
 

「２０１８年５月に想うこと」 

 

 担当司祭 申 繁時 

２０１８年４月１日のご復活から、私た

ちは「復活節」の歩みを進めています。「聖

霊降臨の祭日」（今年は５月２０日）までの

歩みです。５０日間あります。そして、こ

の復活節は新しく洗礼を受けられた方々に

とっても大切な時です。その役割は、代父

母さんにも重要な役割があります。それは、

今年であれば洗礼を受けられた方々を毎週、

エスコートしてあげること。隣に座ること。

また、各小教区共同体は聖堂に場所を設け

てあげて、フォローしてあげることを必要

とするのです。 

はっきり言って司牧者の私自身も完全に

そのことは抜けていたと反省します。なぜ

ならば、洗礼を受けるまでは、事細かく用

意と準備させてもらいますが、洗礼式が終

わると次の週からは自由に。という状態を

続けてきたように感じるからです。と同時

に、洗礼式が卒業式のように、教会に来な

くなる状態が見え隠れしていることも、今

の教会の現状かと感じてしまいます。なの

で、洗礼式後も少なくとも聖霊降臨までは、

共同体が受洗者方を見守ることが大切なこ

とであり、教会離れを防ぐためにも温かい

見守りが必要ではないでしょうか。もちろ

ん、聖霊降臨までではありません。生涯の

生まれ故郷としての教会共同体ですので、

つながりを持ち続けることが重要です。 

実は、私自身も洗礼式が卒業式だった信

者でした。洗礼を受けたあと半年以上主日

ミサに行きませんでした。（告白いたしま

す・・・）洗礼の意味をまだ深く味わって

いなかったときで、神さまの水の清めをい

ただいたので、もう大丈夫と勘違いして主

日ミサに行かなかったのです。半年後気に

なってこっそり、主日ミサに隠れるように

あずかりましたら、洗礼を授けてくださっ

た当時の主任神父さんに見つかり、こっぴ

どく叱られました。「あなたは何を考えてい

るのか！」「あなたのような信者ばかり

だ！！」と。信者の代表のように叱られま

した。（懐かしい思い出です？ 

それからは、主日ミサにあずかれるよう

に準備をしました。しかし、私が教会に行

くことが好きになったのは、神さまへの信

仰はもちろんですが、教会共同体の皆さん

の心遣いでした。小さな教会でしたが、日

曜日は楽しくさせていただき、親戚のおじ

さんとおばさんに毎週会える雰囲気があっ

たからです。そして、将来その劣等生信者？

がとうとう神父までなったのですか

ら。・・・ 

どうか、教会共同体のみなさん、代父母

のみなさん、もう一度この復活節の間神さ

まの大きな恵みをいただいて教会から離れ

ている兄弟姉妹のために祈ってください。

もし可能であれば連絡してあげてください。

「元気？」の一言でいいので。必ずもう一

度、教会に一緒に集う時がくるはずです。 
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復 活 祭  
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申神父様司式の復活徹夜祭のミサでは洗礼式が

ありました。 

復活の主日のミサでは松浦謙神父様が司式されました。

ホールでのパーティで乾杯です。 

聖堂の外での光の祭儀で復活祭が始まりました。 

ご馳走とたくさんの人で賑わうミサ後のパーティ 
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                                              きたすま ３ 

 洗礼・堅信おめでとうございます 

 3 月 31 日（土）復活徹夜祭のミサにてＦＵさんが洗礼、堅信の秘跡をお

受けになりました。おめでとうございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

洗礼式を終えて 

パウロ ＦＹ 

はじめにはなりますが、私の洗礼式を一緒にお祝いしていただいた皆様にここでお

礼を言いたいと思います。ありがとうございました、とても感謝します。 

私が教会に初めて足を運んだのは、川棚教会に併設された幼稚園に通うことになっ

た時です。その中で、体験した聖劇や卒業祝いに頂いた、新約聖書の絵本など思い出

深いものです。 

 卒園後は、私の両親は仏教徒なので教会から遠い生活をしておりました。そのまま、

成人して就職したのですが、大阪、愛知と転勤になりました。働いている間、読書が

好きだったので、岩波文庫から出ている旧約聖書を手に取る機会がありました。読み

通してみて、面白かったと思ったと同時に、興味がわき、教会とはどんなところなの

だろうと思い南山教会に足を運びました。布池教会、刈谷教会とお世話になり、色ん

な国の方々と触れ合う機会を頂き、貧しくても親切で、共同体で支え合っている方々

を見ました。その根幹にある信仰の力とはどんなものなのだろうかと思い、少しずつ

刈谷教会の神父様と聖書の勉強をしました。そして、今回洗礼を受ける決心をしまし

た。勉強不足な面もありますが、共同体の一員としてご指導いただければと思います。

結びになりますが、世界の平和を祈り、皆様と共に良い旅を歩めればと思います。
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２０１８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 聖書朗読 答 唱 共同祈願 ミサ準備 聖体奉仕 備考 

