
                                                

 

「２０１８年、１１月に想うこと」 

                            担当司祭 申 繁時 

 

季節はどっぷりと秋になり日々すごしや

すくなりました。そんな中で、11 月は教会

にとって「死者の月」となります。 

日本のしきたりとしては亡くなった方々

は、８月中旬頃のお盆を中心にお祈りをす

ることは、みなさんも知るところですが、

教会は全世界をあげて 11 月を「死者の月」

として、亡くなられた方々のために追悼等

を行います。ですから命日以外にも 11 月

においてお祈りをささげていただくことは

大切かと思います。わたしも昨年 2017 年

のはじめに父親を亡くし、一年以上がたち

想いだされることが多々わき起ってくるよ

うです。父はすこしずつ身体が弱ってのこ

とで、最初は家族でなんとか世話をしてい

ましたが、それもできない状況となり家族

会議のもとに施設にあずかってもらいなが

ら見守ってきました。最後は急変し病院に

移り二週間後に亡くなりました。いま考え

ると、この神戸西ブロックに来た当初

（2016 年春）から、実家からの相談やがん

ばって大阪まで行き来して家族と接するこ

とをしてきました。介護していた母親が先

に倒れて一時はどうなることかとあわてた

こともありました。そんな中で、わたし自

身も昨年から体調がすぐれない日々がつづ

くこととなり、教会のみなさんには迷惑を

おかけしたかもしれません。ほんとうに昨

年 2017 年はわたしのとって大きな節目の

時と感じています。 

ところで、最近よく耳にしている言葉が

あります。それは「しゅうかつ」という言

葉です。最初は学生さんたちが、やはりこ

のご時世なので、就職難で「就活」するこ

と、就職活動することが大変なので話しを

しているかと思ったら、その「しゅうかつ」

ではなく、「終活」することだと知りました。

読みが同じで意味がまったく逆だったこと

です。 

「終活」とは、つまり生きているうちか

ら死の準備をすることだと知りました。ほ

んとうに驚きました。いよいよ死に対して

準備をすることを、自分自身から考える世

の中の価値がやってきたことです。このこ

とがほんとうに正しいのか自問自答してい

ます。 

わたしたちは、いずれは神さまのもとへ

帰ります。その時をいつかは知ることはで

きません。しかし、だからこそ知らなけれ

ばならないことがあります。それは、死を

待つことではなく、死を超えて生きること

です。 

いま考えると父も終活していたのか、終

活させられていたのかと一瞬思いました。

でもこれだけは言えます。父の言葉や態度

で死ぬための準備や「死したい」とは一言

も聞いたことがないことです。寝たきりで

も「生きたい」という態度でした。 

わたしたちは死ぬために生きていません。

最後まで一分一秒まで生きるために生きて

います。死を超えて復活するために生きて

います。今年 2018 年 11 月の「死者の月」

は、いろんな想いがありました。 
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合 同 堅 信 式 

 

１０月１４日（日）明石教会において酒井俊弘補佐司教の司式により神戸西ブロック合

同堅信式が行われました。堅信式の後にはカレーライスやフルーツポンチなど各小教区か

ら用意されたごちそうで受堅者を囲んでのパーティーが開かれました。 
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寄 稿 

