
『愛のよろこび』を読む １ 

髙橋 聡 

 前回まで「『福音の喜び』を読む」を連載

していましたが、今回それを中断して、教

皇様の新しく邦訳された使徒的勧告『愛の

よろこび』を連載しながらご紹介すること

にします。この手紙は、家庭に関する二つ

のシノドス（世界代表司教会議）を受けて

全教会に向けて書かれたものですが、いま

までは、センセーショナルなことしか取り

上げないマスコミからの情報が先行して、

家庭についてのシノドスの全体像が分かり

ませんでした。が、教皇様のこの手紙によ

って現在のカトリック教会の家庭に関する

司牧の方向性がはっきりするわけです。家

庭は、わたくしたち日本に住む者にとって

も緊急性のあるテーマですので、少しづつ

本書を読みながら、それがわたしたちにと

っての糧になればと願っています。 

 教皇様の御意図は、まず、今の家庭の状

況に性急に結論を出したいという誘惑を自

制するようにというところに向けられてい

るようです。カトリック教会はキリストか

ら真理を託されているわけ

ですが、しかし現在の私たち

一人一人が、すべてを細部ま

で見通しているわけでもな

いということではないかと

思います。だから結論が出るまでに時間の

経過や、経験、判断力の深まりなどが弱い

私たちには必要なのでしょう。「このことは、

聖霊がわたしたちを完全な真理に導くとき

まで、すなわち、わたしたちがキリストの

神秘に完全に導き入れられ、キリストのま

なざしですべてを見られるようになるとき

まで続くことでしょう」（３）。 

 まず、聖書とカトリックの教えが述べら

れます。 

 第一章では、聖書のみことばが味わわれ

ます。最初に結婚と夫婦に関する根源的な

創世記のみことばが３つ提示されています。

「神はご自分にかたどって人を創造された。

神にかたどって創造された。男と女に創造

された」（創世記１：２７）。「自分に合う助

ける者」（同２：１８，２０）。「こういうわ

けで、男は父母を離れて女と結ばれ、二人

は一体となる」（同２：２４）。 

 これらの御言葉に簡単な省察が加えられ

ています。神の似姿に対比されるのは、一

組の男と女の姿であり、愛し合い、いのち

を生む夫婦は、創造主であり救世主である

神を表すものになりうるということが示さ

れます。（つづく） 

きたすま     
あなたの神である主を愛しなさい。 

隣人を自分のように愛しなさい（マタイ 22・37－39） 
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カトリック北須磨教会の皆様へ 

― フィリピンバギオ市大聖堂から ― 

デドモ・トマス ＯＫ 

十 主の平和 神戸市北須磨カトリック教

会の皆様お元気ですか。 

 先頃は、貴教会を訪問できましたことを

喜びを持って感謝致します。海外へ出てか

ら、キリスト教信仰を持っていることが非

常に心強く、特にフィリピン教会では、ミ

サの時にも主の臨在を感じ、神の恵みに感

激しています。 

 バギオ市大聖堂は、このバギオが日米比

の三軍数十万人が戦った激戦地でもありま

す為に、平和を祈念して建てられた記念大

聖堂でもあります。町の道路の中央に、巨大な日本軍の英霊記念碑が立っていますが、そ

こを通る度に胸が痛みます。あのような戦争は、もう二度としてはならないと心に誓って

います。シスター海野が、このバギオの地で悲惨な目にあった日系人の救済をされて、納

骨堂まで建立しています。私達がこのバギオへ来れたのも、天国のシスター海野のお導き

があるのだと、神に感謝しています。 

 みれい、十全は毎日近くのモンテッソリースクールへ元気に通っています。とても、英

語が難しいらしく、ほとんど午前０時を過ぎることもあります。 

 さて、日本の教会とフィリピンの教会の区別は、カトリックにおいては言葉の違いを除

いて全く変わりがありません。同じ信仰を持っています。違いは一つもありません。ただ

し、ミサに参加する人数の夥しさには感激します。大聖堂では、日曜日のミサは一時間ご

とに十回以上あります。一回のミサに、およそ千人以上の人が参加しています。誰でも、

ミサに参加できて、パンを受ける時は洗礼を受けている人はいただきますが、受けていな

い人は祝福だけをいただきます。これも、日本の教会と全く同じです。バギオ大聖堂は、

とても美しい司教座大聖堂でとにかく多くの神父様やシスターや、何よりも信者の数は圧

倒的に多いのです。ミサの時に、ユスト右近のことを思い出しますが、右近が４００年前

に多くの信者仲間とルソンに凱旋したこと

を思うと、何か感慨深いものが心に湧いてき

ます。右近は幸せだったのではないかと思え

るのです。ジェームス・三木さんが、武将の

道は地獄道と、ＮＨＫドラマの中で語ってい

ましたが、その地獄道から天国道を見出した

のですから、本当に喜んでいたのではないで

しょうか。フィリピンにお越しの節は、わが

家へお立ち寄りください。   神に感謝！ 
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寄稿 

「罪」 

ＹＳ 

とある事が  キッカケで   罪について 考え始めた。 

罪など 存在しない  という考え方もあるけど、 

嫌な思いをさせることが、罪だと 単純に考えると、 

世の中 罪だらけだ。 

「私は 罪びとです！」と 謙虚なのか  開き直りか  分からないことを 言う人もいる。 

「なんじゃい」と 思う。笑笑！ 

悪魔 としか 思えない人も いる。 

もともと悪魔なのか？ 

取り憑かれているだけで  本当は いい奴なのか？笑 

兎に角、私が 気付いたのは   案外  罪深い奴だ！と思っている人に、助けられている事

が 多い ！という事だ。 

その  罪な奴が 居なくなったら   けっこう 困る！のだ。 

お陰様で  私は 何とか やっとります！と 感謝しなけりゃならんのだよ。 

イヤ。 

デモ。 

「こいつさえ 居なかったら！！」と こないだ言った人がいた。 

そんな事を 思われてしまう人は  ヤッパリ 「とても人とは思えないほど毒々しい 」  の

だろう。 

でもさ  そんな奴でも  居なかったら イイのに！と思われる、という事は、  シッカリ 

存在しているのだ。居るのだ！ 

という事は 存在させてもらえるだけの 価値がある ということなのだ！    不思議だね

ぇ〜 

じゃあ  「罪」って何？ 

イヤな思いを させてるのに  存在させてもらえる理由は  なんだろう？ 

 

