
 

多くの司祭が出るように 
 

池長 潤 大司教 

 

 カトリック司祭として生きている人達

は皆、哲学の勉強と神学の勉強をしてき

ている。それぞれ３年以上かかるので、

ほとんどの司祭は、６年以上の勉強期間

を経て、ようやく司祭として働くことが

できるのである。ほとんどすべての者が、

司祭コース以外の普通の大学の学部、学

課を卒業してから、司祭のコースに移る

ので、司祭になる時には、３０才を超え

ている。 

 大学を卒業した人が非常に多い日本の

社会で、教会の幅広い層の人達を、霊的 

な、司祭的な分野で信仰に関する指導を

することは、それほど簡単ではない。司

祭にも相応の知識の巾がいる。経験の広

さ、深さも要求される。 

 このようにさまざまな難しさはあるが、

司祭がもっと多く必要なのも事実である。

すべての信仰者が、この事実を深く把握

して、少しでも多く、司祭志願者が出る

ように、励み、祈る必要がある。私たち

のブロックから、実際に多くの司祭が生

まれて欲しいものである。 

 

 

２0１８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 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 

9・2(日) 10 時 
年間第 22 主日 

Fr. 申 ＨＫ ＴＫ 
①ＹＹ 
②ＹＳ 

ＩＴ ６A 地区 
Ｋ・Ｙ 

(洗)ＴＡ 
ＨＴ  

9・9(日) 10 時 

年間第 23 主日 
Fr.高橋 

(子供ミ

サ担当) 
ＹＳ 

①子供・担当 

②   〃 
ＨＫ ６A 地区 

Ｋ・Ｔ 

(洗)ＴＡ 
ＫＴ 

子供と共

に捧げる

ミサ 

9・16(日)10 時 
年間第 2４主日 

Fr.高橋 ＨＴ ＴＫ 
①ＡＹ 
②ＩＴ 

ＭＳ 1・4 地区 
Ｋ・Ｙ 

(洗)ＴＡ 
ＮＹ 敬老ミサ 

9・22(土)18 時 30 分

年間第 25 主日 
Fr.高橋 ＹＳ ＹＳ 

①ＩＭ 
②ＯＭ 

 
ＴＹ 

 

1・4 地区 
Ｋ・Ｔ 

(洗)ＴＡ 
ＮＳ  

9・29(土) 18 時 30 分 
年間第 2６主日 

Fr. 申 ＩＭ ＴＹ 
①ＫＮ 
②ＫＳ 

ＹＳ ２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 
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ふっこうのかけ橋 合同キャンプ 
 

８月３日から２泊３日の日程でふっこうのかけ橋キャンプが六甲自然の家にておこなわれました。参加者の感想です。 
 

たのしかったキャンプ 

ＹＨ 

ぼくはキャンプがすごくたのしかったで

す。みんなと過ごした１日はたのしかった

です。一日目はみんなとたすけあいながら

六甲について、二日目はアーチェリーやカ

ヌーをしたりしてたのしかったです。あと、

みんなでつくったやき肉もすごくおいしか

ったです。ぼくは、みんなと過ごしてすご

く良かったです。ふくしまから来た子と仲

良くなれて良かったです。 

来年のキャンプもまたいきたいです。 

 

教会学校キャンプ 

ＴＭ 

 教会のみんなとすごして思ったのは、協

力をするのは、とても大事なことだという

事です。他の人と話あう時、相手の気持ち

がどうなのかをかんがえて、自分の考えも

言うことではないかと思いました。 

 キャンプで、ちがう人達と同じへやです

ごして思ったことは、すぐに友達はできる

ということです。なぜなら、みんなおたが

いに、よく声かけをしていたからです。ま

たきかいがあれば、今回と同じ様に、もっ

と友達をふやしたいです。 

 

 

