
 

 

「２０１７年１月に想うこと。」 

                            申 繁時 神父 
２０１７年の新年を迎えました。おめでとうございます。  

みなさまにあたらしい年のはじめの挨拶

をさせていただきます。 

（正式には昨年の待降節から典礼歴は２０

１７年度の A 年が始まりました。昨年１

２月には降誕祭・クリスマスがあり、みな

さまのこころにまたあらたに神さまの救

いが届きました。） 

それで、みなさまと少し分かち合いたいと

思います。２０１６年をすこし振り返ります

と、まず私個人としてはこの神戸西ブロック

に派遣されたことです。新しい派遣先で最初

は困惑もありましたが、少しずつ新しい気づ

きとともに日々の生活を神さまとともに過

ごすことができたように思います。また現実

の社会についても昨年一年を想うと、日本、

世界に天災・人災などの出来事が多々あり、

そのたびに祈りを重ねたときでもありまし

た。（全世界が変わりつつあるようにさえ錯

覚しそうです）・・・  

あらためて私たち教会共同体には大きな

目的があります。その目的は「神の国の建設」

のために生きることです。それは希望と勇気

をもってたえず前進していくことです。一人

ひとりが「キリスト者としての召し出しに答

えていく」ことです。そのことにより次の時   

 
代に、神さまへのよろこびの引き継ぎがおこ

なわれます。とはいっても確かに私たちはそ

のつど目の前の現実を乗り越えていくこと

に完結し満足している部分は大いにありま

す。けれど、それが生きていくこと、生きて

いる証しとなります。ただ、次の時代に次の

世代に、人のこころ神さまのこころを伝える

ことを忘れてしまっては、神さまからいただ

いた召し出しの恵みをおこなうことがおろ

そかになりかねません。なぜならば、なによ

りも神さまが私たちを先に愛してくださり、

キリスト者としての生き方に選ばれたから

です。そして、そのことが最大の幸福・しあ

わせであることを知り、教え導いてくださる

からです。 

みなさまにとって２０１７年の今年はど

んな年になるでしょう。どんな年にしたいで

しょうか。特別なことでなくていいので、さ

さやかなことにこころを向けていかれるこ

とです。小さな祈り、他者へのあいさつひと

つでもいいので、神さまを喜ばせていただき

たいです。 

最後に、とても良いと思う詩を見つけまし

た。よかったらお読みください。 

「道」（作者不明） 

「長い人生にはなぁ  どんなに避けようとしても  どうしても通らなければ 

ならない道というものが  あるんだなぁ 

そんなときは その道を  黙って歩くことだな  愚痴も弱音も吐かないでな 

黙って歩くんだよ  ただ黙って  

涙なんか見せちゃダメだぜ  そしてなぁ  そのときなんだよ  人間としての   

いのちの根がふかくなるのは  人間追いつめられて  はじめて本音を吐く   

そのとき  どんな本音を吐くか  それが大事」 
 
私自身もあらためて本音で語り成長できる一年にしたいと思います。本年もよろしくお

ねがいいたします。 

きたすま     
マリアはこれらの出来事をすべて心に納めて、 

            思い巡らしていた （ルカ ２・１９） 
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待 降 節 黙 想 会 

 １２月１８日（日）ミサ後、待降節黙想会が行われました。今年は高橋聡神父様が指導なさいました。

お話は、正義を行うためには真実を知ることが大切である、という点から始まり、社会の中、教会の中、

また聖書の中、と真実を見極めることの難しさや大切さへと話は進んでいきました。様々な例をあげな

がらのわかりやすいお話でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クリスマスキャロル in 名谷 ＆ 西神 

恒例のクリスマスキャロルが今年も行われました。１２月１８日（日）は名谷パティオお買い物広場

にて、１２月２３日（祝）は西神中央プレンティ広場にてそれぞれ午後５時から６時まで休憩をはさん

で１時間、クリスマスソングを披露しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

名谷パティオ 
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西神プレンティ 

 

 

 

 

お め で と う ご さ い ま す 

～洗礼・カトリック教会への交わり～ 

 

 12 月 24 日（土）クリスマス夜半のミサで、以下の 3 名の方が洗礼、カトリック教会への交わりの

式を受けられました。おめでとうございます。 

 

洗礼     ガブリエル Ｔ Ｙ さん 

マルタ Ｔ Ｍ さん 

カトリック教会への交わり マリア Ｓ Ｋ さん 
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寄 稿 

サンタが１１月にやってきた！ 

フィリポ ＭＳ 

「くじらぐも」っていう短い物語をご存じでしょうか。 

そう、小学校１年の国語の教科書に出ています。ね、思い出しましたか。 

実はわたし、この物語を教室で朗読する機会に恵まれました。１０月のことです。 

子ども達は集中して耳を傾けてくれました。 

「あれ、いつもとチョット雰囲気がちがうなぁ…。」 

 