回心猶予？ 

 

じっと  神様は 待っている？ 

「まだかなぁ〜」 

怒るに遅く 慈しみ深い？ 

遅いのであって  怒らない訳ではない。 

ウカウカしてると 地獄の火で 焼かれてしまうぞ！！ 
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え？ わたし？ 

自分のことは  わからん！！ 

こんな事を考えるのだから 自分は 悪魔ではない と思っているのかもしれない。（あ！  

いま   お前だ！って 思った？  コマッタネ！） 

 

何が 言いたいのか 解らない文章だ！と 思う あなたは  善良なのです。 

いま  ムカついている人！ 

神様は  じーっと 待っていて下さっています。 

少し 視点を変えて。  つまり  心を クルッと回すと 

 今までとは 全く違う世界が 見えるかも しれませんよ！！ 

そう！あなたは 勘違いしてるのです！ 

罪人だと 思っている人が  実は  １番 あなたを 愛しているのかも 

 しれないし。 

 

私は 罪びとです！なんて言うあなた！ 

いつも  ありがとう！大好きだよ！！ 

 

 

 

２０１７年１１月・典礼奉仕担当者表 (敬称略) 

典礼委員会 

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。

 

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 

11・5(日) 10 時 30 分 

年間第 31 主日 
Fr. 申  ＹＳ ＴＫ 

ＨＴ 

(南) 

①ＹＲ 

②ＹＳ 
ＩＴ ５地区 

Ｋ・Ｔ 

(洗)ＴＹ 
 

11・12(日)10 時 30 分 

年間第 32 主日 

池長大司

教 

(子供ミサ 

担当) 
ＴＹ 

ＹＫ 

(北) 

①子供・担当 

②   〃 
ＹＳ ６A 地区 

Ｋ・Ｔ 

(洗)ＴＹ 

七五三の祝日 

子供と共に 

捧げるミサ 

11・１9(日)10 時 30 分 

年間第 33 主日 
Fr. 高橋 ＩＭ ＹＳ 

ＫＴ 

(南) 

①ＡＹ 

②ＩＴ 

ＭＳ ６A 地区 
Ｋ・Ｔ 

(洗)ＴＹ 
 

11・２6(日)10 時 30 分 

王であるキリスト 
Fr. 申 ＴＨ ＴＫ 

ＮＹ 

(北) 

①ＩＲ 

②ＩＭ 
ＨＫ 

1・4 

地区 

Ｋ・Ｔ 

(洗)ＴＹ 
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☆正門の開閉について☆ 
 

 これまで教会正面の門扉は常時開けてい

ましたが、近隣からの声もあり、夜間は閉

めることにします。具体的には 

・おおむね 9 時～17 時の間は開ける 

・朝来て閉まっていたら開けておく 

・15 時以降は閉めて帰る 

・朝夕ついでの時に開閉をしていただく。 

といたします。扉の開閉を助けてくださる

方は留守当番表にお名前を書いてください。 

 よろしくお願いします。 

 

 

 

 

☆帰天されました☆ 
 

6B 地区学園西町の松富さんのお母様 

エリザベト ＫＥさま 
 

10 月 11 日北須磨教会にて家族葬でお送

りしました。 

永遠の安息とご遺族の平安をお祈りします。 

 

☆転 入☆ 
 

第 3 地区(中落合)へ 

アグネス ＨＭ江さま 

札幌教区 名寄教会から 
 

ようこそ北須磨教会へ！ 

 

☆北須磨教会バザー☆ 
 

日時：11 月 12 日 ミサ後 

内容：寄贈品、食べ物、余興ほか 

   (食券販売中) 

 近隣、お友達もお誘いください 

 

☆神戸地区養成研修会☆ 
 

「祈りの人となろう」 

日時：11 月 19 日(日) 13 時～16 時 

場所：神戸中央教会 

 アルフレッド・セコビア神父 

 申込(11/5 まで) 及び当日受付 

養成委員まで 

 

☆教区青少年委員会研修☆ 
 

・青少年リーダー養成研修会 

 11 月 11 日(土) 10 時～12 時 

 サクラファミリア 

  ・中高生、青年「主と共にハイキング」 

 11月18日(土) 30歳くらいまで 

9 時半須磨浦公園集合 

  ・青年のための練成会 

 11 月 22 日(水)～23 日(木・祝) 

  詳しくはいずれも掲示板のポスターで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編 集 後 記 

 

 11 月 1 日の諸聖人の祝日は日本では認知

されていないのにもかかわらず、その前夜は

今や誰しも知る「ハローウィン」となってい

ます。先日、ＵＳＪに（仕事で！）行ってき

ましたが、顔に血糊をつけたり、様々なキャ

ラクターの仮装をしたりした人たちがあち

らこちらにいて、相変わらず平和な国だなと

思わずにはいられませんでした。 

（ＧＴＨ） 

 

 

 

お 知 ら せ 

評 議 会 よ り  



きたすま ６                                               

 


