

４年後この国はどこへ向かって行く

のだろう？憂えることばかり。カウ

ントダウンは始まっている。世界の

平和のためにただひたすらに祈る。

今できることは何？  （RK） 

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。 



きたすま ８                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日･ 曜日 2016

9/1 木 卓球(13～17)

2 金 主日の聖書を読む会（14:30～）

3 土 教会清掃(第１・４地区) 英語クラブ（14～16) ロザリオの祈り(16:15～)

4 日 年間第２３主日　ミサ９：００～ 信仰講座（ミサ後） 評議会（ミサ後）

5 月 卓球(13～17)

6 火 信仰講座(14:30) 病者高齢者訪問（13:30～）

7 水

8 木 卓球(13～17)

9 金 信仰講座(14～) 主日の聖書を読む会（14:30～）

10 土 教会清掃なし 英語クラブ（14～16) ロザリオの祈り(16:15～)

11 日 年間第２４主日　カ障連　共に捧げるミサ１０：００～　懇談会（ミサ後）

12 月 卓球(13～17)

13 火 社会活動センター炊き出し(9：30～)　信仰講座(14:30) 男の料理教室（17～）

14 水

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

16 金 信仰講座(14～) 主日の聖書を読む会（14:30～）

17 土 教会清掃(第２地区)・地区集会 英語クラブ（14～16) ロザリオの祈り(16:15～)

18 日 年間第２５主日　ミサ９：００～ 敬老の集い（ミサ後） 社会活動委員会

19 月 卓球(13～17)

20 火 信仰講座(14:30)

21 水

22 木 卓球(13～17)

23 金 信仰講座(14～) 主日の聖書を読む会（14:30～）

24 土 教会清掃なし ロザリオの祈り(16:15～)

25 日 年間第２６主日　ミサ９：００～ 信仰講座（ミサ後） 共に歩む旅

26 月 卓球(13～17)

27 火 信仰講座(14:30)

28 水

29 木 信仰講座(10:30) 卓球(13～17)

30 金 信仰講座(14～) 主日の聖書を読む会（14:30～）

10/1 土 教会清掃( 第３,６Ｂ,7地区) 英語クラブ（14～16) ロザリオの祈り(16:15～)

2 日 年間第２７主日　ミサ９：００～ 信仰講座（ミサ後）

★今月のお茶当番は５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