ふたつの組で読みおえたあと、先生がおっしゃいました。 

「来月の音楽会で、１年生がこの物語をオペレッタ（小さい歌劇）で発表するんです。」 

「ああ、それで！」 

「でぇ、あなたに‘くじらぐも’の役をやってもらいたいと思いまして…。」 

「………」 セイテンノヘキレキ。 

そして、急きょ練習に参加し、リハーサルを兼ねた児童たちだけの発表会に出て、１１ 

月中旬本番となりました。 

 

 物語は、運動場で体操をしている子供たちの頭上に、くじらのような形の雲が現れ、子

ども達と声をかわし、ついには子ども達をくじらぐもに乗せて、学校や村や町や遠く海ま

で見下ろしながら、空高く周遊するという夢物語です。 

 体操服姿の６０人程度の児童が、行進曲と手拍子にのって入場します。階段状のステー

ジに並んで体操。現れたくじらぐも（白い大きな布に描いてある）にむかって、６０人が

いっせいに呼びかける。くも役の「声」が幕のかげから響く。 

 なんとも壮大な光景（？）が講堂内に広がります。 

 「合唱」があり、子ども達とくじらぐもの「セリフ」のやりとりがあり、器楽合奏もあ

って６０人は意気揚々と引き上げました。 

 

 １０日ほどして、かわいいリボンでとじた子ども達の音楽会感想文集を、赤い服を着た

女先生から手渡されました。 

 感想文中の、こころに響いたひとこと。 

 「これからも、いきてください。おねがいします。」            おわり 
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２０１７年１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 

1・１(日)10 時 

神の母聖マリア 
Fr. 後 藤 ＩＭ ＴＹ 

ＨＴ 

(北) 

①ＫＭ 

②ＫＴ 

ＨＫ 
評議会 

グループ 

Ｋ・Ｔ 

(洗)ＡＴ 
 

1・８(日)9 時 

主の公現 
池長大司教 ＮＳ ＴＫ 

ＨＫ 

(南) 

①ＩＭ  

②ＯＭ 
ＹＳ 5 地区 

Ｋ・Ｔ 

(洗)ＴＡ 
成人式 

1・15(日)９時 

年間第２主日 
Fr. 後 藤 ＨＫ ＴＹ 

ＹＫ 

(北) 

①ＫＮ 

②ＫＳ 
ＭＳ 5 地区 

Ｙ・Ｔ 

洗)ＴＡ 
 

1・22(日)9 時 

年間第３主日 
Fr. 後 藤 ＨＴ ＴＫ 

ＫＴ 

(南) 

①ＫＫ 

②ＳＡ 

ＩＴ ６A 地区 
Ｋ・Ｈ 

洗)ＴＡ 
 

1・29(日)9 時 

年間第 4 主日 
Fr. 申 

(子供ミサ 

担当) 
ＴＹ 

ＮＹ 

(北) 

①子供・担当 

②   〃 
Sr.前田 ６A 地区 

Ｋ・Ｔ 

(洗)ＴＡ 
 

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。 

 

 

 

 

☆評議会より☆ 

１月８日（日）のミサで成人のお祝いを 

行います。 

 

☆社会活動委員会☆ 

コーヒー 7～9 月分献金 

32,022 円 

ご協力ありがとうございました。 

 

 

 

 

☆転入されました☆ 

Ｔ Ｕさま 

枚方教会から第５地区（横尾）へ 

      

Ｋ Ｆさま 

大阪梅田教会より第７地区へ 

ようこそ北須磨教会へ！ 

 

☆映画紹介☆ 

「沈黙―サイレンスー」 

原作 遠藤周作 

監督 マーティン・スコセッシ 

出演 アンドリュー・ガーフィールド 

   リーアム・ニーソン 

   窪塚洋介 浅野忠信 イッセー尾形 

公開 １月２１日より 

先日のカトリック新聞には、

フランシスコ教皇がスコセ

ッシ監督との謁見で、原作の

「沈黙」を読んだことを伝え

た、と報道されている。「タ

クシードライバー」などで知

られるアカデミー賞監督マ

ーティン・スコセッシの長年

に渡る構想の末、ついに完成した作品。 

 

 

 

 

 

 

編 集 後 記 

 かつて自分の所属教会で「禁書」扱いされた

という遠藤周作の「沈黙」。高校時代に国語の教科

書に掲載されていたのがきっかけで、父親の本棚

から借りて読み、衝撃を受けました。2 度目の映

画化ですが、今回は名監督の手にかかって、どん

な映画になっているのか楽しみです。（ＧＴＨ） 

 

 

（ＧＴＨ） 

お 知 ら せ 
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