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忙しさについて（１）
高橋

聡神父

今月も、教皇様の使徒的勧告を読むと

クラクラしてなんだか血圧が上がりそう

いうテーマから離れて、書いていきたい

な気がしてきますが、やっぱり会議が多

と思います。というより、あまりに色々

すぎた、忙しすぎたと思います。

なことがあって、じっくり準備する時間

故アンデレ有馬志朗神父様が「心を亡

がなかったというのが本当の所です。そ

ぼすと書いて忙しいと読む」と常々言っ

れで、この忙しさはいったい何なのだろ

ておられたのを思い出しました。

うかということが動機となったので、忙

使徒職において忙しいということは使

しさについて考えてみることにします。

命を果たしているという意味で素晴らし

以前、2007 年ごろだったと思いますが、 いことだと思いますが、深い内的生活が
私は大阪南地区のあるブロックを共同司

それに伴っていなければ単なる空回りで

牧していました。そのころとても忙しく、

人生が終わってしまうこともあると聖人

その忙しさの原因もはっきりしておりま

たちや霊性の師などが教えていて、カト

した。会議が多かったのです。その年代

リックの教えの一部になっていると思い

の前後数年間に私が出席していた会議

ます。

（とそのようなもの）を思い出して列挙

神様の御旨を確実に行っていてそれが

してみますと、司祭評議会、教区典礼委

忙しいのであれば確かにそれは良い実を

員会、教区信徒養成委員会、神学生養成

結ぶに違いありませんし、つらくても希

担当者会議、教区月修委員打ち合わせ、

望を持つことができます。しかし微妙な

教区司祭研修会準備委員会、大阪南地区

ところで仕事中毒や高揚感、虚栄心や支

司祭修道者の集い、南地区信徒奉仕職養

配欲、陶酔感との区別が分からなくなっ

成コース実行委員会、南地区大会実行委

て、いつの間にか道をそれていくことも

員会、小教区評議会、ブロックチームミ

あるかもしれません。そうなると労力の

ーティング、小教区各委員会、広島巡礼

割には、実りも感じられず、確かな希望

準備会などがあります。そのころまじめ

があるわけでもなく、疲れたり、教会離

だったので、すべての会合にほとんど休

れしたり、いさかいが起こったりしそう

まず出席していました。こういうことを

です。(つづく)

書くだけで当時のことを思い出して頭が
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２０１８年

神戸地区大会

２年に一度開催される神戸地区大会が６月１０日（日）篠山市のたんば田園交響ホールにて
開催されました。前田万葉大司教と神戸地区司祭団による司式ミサ、その後は各小教区の紹介
ビデオとクイズを中心に、バンド演奏、吟詠、阿波踊り、俳句コンテストなどのイベントの２
部構成で行われました。

ミサに捧げる花の踊り（たかとり）

大久保神父のドラムも

前田万葉大司教と神戸地区司祭団によるミサ

バンド演奏（鈴蘭台）

阿波踊り（洲本）
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神戸地区大会

イベント

俳句コンテスト

紹介

神戸地区大会のイベントではあらかじめ投稿のあった句を、当日前田万葉大司教が
表彰しました。北須磨教会のＴＨさんの作品は佳作に選ばれました。おめでとうござ
います。
優秀賞
寄り添へば彼方の虹の生まれ見ゆ
ＨＭ（三田教会）
佳作
あしや川てふ句誌成りて麦熟るる
ＴＨ（北須磨教会）
佳作
玉之浦椿に想うパウロ三木
ＴＡ（住吉教会）

新 委 員 長 あ い さ つ
今年度は各委員会の委員長が交代の年にあたります。新しい委員長に選ばれた皆さんは
これから 2 年間の任期でその任に当たってくださいます。新委員長就任にあたり、ご挨拶
をいただきました。

典礼委員長

ＮＹ

青少年委員会（代理）ＹＳ

この度は典礼委員長という重責を与え

Ｋさんが長く務めてくださった委員長

られましたが、高齢者としてこれから先

から、次の委員長が決まるまでの暫定で

の仕事を全うすることが出来るかなと不

す。よろしくお願いします。青少年委員

安を感じております。皆様にご迷惑をお

会の構成メンバーは子供から 40 歳位ま

掛けすると思いますが、どうぞ皆様のご

で全員が対象です。

助力をお願い致します。典礼委員会に多

私自身が賞味期限切れですが、十分に

数の方のご参加を頂き、素晴らしい典礼

栄養とモノと情報の豊富な環境で育った

委員会を継続して行けるようお力添え下

平成の若い人たちは、比較的よいセンス

さいますようお願い致します。

と、本物を見分ける目が早くから身につ
いていると思います。
（ついでにヴィジュ
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アル、デジタル ネイティヴです。
）

高齢者支援委員会

建物が教会っぽくない、司祭が常駐し
ない教会というのは、少々分が悪く、北

ＷＨ

引き受け手がない中、前任者の富澤みど
りさんが困っておられました。

須磨教会の門をくぐるのは、らくだが針

委員長の依頼の電話を受けた時、長男の

の穴を通るのより難しいのかも（あれっ?