キャンプに参加して 

ＴＹ 

 ８月３日から５日の三日間は楽しみに

していた、ふっこうのかけはしのキャンプ

でした。六甲自然の家で行われました。七

月に大雨が続いたので少し心配でしたが、

リーダーが準備してくださっていたので予

定通りに山を登ることができました。三日

間のキャンプでは、くわがたをつかまえた

り、アーチェリーやカヌーを楽しみました。

また灘浜まで貝がらを見つけたり、サイエ

ンススクウェアーでスタンプラリーをした

り、キャンプファイアーもしました。愉し

いことばかりでした。 

私はキャンプで言葉のおみやげを持って

帰ってきました。それは「方言」です。福

島のお友達に福島のじゃんけんを教えても

らいました。 

なかなか覚えられなくてしおりに書きこ

みました。何度も福島のお友達とじゃんけ

んをしてセリフを覚えました。 

① 最初はグー。もともとグー。 

いかりやちょうすけは頭はパー、正

義は勝つ。じゃんけんぽん。 

② 最初はグー。もともとグー。 

ハンバーグ、かとちゃんペッペッみ

んなであいーんじゃんけんぽい 

です。福島のじゃんけんはおもしろいなと

思いました。 

 一年ぶりに会ったお友達とさらに仲良く

なれました。なかには「はじめまして。」と

いうお友達もいたけれど、すっかり仲良く

なっていました。 

 キャンプではリーダーや六甲学院のお兄

様やポポン神父さん、たく山の教会の人と

交流が深まった三日間となりました。 
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☆社会福祉支援基金☆ 

ミサ中のお知らせでもご説明しましたが、

バザーやコーヒー販売等収益活動からの寄

付はこれまでも教会会計とは分けて様々な

支援団体等に寄付してきました。 

この度、透明性を高めるため規約を作り、

独立した基金として運営を開始しました。

規約はホールに掲示していますが、信徒有

志による募金、収益活動からの寄付、教会

からの支援目的繰入等を原資とし、教会運

営のためには使用せず、社会福祉・教育宣

教等基金の目的に合致する団体・個人への

寄付、支援に充てられます。支援先選定等、

運営は評議会に信任された運営委員により

行われ、監査を受けて皆様に報告いたしま

す。 

運営委員は取りあえずＨ、Ｉでスタート

しますが今後増やしていく予定です。皆さ

ま方には、これまで同様、積極的な支援を

お願い致します。 

 

２０１８年度支援基金推移 

前年度繰越    128,319 円 

コーヒー販売    13,382 円(1-3 月) 

           10,251 円(4-6 月) 

その他寄付      3,000 円 

事務用品     △1,347 円 

西日本豪雨救援 △30,000 円 

   8/20 現在   123,605 円 

 

 

 

☆西日本豪雨災害救援募金☆ 

７月中旬から聖堂入口で募金を受付け

ておりましたが 8/11 で 39,250 円集まり

ましたので支援基金から 3 万円を足してカ

リタスジャパンに送らせていただきました。

ありがとうございました。 

 

☆病者・障がい者とともに歩むミサ☆ 

９月２４日(月・祝)14 時～ 

カテドラルにて 

 

 

 

☆転出されました☆ 

５地区から兵庫教会へ 

 テレジア ＳＡさま 

エリザベト ＫＳさま 

ベルナデッタ ＳＭさま 

どうぞ、お元気で！ 

 

☆帰天されました☆ 

ペトロ ＦＫさま(6B 地区) 

8 月 1 日帰天されました。 

永遠の安息とご遺族の平安をお祈りします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お 知 ら せ 

編 集 後 記 
  

記録的な大雨、変則的なコースをた

どったり、連続でやってきたりする台

風、猛暑や酷暑と呼ばれる異常に暑い

天気。地球がどこかおかしくなってし

まったのではないかと思いたくなる夏

でした。日本に限らず、世界各地でこ

のような異常気象が起こっているよう

です。人間が自然をむやみに開発して

きたことに対する地球の仕返しでない

ことを祈るばかりです。         

（ＧＴＨ） 

評 議 会 よ り  
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