
 

真の賢さとは 

池長大司教 

 

 この原稿を書いている前夜の月は、最

高に大きく見えるスーパームーンであり、

幸い雲一つない夜空に、くっきりと美し

く、この月が出ているのを庭に降りてし

ばらく眺めていた。 

 天地万物を造られた神は、太陽系の中

の地球を人類に委ねられた。天変地異は

あるけれども、おおむね地球はすばらし

い。 

 理性を持ち、すぐれた知能を与えられ

た人間は、この地球を幸せな場にするか

どうかは、みずからの知性と意志にかか

っている。このことを本当に自覚してい

るのだろうか？真の賢さというものが人

類のどこにあるものかを見極めることは、

常に必要である。 

 お隣の国では、今、火星 15 号の打ち

上げの実験が行われている。水素爆弾の

3 倍か 4倍の威力があると言われている。

しかも、この火星 15 号は日々開発が進

んでいるそうである。 

 人間という生きものは、本当にカシコ

イのかカシコクナイのかよくわからない。

頭の良さは、必ずしも賢さを意味するも

のではないようである。人間は霊長類と

言われている。でも、実際はそうではな

いらしい。 

 神は人間にすぐれた能力を与えられ

た。しかし、この能力をどう生かせばよ

いかは、常に考える必要がある。 
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黙 想 会 

ＯＭ 

 

 

２月 10 日 御受難会 宋神父により 

「主の降誕(一緒に生きるということ)」と

いう講話がありました。 

創世記でアダムが犯した罪のために神様

と人の良い関係が破壊され、人は楽園を追

われて苦しみと絶望の中にいました。今、

主の降誕によって神様との関係が回復され

るという希望が与えられました。マリア様

の子孫を通して神様との関係が修復できる

と予言したのが主の降誕です。 

関係の回復とは一緒に生きることで、共

同体の形成につながるということ。今私た

ちにとって共同体の形成とその発展はとて

も大切な問題です。私たちは大きな船（共

同体）に乗って旅をしています。それがど

こへ行くか神様の所を目指していかねばな

りません。 

その為には互いの信頼、対話による意思

の疎通、キリストの体の部分としていただ

いているタレントによる協力、そして小さ

なことも赦し合うことが大切な要素です。 

その底辺には人間の愛でなく神の愛に繋

がれて一つになることが大切な要素である

ということです。又対話とは考えを分かち

合うのでなく心を分かち合うのでないとい

けない。考えを分かち合うのは人によって

互いに違うのである段階に行くと喧嘩にな

る。共感する対話にならなければいけない、

喜び悲しみ笑ったりすることを意味する。

これはなるほどと思いますが本音を出さな

い教会のなかでは難しいのではないかと思

います。 

私たちの共同体はこの世の求めるものと

ちがう。この世はあの人が助けたから恩返

しするのですが、イエスはただでもらった

のだから、ただであげなさい、お返しでな

く持っているもの全てを差し出すのです。

イエスは言う、『互いに争いあったらどんな

国も成り立たない』だから私たちの共同体

も争いあうと不安と葛藤が大きくなり崩壊

する。 

マザーテレサは「人の不幸は貧しさやお

なかがすいていることからでるのではない、

共同体に属していないことから不幸がで

る。」といっています。共同体で生活してい

たが罪を犯した為共同体が崩壊して悲しみ、

不幸、苦痛がはいった。神は回復しようと

思って人間となって私たちの中に住まわれ

た。回復された共同体を壊さないようにし

ないといけない。 

これから共同体を回復して強く生きる。

待降節の準備をして主が来られる喜びと恵

みを味わいましょう。というお話でした。

とても参考になりました。私たちも神と人

を信頼し、神の愛をいただいて人と対話し、

赦し合い、協力してよい共同体を作るよう

に励みたいと思いました。 
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Christmas Carol in 名谷 & 西神 

 

 

１２月１７日（日） 名谷パティオにて 

 

                            １２月２３日（土） 西神プレンティにて 

 

 

 

防 火 避 難 訓 練 

 