５・ ６(日)10:00 

復活節第 6 主日 
Fr. 申 

(子供ミサ 

担当) 
ＹＳ 

①子供・担当 

②   〃 
Sr.前田 1・4 地区 

Ｋ・Ｔ 

(洗) ＴＡ 
ＫＴ 

子供と共に 

捧げるミサ 

５・12(土)18:30 

主の昇天 

Fr. 申 ＨＴ ＴＹ 
①ＭＪ 

②ＭＮ 

ＹＳ ２地区 
Ｋ・Ｔ 

(洗) ＴＡ 
ＮＹ  

５・20(日)10:00 

聖霊降臨の主日 
Fr.高橋 ＨＫ ＴＫ 

①ＭＳ 

②Sr.前田 
ＭＳ ２地区 

Ｋ・Ｔ 

(洗) ＴＡ 
ＮＳ  

５・２6(土)1８:30 

三位一体の主日 
Fr.高橋 ＹＳ ＴＹ 

①ＡＹ 

②ＩＴ 
ＨＫ 

３・６B 

・７地区 

Ｋ・Ｔ 

(洗) ＴＡ 
ＨＫ  

〔註〕①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。 

②聖体奉仕は司祭から指示のある場合のみご対応下さい。 

 

 

 

毎月の維持費について 

評議会 ＨＫ 

 4/29 の活動報告会でも報告致しました通り 2017 年度の経常収入は 821 万円(予算

の 92%)でしたが、その中心となる維持献金(毎月の維持費)は 389 万円と昨年実績の

441 万円に比べ 88%に留まり、始めて 400 万円を切りました。このため営繕献金(123

万円)を除く経常収入も 698 万円と 700 万円を切りました。 

 一方、経常支出も司祭不住等により過去最低レベルの 754 万円に留まりましたが、な

お 56 万円の赤字になりました。ここ数年の収支は毎年 100 万円を超える赤字続きで、

次期繰越金は 2010 年に 1384 万円あったものが昨年は 416 万円に減少しました。 

 これ以上赤字は続けたくはありません。が、今年予算通りの収入(450万円)が得られ

ても予算通りの支出では 186 万円の赤字となります。是非とも毎月の維持費を増やし、

昨年よりは多くの活動が行えるようしたいものです。(昨年は特別支出ゼロです) 

 389 万円の維持献金を納付世帯数 114 で割ると毎月 2840 円となります。納付世帯

も前年並み(130 世帯)に増えて欲しいですが、各戸の維持費ももう少し増やせないでし

ょうか? 申命記の十分の一はともかく(プロテスタントでは行われているようですが)、い

くつかの教区では「収入の 3%」が目安と言われています。名目か手取りか議論のあると

ころですが、一歩譲って名目収入の 2%としても年収 500 万円の平均的所帯では月

8300 円、300 万円の高齢者所帯で 5000 円になります。名目の 2%、手取りの 3%を

目安に見直して戴けませんか? よろしくお願い致します。(報告会資料ご参照下さい) 
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・4/15 西ブロック連絡会報告 

  ミサローテーション、今年度中は 

 現行通りとします。 

  堅信式(10/14)の準備会を 

 5/20 14 時 明石教会で行います。 

 

 

 

 

☆転出されました☆ 
 

ＩＲさま 
ＩＭさま 

 
第５地区から六甲教会へ 

 
どうぞ、お元気で！ 

 

☆社会活動委員☆ 
 

2017 年度支援先リスト 
 

社会活動センター         70,000 

神戸の冬を支える会         50,000 

ふっこうのかけ橋         50,000 

愛徳姉妹会         50,000 

こどもの里      30,000 

コムニタス         30,000 

阪神カトリック女性の会          20,000 

東条湖の家（NPO ノア）     20,000 

日本カトリック難民移住者委員会     20,000 

ふるさとの家           20,000 

フォンダシオ（Fondacio）        20,000 

AICjapan ウォーター＆フードアジア      30,000 

釜ヶ崎・出会いの家         20,000 

アガペの家         30,000 

船員司牧活動         20,000 

合     計       480,000 

 

コーヒー販売支援    28203 円(10-12 月) 

アルミ缶回収      8400 円(80kg@105 円) 

☆青少年委員会☆ 
 

カラオケ大会をします！ 

生ピアノによる伴奏で楽しく歌いませんか？ 

 

参加者はリクエストカードに歌いたい

曲を記入してください。手始めに普段使

っている「讃美歌集」からリクエストし

てください。ジャンルは問わず楽譜持参

もＯＫ。 

 

日 時：５月２６日（土） 

     17 時～18 時 (前晩ミサ前) 

場 所：１階ホール 

参加対象：子供から大人まで(中年層まで) 

 

☆カトリック神戸地区大会☆ 
 

日 時：６月１０日（日） 

    １２時３０分～１６時１５分 

    （開場１２時） 

内 容：ミサ   １２時４５分より 

    イベント １４時３０分より 

場 所：篠山市立たんば田園交響ホール 

 

前田万葉大司教の司式ミサの後、阿波

踊り、バンド演奏、さらには各小教区の

紹介ビデオ＆クイズなど、各種イベント

も用意されています。教会からは無料送

迎バスを運行します。是非ご参加ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評 議 会 よ り  

お 知 ら せ 

編 集 後 記 

 

4 月 1 日、新しい年度が復活祭と共にはじま

りました。新入学、社会人一年生など新しい生

活が始まった方もいらっしゃることでしょう。

そんな新年度の慌ただしさから 1 か月。このゴ

ールデンウィークでようやく一息いれている

のではないでしょうか。いい季節をゆっくりと

味わいたいものです。 

              （ＧＴＨ） 
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