
 

 

『福音の喜び』を読む １０ 

髙橋 聡 神父 

つぎに、社会風潮などの文化的な危機に

ついて考察が続けられていきます。まず迫

害、弾圧です。「場合によっては、その課題

は、信教の自由に対する公然たる攻撃や、

キリスト者に対する新しいかたちでの迫害

として現れます。それらが、憎悪や暴力と

いう警戒すべき段階にまで達している国も

あります。」あるいは無関心が広がっている

という危機です。「各人が自分の主観的な真

理だけを主張したがるような文化では、市

民が個人の利益と願望を乗り越えて、共通

の目標に参加することが難しくなるので

す」。 

 社会的なレベルでは、私たちはみんなの

善、善益ということをいつも念頭に置いて

おかなければならないと教会の社会教説で

は言われています。そしてそれは主観的な

真理の主張、うそを並べ立ててあたかもそ

れが真実であるかのように作り上げていく

情報操作などの上には築き上げることがで

きないことは明らかです。ある程度の客観

的真実がマスメディアなどで取り上げられ

ることによってはじめて、みんなが共通の

認識で話し合うことが可能となるのだと思

われます。正義の土台として、真理、真実

が追及されなければならないはずなのです。

わたしたちの国でも報道の自由度のランキ

ングがかなり下がってきているそうです。

これが国民の多くに一抹の不安を感じさせ

るものになっています。迫害、弾圧への前

奏曲にならないようにと願わずにはいられ

ません。 

 こけらのマスメディアの影響について、

アフリカの司教団やアジアの司教団の文書

を引用しながら、こうも指摘されています。

「多くの国が、経済的には発展しつつも倫

理面は弱くなっている他の文化の風潮によ

って侵略され、自国文化の根源が加速度的

に傷つけられています。…このことは、し

ばしば社会的コミュニケーションの分野に

も当てはまり、この分野を管理し、コント

ロールする『センター』の大半が北半球に

置かれているために、発展途上国の抱える

問題や優先すべき問題に相応の、きめ細か

い配慮を欠くという事態が生まれ、また彼

らの文化的特質を十分に尊重するという態

度が時に忘れられることとなっています。

…マスメディアとエンターテインメントの

負の側面が現れ、伝統的な価値観が脅かさ

れているのです」。
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パンを裂くと、彼らはイエスだと分かった（ルカ 24・30－31） 
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「目からウロコ」シリーズのご受難会の来住神父様をお迎えして四旬節の黙想会

が行われました。キリストと共に生きる信仰生活で人は何を得ることができるか。

四旬節第 5 主日のテーマ「命」についてお話しくださいました。 

四旬節は 神の言葉を聴くとき 

 

 当日のヨハネによる福音（ヨハネ 11・1-45）から、

イエスが「ラザロ、出て来なさい」と大声で叫ばれた。

それは私たちの中に何か死んでいる部分があるからで

す。そして死んでいたラザロが、手と足を布で巻かれ

たまま出て来たので、イエスは人々に「ほどいてやっ

て、行かせなさい」と言われた。それは、私たちが共

により活き活きと生きることができるようになるため

です。 

聖書のビジョンは（創世記２・18）「人が独りでい

るのはよくない。彼に合う助ける者を造ろう」とある

ように、私たちが共に活き活きと生きることなのです。 

 

「ラザロの復活」の福音は、死後の命でもなく、終わ

りの日の復活でもなく、今この地上での「命の蘇り」を約束しているのです。（目か

らウロコ） 

 

ヨハネ福音書は他の共感福音書のイエスの世界と違い、今日のマルタとのやり取り

の中に見られるように攻撃的なイエス、逆らいのしるしのイエスがいるが、それは私

たちを神の深みへと招くためです。（目からウロコ） 

 

ドストエフスキーの「罪と罰」にも触れ、薄幸の女性ソーニャも悩める青年ラスコ

ーリニコフも内部で何かが死につつあるが、神の言葉によって踏みとどまっている。

それは、ソーニヤが聖書をよく読む人で、一緒に生きることのできる人だからです。 

 

聖書を継続的に読むことは、命を蘇らせる。人はパンだけで生きるものではない。

神の口から出る一つひとつの言葉で生きる」（マタイ 4・4）神の言葉には力がある。 

 

 カトリックの一年の典礼の焦点である「聖なる過越しの三日」を丁寧に祝うことに

よって、私たちのなかで死んでいたものが少しずつ蘇る。これを繰り返すことで死な

ずに済むのです。 

とまとめられました。まさに「命」を頂いた恵みの時となりました。(TMH) 