１１月２６日ミサの直後に防火避難訓練が行われました。地震後に台所から火災が

発生したという想定のもと、ミサ参加者全員が非常口から避難し、事前に割り当てら

れた消火、救護、誘導などの役割を訓練しま

した。点呼終了後には模擬消火器での消火訓

練も行いました。 
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聞こえのこと 

ＭＳ 

 

この頃、聞こえない「声・コトバ」が増えてきました。年令的に仕方がないと受

け入れてはいますが、朗読指導や歌唱の時に支障があると困るなと思っています。

そこまで考えなくても、日常生活の会話でたびたび聞きなおすのも話し手に失礼だ

なとか、滑らかに話が進まないことに少々気持ちが波立つのも嫌だなと思っていま

す。 

 具体的に言いますと、「伏見、福岡、双葉」のようなコトバが「シミ、クオカ、タ

バ」と聞こえるのです。どうも「ハヒフヘホ」の「ヒ、フ」が耳に止まりにくいよう

です。 

 特に早口で、したがって多くの場合、口をしっかり開かないで話されるのは困りま

す。声が耳に入って脳が意味あるコトバだと受け止めるのに、Ｏ．４秒ほどかかると

か聞きました。年を重ねた頭ではいわゆる回転が遅くなっていますので、早口語りは

付いていけないですね。その上、モゴモゴ口寵り気味になると…。 

 耳の聞こえの場合多くはパツと見では分からない。一応健康状態にある人でも、寄

る年波で聞こえが悪くなっている人が結構いらっしゃると思うけど、「え、なに？も

ういっぺん…」と耳に手を当てて聞き直されて、「そうか遠くなってるんだ」などと

気付きます。 

 自分がそうなってきて気が付くことになりましたが、日曜日のごミサでの朗読や説

教がちゃんと聞こえてなくて、困っている人があるのではとあらぬ心配をし始めてい

ます。 

 マイクがあるから聞こえてるだろうというのは必ずしも当たりません。早口は早口

のまま、モゴモゴはモゴモゴのまま音が大きくなるだけと思います。「聞き手の耳か

ら腹の底まで自分の声・コトバが届いているか」と思いを遣りながら読み、話してく

れているのかなと悪い想像をしてしまいます。 

 知人の「母親の補聴器どうしようかな考えてるねん」という話を一度ならず聞いて、

耳の聞こえのことは我が家だけじゃないんだな。親子で夫婦ですんなりコトバが遣り

取りできないのは、思いのほか大変なことじゃないかなと思いはじめました。 

余談も余談ですが、何十年か前、白杖をついた人が電車に乗ろうとしてきた時、チ

ャキチャキの視障者ボランティアだったわたしは、はりきって手伝おうとしました。

しかし、まったく意思疎通ができず困ってしまいました。気が付いたことは、彼は重

複障害者で耳が聞こえないらしいということでした。てすりを握らせただけで何もで

きなかったわたしは、彼のそばで電車に揺られているばかりでした。時折この体験を

思い出しながら人生を思う晩秋を迎えています。         （2017.11） 
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クリスマスミサ 

 

 今年のクリスマスは１２月 24 日（日）午後 7 時から夜半のミサ、25 日（日）午

前 10 時 30 分から日中のミサが行われました。久しぶりに松浦謙神父さまが北須磨

教会で司式をされました。ミサ後にはパーティが行われしばし歓談の時間を持ちまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 月 24 日（日）夜半のミサ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        ミサ後のパーティで 

 

 

 

 

 

 
賑わうパーティ 
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銀祝のお祝いに連なって 

― 大きな喜びのうちに ― 

 

マリア・アッスンタ ＨＴ 

 

