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「２０１７年９月に想うこと。」
申 繁時 神父
残暑がきびしい夏がつづく中、９月に想
うことを分かち合いたいと思います。
この西ブロックに派遣されて２年目の夏
をむかえました。２年目に人事が働き、後
藤神父さまが移動になり、司牧者３人態勢
で４つの小教区を担当いたします。うすう
すそのようなことは考えていましたので、
さほど驚きはありませんでしたが、なんせ
信徒数１５００人級の中規模以上の小教区
があるブロックなので、すこしずつプレッ
シャーも感じていました。しかし、実際は
主日ミサには多い時で２００人前後の方々
しか来られないことも事実なので、5 分の
1 の信者の方々とミサを捧げます。確かに
日曜日も忙しい世の中ですからミサどころ
ではないのかもしれません。フッと感じま
した。あとの 5 分の４はどこにいるのか？
と。皆さん方はどこでどうしているのかと
考えました。
「99 匹の理解ある羊たちを残して迷う
1 匹を探しに行くことではなく、1 匹の理
解ある羊を残して戸惑う 99 匹を探しに行
く時代」なのかもしれないと思うのです。
信仰生活のきっかけはさまざまです。それ
は、神さまからの直接的な呼びかけですか
ら。キリスト者としての召命ですから。イ
エス様の弟子としての生き方ですから。け
れど順調にはいかない世の中の価値観との
せめぎ合いの生き方でもあります。
難しい世の中、難しい生き方がつきまと
うことでもあります。しかし、だからこそ
戸惑う 99 匹をさがすことは大きな意味が

ある時代とも感じます。
私は現在垂水教会に在住しています。こ
の春から新しい評議会になり心機一転の状
態です。その中で、垂水教会の 1 年間のテ
ーマを評議委員の皆さんで考えました。そ
して、
「つながろう」をメインテーマとして、
副題として「息子よ 娘よ 心のふるさ
と・垂水教会におかえり（天の父より）」と
なりました。実はこの副題は私が提案させ
ていただきました。採用されるかしないか
ではなく、今の教会共同体に対する素直な
気持ちをことばにしたかったことと、祈り
自身ともつながると考えたからです。どん
なに離れていても心でつながっていること
は本当ですし、心をひらけば神さまがとも
にいることがわかるからです。そして、教
会にくれば、自分の居場所があるというこ
とです。
「心のふるさと」があります。もう
一度、神さま、イエスさまのもとに集まり、
素直な気持ちで信仰生活に生きてほしいと
願います。小教区が主日ミサにおいて聖堂
に、はいりきれないほどのイエスさまの弟
子たちでいっぱいになることをめざしたい
のです。
そのためにも、同じ教会共同体の仲間た
ち（戸惑う９９匹の羊たち）のためにお祈
りください。そして、いつでも帰ってきた
と き に はほ ほ えみ な
がら「おかえり」と両
手 を 広 げて 迎 えて あ
げたいのです。
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教会学校サマーキャンプ
８月４日（金）～６日（日）の日程で教会学校サマーキャンプが行われました。今回は「ふっこう
のかけ橋」の合同プログラムとして、福島の小中学生１４名を迎えて行われ、盛りだくさんのプログラ
ムを一緒に楽しみました。

北須磨教会でのミサ後、聖堂での記念写真

メニューはカレー

北野界隈の諸宗教施設を訪問

アジュール舞子にて海水浴
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寄稿
「イスラエルに 行ってみて」 (その 2)
ＹＳ

そして 旅は 北上し ガリラヤ湖へ！
ペトロが 弟子になり パンと魚の奇跡 嵐を鎮める奇跡 山上の垂訓
と

イエスキリストが 活動した 湖が 美しく 在った。緑豊かで 花が咲

き

鳥のさえずりが 聴こえる。

人々に 話し続けて下さった
気

お姿が

ふと 目の前を通り過ぎる様な

さえする。

アブラハムは 正しい人だった。と 書いてある。
その正しい人の 望みを 神様は 叶えて下さる。
叶えて下さるけれど、 犠牲も生まれた。
住んでいた土地を 追われた人も いた。
正しい人でも その 願いが叶う時 つまり 勝ち組になる時
、必ず 負け組が 生まれる。
幸せに なりたい！と 思う事は 悪い事ではないだろう。
自分の子孫の繁栄を願い 豊かな暮らしを願う 人間の
でなく 命の 必然である。