みことばはたまもの、他の人々はたまもの 
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黙想会に参加して 

来住英俊神父様の講話はヨハネ福音書のラザロの復活の場面から、「ラザロ出てき

なさい」ラザロは死んでいたのに生き返った。イエスの言葉に従ってラザロ自身が墓

から出てきた。 

 神父様は「私たちの中には死んでいる部分がある」とおっしゃる。 

私の死んでいる部分を見つめなければならないと思った。 

人と人との交わりについて:社交的な交わり・より深くコミュニケーションが出来る交

わり・そしてもっとも深い交わりのコムニオンは「ともにいる」ということ。 

 ラザロの復活はドフトエフスキー「罪と罰」では罪を犯した青年を改心させるため

の重要なカギとして取り上げられている。ソーニャはいつもこの青年に寄り添い最後

まで「ともにいた」。 

 今の時期イエスのおっしゃる「出てきなさい」を私の死んだ部分を明らかにする言

葉「ともにいる」として受け止めることが出来た。             YK 

 

高齢者委員会遠足 

 

 

4 月 5 日高齢者支援委員会のメンバーと有志が後藤神父さまを交えてしあわせの

村へ遠足を実施した。まだ桜には早かったがお弁当をもってシートを広げ、後藤神父

さまのよもやま話を聞いたり、歌を歌ったりと楽しい時を過ごした。 
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              祝 カトリック教会への交わり 

 ４月１５日の復活徹夜祭のミサの中で、小さき花のテレジア TM さまのカトリック教会

への交わりの式が行われました。おめでとうございます。そして、ようこそ北須磨教会へ

いらっしゃいました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後藤神父様、お元気で！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 月 16 日復活の主日のミサ後、この日が北須磨教会での最後の司式となった後藤

神父様のお別れの会が行われました。神父様からは今後の生活の予定などのお話があ

りました。なお、後藤神父様の新住所は下記の通りです。 

 

〒573-0094 大阪府枚方市○○○○○○
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新諮問評議員就任の挨拶  

2 年間北須磨教会の運営を中心となって担ってくださる新諮問行議員の皆様にご挨拶の言葉をいただきました。 

 

就任挨拶 

新評議会長 ヨゼフ HK 

 この度、図らずもまた大任を仰せつかる

ことになりました。18 年ぶりになります。

北須磨ではずっと新しい方に評議会長を廻

してきたのですが、とうとう二期目が生ま

れたわけです。時を同じく後藤神父さまも

異動になり、司祭不住も再び始まりました。

ミサ時間の変更や留守番の検討も必要とな

り、大きな変化が予想されます。これまで

のやり方だけでは対応できなくなることも

考えられます。 

 信徒全員の力を合わせてこの変化に対応

し、豊かで力強い教会を作っていきたいと

思います。どうぞよろしくご協力のほどお

願い申し上げます。 

 

ごあいさつ 

新評議会副会長 モーゼ TT 

 このたび諮問評議員に選出して頂きまし

た。北須磨に教会に移ってから５年ほどに

なりますが、恥ずかしながら、まだまだ何

もわかっておりません。仕事やその他もろ

もろに追われる毎日の中で、あまり大した

ことは出来ないかも知れませんが、どうぞ

皆様のお力添えやご助言をよろしくお願い

いたします。 

 

 

ハイお受けします 

SM 

前会長さんからの電話でたった４０秒ほ

どの会話で気持ちよくお返事させていただ

いたつもりでした。神さまに私がまだ喜び

のうちに働けるのなら…そうあなたのお望

みでしたらと何回も心の中で繰り返しまし

た。 

年と共に日が経つのが早く感じられるよ

うになり、日常は一年があっという間に経

ちます。評議員としての二年間もあっとい

う間に過ぎるはずです。 

小教区の高齢化という現実をみんなで自

覚し、出来る事を出来る範囲でやるという

スタンスでお手伝いしたいと思っています。 

評議員はボランティアだと言われます。

微妙に「ボランティアってその人の意志で

するんとちゃうの…」とぶつぶつ言いなが

らの出発です。なんとか手抜きして…と今

から逃げ腰ですが皆さんと共にやっていけ

ばいいんだからとお気楽に考えています。 

よろしくおねがいいたします 

 

諮問評議員に選出されて 

ルドヴィコ KM 

 久しく選出されていなかった諮問評議員

に選出され、戸惑っています。 

 私の軸足は、正直言って、当教会ではな

く、別の組織にあります。「教会は一つ」と
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言いながら、「頑なに歩み寄りを見せないキ