 すがすがしいお天気に恵まれた 11 月

23 日、北須磨教会出身のマキシミリア

ノ・コルベ下村和彦さんの修道誓願 25

周年銀祝のお祝いに、長崎の聖母の騎士

社,本河内教会へ行ってきました。山の中

腹にある修道院へ向かいながら、キリス

ト教を育んできた長崎の風土、伝統、文

化に、はや包まれていくようでした。杖

をつきながら一歩一歩ご自分のペースで

坂道を登って行かれるお年寄りの姿はキ

リストの高みに招かれている私たち一人

ひとりのようにも思え、頭が下がりまし

た。 

お御堂に美しいテゼの祈りが響き、皆

が集められ、一つにされている喜びのな

かで記念ミサが始まりました。ヨハネに

よる福音（15・9-17）「､､､わたしがあ

なたがたを愛したように互いに愛し合いな

さい。これがわたしの掟である。」が読ま

れた後、金祝を迎えられた神父様がこれ

までの困難や苦しみ・そして喜びのいく

つかを分かち合ってくださいました。な

かでも「障害を持つ子供が、自分のため

ではなく、そんな自分を育ててくれてい

る母親が幸せでありますようにとお祈り

をしていました」とのお話には熱い涙が

溢れました。共同祈願では、「新たな節

目を迎えた兄弟の歩みに励まされ、わた

したちも一人ひとり、神からの呼びかけ

に深く応えていくことができますよう

に。」とのお祈りが奉げられました。 

祝賀会で下村修道士は「金祝に向けて

励みたい。これからも皆様お祈り下さい」

とご挨拶されました。若い修道士たちが

優しくお年寄りに寄り添っている姿もま

た感動的でした。多くの若者がこの尊い

召命に召されてほしいと心から祈りまし

た。皆様どうぞご一緒にお祈りください。 
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２０１８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(月) 1４時 

神の母聖マリア 
Fr. 高 橋 ＨＫ ＴＹ 

ＨＴ 

(北) 

①ＴＨ 

②ＮＳ 
ＩＴ 

評議会 

グループ 

Ｋ・Ｔ 

(洗) ＴＡ 
 

1/７(日) 10 時 

主の公現 
Fr. 申 ＩＭ ＴＫ 

ＨＫ 

(南) 

①ＴＴ 

②ＴＭ 

ＹＳ 
３・６B 

・７地区 

Ｋ・Ｔ 

(洗) ＴＡ 
成人式 

1/1４(日)10 時 

年間第２主日 
Fr. 申 ＴＹ ＹＡ 

ＹＫ 

(北) 

①ＴＭ 

②ＴＹ 
ＭＳ 

３・６B 

・７地区 

Ｋ・Ｔ 

(洗) ＴＡ 
 

1/2１(日) 10 時 

年間第３主日 
Fr. 高 橋 

(子供ミサ 

担当) 
ＴＹ 

ＮＹ 

(南) 

①子供・担当 

②   〃 
ＨＫ ５地区 

Ｋ・Ｔ 

(洗) ＴＡ 
 

1/2７(土)18 時 30 分 

年間第 4 主日 
Fr. 申 ＮＳ ＴＫ 

ＫＴ 

(北) 

①ＴＩ 

②ＦＹ 
Sr.前田 ５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。 

 

 

 

 

 

＜ミサ時間変更＞ 

 すでにお知らせしておりますように 

1 月からミサ時間が朝 10 時に、第 4

週と 2, 5, 8, 11 月の第 2 週は前晩土

曜の夜 6 時半のみとなります。その他

第 5 週や祝日は輪番で前晩ミサ又は午

後からとなります。 

 マンスリースケジュールやホームペ

ージによりご確認の上、お間違いのな

いようにしてください。 

 

 

 

 

☆成人のお祝い☆ 

1月７日 ミサ中で祝福があります。 

またミサ後にはささやかなパーティを

行います。 

 

 

☆越年越冬活動☆ 

12 月 28 日～1 月 5 日 

1 月 1 日、5 日カトリック教会担当 

場所：東遊園地 

時間：10:00～15:30 ごろ 

 炊き出し、餅つき、歌声テント 

 その他、いろいろ 

皆様の参加をお待ちしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お 知 ら せ 

編 集 後 記 

世界のキリスト教人口を知っていますか？ 

35 億！？には届かないのですが、20 億は超え

ているとのこと。4 人に１人はクリスチャンと

いうことになります。そんな中でも、司祭不足

とミサの参加者の減少は大きな問題です。 

 西ブロックでは、来年 1 月より前晩ミサが始

まります。北須磨教会では第 4 週は日曜日にミ

サがなくなり、前日の土曜日の夜 6 時 30 分か

らミサが行われます。初めての試みで不安もあ

りますが、これも時代なのだなと思っています。 

（ＧＴＨ） 

 

 

 

 

 

 

評 議 会 よ り  
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