いや 人間だけ
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もし…。
観光バスの 窓から 外を 眺めながら 考えた。
もし

アブラハムが 自分の部族が 寄留者である事を 気にしなかった

ら？

もし 子どもが生まれない事を 気にしなかったら？

自分の土地や 子どもを 欲しがらなかったら？
どうなって いただろう？
ただ

在ることに 感謝して 生きていたら、争いのタネは 生まれなかっ

たんじゃ ないの？
十字架上のイエス様が 「これからは、これが あなたの 母

そして

あ

なたの 息子」と言われた意味に 繋がる気がする。
自分のモノ

という意識が

自分はこれが得意！という意識が
知らず知らずのうちに 排他的に なっていたり するんじゃない？
持っている 持っていない。
出来る

出来ない。

知っている

知らない。

持ってなくて

出来なくて 知らない

という寂しさが

心に スカスカ 空洞を作る。
いや 本当は 別のものを ちゃんと 与えられていて
決して スカスカではないのに

スカスカだと 錯覚してしまうのだ。

人は。
そして 「欲しい と 思っている事」が 満たされると 安心する。
エルサレム（Jerusalem）という名前は 平和の街 という意味だそうだ。
平和な心は 満たされることで 保たれる。
見えてきた！！
見えてきたぞ！！
キリスト教が なぜ 特別なのか。
そして

涙の訳も。
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２０１７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

９・３(日)10 時 30 分
F r.

年間第 22 主日

申

９・1０(日)10 時 30 分
年間第 23 主日

池長大司教

９・１7(日)10 時 30 分
F r. 高 橋

年間第 24 主日
９・２4(日)10 時 30 分

先唱者 オルガン 聖体奉仕
ＴＨ

ＴＫ

ＩＭ

ＴＹ

ＹＳ

ＴＫ

(子 供 ミ サ

F r. 高 橋

年間第 25 主日

ＴＹ
担当)

聖書朗読 答

ＮＹ

①ＫＳ

(北)

②ＴＹ

ＮＳ

①ＴＨ

(南)

②ＳＭ

ＨＫ

①ＴＡ

(北)

②ＴＭ

ＨＴ

①子供・担当

(南)

②

〃

唱 共同祈願

ＩＴ

ミサ準備

備

考

Ｋ・Ｙ
６A 地区
(洗)ＴＡ
Ｋ・Ｔ

ＹＳ

６A 地区

ＭＳ

1・4 地区

ＨＫ

1・4 地区

(洗)ＴＡ
Ｋ・Ｔ
(洗)ＴＡ

敬老の日

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。

☆講

評 議 会 よ り

演

会☆

「キリシタン大名高山右近の生涯に
学ぶ信仰者の生き方」
講

師： 川村信三神父

・葬儀の手引き「その日のために」を改訂

（イエズス会司祭、上智大学文学部教授）

しました。終末期医療に関する要望書と共

日

に、全員のレターボックスに入れさせてい

時： 2017 年 9 月 16 日（土）
14 時〜16 時

ただきました。
いざという時のために一度目を通し、お

場 所： カトリック六甲教会主聖堂
参加費： 無料・どなたでも

手元に置いておいてください。

事 前申 込 み： 不要

墓地に関して詳しくは墓地委員のＡさん
にお尋ねください。

主
後

催： カトリック六甲教会
援： 神戸地区宣教司牧評議会

手引きを追加御入用の方はＮさんにお尋
ねください。

編

集

後

記

ベトナム中部のミーソン遺跡に行ってきま
した。ベトナムのチャンパ王朝（～13c）の宗教

お 知 ら せ

施設です。ヒンズー教様式の礼拝施設の建築物
群でシバ神が祭られています。見事なレンガ造
りの神殿を見終えて帰路につこうとしたとき、

☆帰天されました☆
８月２日

マリア

ＨＡさん

第５地区
永遠の安息とご遺族の平安をお祈りします

「BOMB CRATER」という表示に気が付きまし
た。爆弾で出来た大きな窪みでした。ベトナム
戦争時、この遺跡は米軍の空爆により 9 割が破
壊されたそうです。この平和に見える国のひと
昔前の様子が思い出された瞬間でした。
（ＧＴＨ）
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