リスト者」、これが本当のキリスト者なんだ

ろうかと自問しています。また、神父の居

ない教会となりましたが、ミニ神父に成る

ことなく、「自分は正しい」と思うファリサ

イ派の驕りを捨てて、本当の「奉仕」は何

かを自問する２年間となりそうです。 

 

かがやき 

YS 

初めて北須磨教会を訪れた日の頃を思い

出しています。神父サンに頼らず、皆で連

携して事が運ばれてゆく様子が印象的でし

た。 

いまだに教会について知らない事が多く、

反省しておりますけど、きっとたぶん、ア

タマや手を動かしたり、教えてもらったり、

人を振り回したり。新たな出会いを宝に、

祈りながら、教会に輝きを維持したいです。 

 

ただ一つ必要な事 

マリア KS 

私の霊名はマリアですが、マルタ的だと

思っています。 

「マルタ、マルタ、あなたは多くのことに

思い悩み、心を乱している。しかし必要な

ことはただ一つだけである。」 

ルカ 10 章 41 節 

 思いがけず諮問評議員に選ばれてしまっ

たこれからの二年間、諮問評議員として、

「ただ一つの必要なこと」は何なのでしょ

うか。どうぞ皆様、私を教え導いて下さい。

ご協力をよろしくお願いいたします。

 

 

 

２０１７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 答 唱 共同祈願 ミサ準備 

５・７(日)10 時 30 分 

復活節第４主日 
Fr.申 YS TY 

NY 

(北) 

①KS 

②SM 
IT 

１・4 

地区 

K・T 

(洗) TA 

５・14(日)10 時 30 分 

復活節第５主日 
池長大司教 IM TK 

NS 

(南) 

①TH 

②TY 
YS 2 地区 

Y・T 

(洗) TA 

５・21(日)10 時 30 分 

復活節第６主日 
Fr.申 TH TK 

HK 

(北) 

①TA 

②TM 

MS ２地区 
K・T 

(洗) TA 

５･２8(日)1０時 30 分 

主の昇天 
Fr.高 橋 

(子供ミサ 

担当) 
TY 

HT 

(南) 

①子供・担当 

②   〃 
HK 

３・６B 

・7 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
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 5 月から新しい体制で評議会がスター

トしますが、司祭不住、ミサ時間変更な

ど変わる事が多く、まだ十分対応できて

おりません。とりあえず、下記のように

スタートしたいと思いますのでよろしく

お願いします。 

 

・主日鍵当番 9 時半開錠～13 時施錠 

 平日はマンスリースケジュールを参考に

空いているときにお越し下さい。 

 

・評議会 

 とりあえず 5月 14 日はミサ後に行い

ます。その後のことはそこで相談します。 

 

・緊急連絡 

 とりあえず、高橋神父様にご連絡くだ

さい。(明石教会 078-911-6330 

 葬儀連絡は下記へ 

080-4483-2507, 080-4484-2508 

 

 何かと不便が生じると思いますが、よ

ろしくお願い致します。戸締りは確実に

点検お願いします。ミサ時間の変更につ

いてご意見をお寄せ下さい。(平尾記) 

 

 

 

 

☆転出されました☆ 

第 3 地区(東落合) 

ミカエル SK 様 

マリア・ローザ SK 様 

明石教会へ 

 

第 7 地区 

ヨセフ TT 様 

横浜教区 藤沢教会へ 

 

お元気で！ 

 

☆書籍紹介☆ 

来住神父様の最近の著書 

「目からウロコ 十字架の道行 再発見」 

シリーズ九冊目の本書は、「十字架の道行」

を現代の信仰生活において意義づけて考え、

祈ることを目指しています。 

女子パウロ会 810 円 

 

「禅と福音:仏教とキリスト教の対話」 

輪廻や復活は本当にあ

るのか、三位一体は矛

盾ではないか、―おた

がいの教義へ容赦ない

疑問をぶつけるととも

に、戦争、自死、死刑、

グローバリズムなど現

代の諸問題にどう応答

するかを問う白熱討論。 春秋社 2052 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お 知 ら せ 

評 議 会 よ り  

編 集 後 記 

 

 復活祭の翌週からミサの始まりが大幅に遅く

なり１０時３０分開始となりました。今のとこ

ろ目立った問題もなく推移しているようです。 

個人的には朝少しゆっくりしても構わないな

と思っていたら、結局教会に着いたのが、ミサ

の始まるギリギリ５分前。１時間半の時間差も

吹き飛ばしてしまう、ぐうたらぶりでした。 

新しい評議会メンバーも決まり、北須磨もこ

の春新しい一歩を踏み出します。  （GTH） 
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