第一志望高校合格発表の 5 分前でした。

どこかで聞いたような…）
。

彼に最善の道をお示し下さいとずっと祈

カトリック教会が何千年と継続している

って来ましたが、その時は委員長を引き

存在であり、しかし伝統にあぐらをかか

受けますから合格させて下さいと祈って

ず、神の愛と本質を伝える働きが、日々

しまいました。

の課題かと思います。まずは、時間空間

絶えず祈りながら、周りの方々に助け

と場所を作ることからスタート。得意分

ていただきながらやってみようと思いま

野をもちよって、協力者を募っておりま

す。

すのでお声がけください!

地区委員会

ヘンリコ

ＯＭ

このたび地区委員長を引き受けること
となりました。4 年前に同じ委員長を経
験しましたので今回は予想できませんで
した。しかし後期高齢の老人が教会のお
役に立てるのはありがたいことかもしれ
ません。これからの 2 年間、私なりに頑
張りたいと思います。皆様のご支援、ご
協力の程よろしくお願い申し上げます
社会活動委員会

ＴＡ

社会活動委員長を引き受けさせて頂いて
から、兵庫教会で開催された神戸地区社
会活動委員会への出席、北須磨教会社会
活動委員会の開催とこの 2 か月間は初心
者の私にとって周りの環境変化に体がび
っくりしています。先は長い道のりです。
社活の皆様に教えてもらいながら一歩一
歩進めていきます。全ての皆様の温かい
ご指導、ご協力宜しくお願い致します。
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２０１８年７月・典礼奉仕担当者表

(敬称略)
典礼委員会

月日

主日

司式者

７・１（日）10 時

先唱者 オルガン

Fr. 申 ＮＳ

ＹＳ

年間第 13 主日
７・８

(日)

唱

ＩＴ

共同祈願

ミサ準備
Ｋ・Ｙ

６A 地区

ＴＹ

Fr.高橋 ＨＴ

ＴＫ

年間第 1５主日

①ＴＨ

1・4 地区

ＭＳ

1・4 地区

ＴＹ

年間第 1６主日
(子供ミサ

Fr. 申

年間第 17 主日

ＹＳ
担当)

①子供・担当
②

ＨＫ

Ｋ・Ｔ
ＨＫ

２地区

ＨＴ

②ＴＭ

10 時

Ｋ・Ｔ
(洗) ＴＹ

①ＴＡ
Fr. 申 ＹＳ

ＮＳ
(洗) ＴＹ

②ＫＴ

７・２1(土)1８時 30 分

ＮＹ

Ｋ・Ｔ
ＹＳ

②ＳＭ

10 時

聖体奉仕 備考

(洗) ＴＹ

①ＫＳ

10 時

年間第 1４主日

７・29(日)

①ＫＫ

答

②ＳＡ

Fr. 申 ＨＫ

７・15 (日)

聖書朗読

(洗) ＴＹ

ＨＫ

Ｋ・Ｙ
２地区

〃

ＹＫ
(洗) ＴＹ

子供と共に
捧げるミサ

〔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。

お 知 ら せ

☆青少年委員会☆
青少年委員会主催バーベキュー開催します
日時：7 月 15 日（日）12 時〜14 時半頃
（教会学校の同窓会を兼ねています）
場所：北須磨教会 1F ホール
会費：一人 300 円
（アルコール類は自己負担でお持ちください）
子供達とその親、中高生から大学生、社会
人まで、若い人たちが集まってワイワイや
りましょう。

編

集

後

記

髙橋神父さまの巻頭言を読んで、今
話題になっている働き方改革を思い浮
かべました。
「過労死」、
「ブラック」な
どという、非人間的な労働環境がいま
だにあり、ムラ社会の人目を気にする
日本ではなかなか改善しにくくなって
いるのではないでしょうか。
サービスをする側も受ける側もハッ
ピーになるような働き方が実現するの
はいつのことでしょうか。 （ＧＴＨ）
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