「迫 害」 

ＹＳ 

五島列島へ 初めて行ってきました。 

美しい建築の教会。 

どんな気持ちで建てたんだろう。 
 

最近 私は「寂しい」という事を自覚した。 

幼い頃 かわいいかわいい と言いながら  あまり 真っ直ぐ向き合ってもらえなかった 

飼い犬みたいな存在だった私は  やたら パーティーやら 誕生会やらに こだわり 家族

を巻き込んだ。 

まっちゃん（私）が やりたがるから と 付き合ってくれた。 

その なんとなく所在が無くて 漠然とした寂しさが  私の根底にある！という事を  こ

の歳になって 自覚した！のである。 
 

教会 というコミュニティーは イエスキリストに ついて行こうとする 人の、 つまり 同

じ 一つの 信仰（疑う事なくついて行こうとする）を持つ 家族なんだね？ 

安心して 居られる。 

元気をもらえる。 

慰めをもらえる。 

そして 一緒に ご飯を食べる！ 

家族 ！ 血縁でない  、 聖なる  家族なのだ。 
 

だから五島では、 各 集落ごとに 必要で  朝に夕に 立ち寄って  生活の中心に 在った

のだね？ 
 
その  ひたむきで  温かい 人々の集まりを！ 

大いなる勘違いで   迫害した！のである。 
 

とんでも無い事で 御座います！！！ 
 
でも。 

立ち止まって 考えてみると、そういう 迫害的 言動は 現在の教会内にも 存在しない

か？ 

ひたむきに 愛を以って 行動している人を  規則（律法）で 裁いていないか？   この世

的な、ただの想像からくる憶測で 人を苦しめていないか？ 

平和とは 程遠い事をしながら  神さま神さま！と 

己の幸せの為に 時間を費やしていないか？ 
 

「殉教」の意味が  はじめて 腑に落ちた。 

そんな 旅 でしたよ。 
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寄 稿 

 

ミサのお知らせ 

ヨセフ ＨＫ 

 

私がミサのお知らせを担当するようになって 1 年半程になります。最初は当日の委員会

他のお知らせを抜けのないようにと始めましたが、今ではその他に教区の行事や教皇様の

メッセージなど、お伝えしないといけないことがたくさんあることに気づいて、ついつい

盛りだくさんになり、短くまとめるのに苦労します。 

お知らせを評議会長がまとめてするようになったのは、各委員会のお知らせをそれぞれ

が次々と出ていては時間も長くなり、ミサの流れを壊してしまうとの配慮からだったと思

います。確かにミサ典礼書には「必要に応じ共同体のための短いお知らせをすることが出

来る」とあります。 

ただ「共同体のため」ですから、その日のお客様や転出される方、当日の行事担当者が

自らの声でお知らせなさるのは共同体の多様性と一致を表していて微笑ましいと思いま

す。ですから各委員長さんも時にはご自分の言葉で皆さんにアピールなさっても良いと思

います。 

一方、教区や地区ではたくさんの行事や講演会が催されています。教会にもたくさんの

ポスターやチラシが送られてきますが、掲示板に張るだけでは気付かない方も多い事でし

ょう。これらを全てお知らせすることはとてもできませんが、教区、地区の委員会が主催

するものは出来るだけお知らせしようと思っています。しかし早過ぎず、遅すぎず、お知

らせするのは結構大変です。 

また教会にはたくさんの記念日や祝日があり、それに合わせて様々なメッセージが発表

されます。また教区からの通達やお知らせも届きます。これらも掲示だけでは誰も気づか

ないと思われます。何を張り出し、何をお知らせするか頭を痛めるところです。 

教皇様をはじめとする沢山のメッセージを皆さまに伝え、様々な研修会などを紹介して

参加していただくよう促しています。ミサの御言葉と説教だけでは生きている教会の生の

動きが感じられないと思うからです。教会はこの社会の中で生きています。 

お知らせのネタは教区、中央協議会のホームページ、カトリック新聞など様々なところ

に公表されています。どうぞ皆さん方も自ら様々な情報を探りに行き、生きている教会の

様々な面を自らご覧になり、豊かな信仰を共に育てていこうではありませんか。 

(参考) 大阪教区 HP   http://www.osaka.catholic.jp/ 

 カトリック中央協議会 HP https://www.cbcj.catholic.jp/ 
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２０１８年１１月・典礼奉仕担当者表 (敬称略) 

〔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 

 

 

 

 

 

☆青少年委員会と食事会のお知らせ☆ 

 

11 月 10 日（土） 

前晩ミサのあと青少年委員会を開催しま

す。 

19:30頃 教会1Fでみんな持ち寄って

食事会もします。 

どうぞお気軽に集まってください。 

成年はビールの持ち込みも OK ですよ! 

詳しくは Y まで 

 

 

 

 

☆帰天されました☆ 

ドミニコ YY さま(第４地区) 

６月２３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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

11・ 4(日) 10:00 

年間第 31 主日 
Fr 申 ＮＳ ＴＫ 

①ＴＨ 

②ＫＴ 
IT ５地区 

K・Y 

(洗) TY 
 

NY  

11・10(土) 18:30 

年間第 32 主日 
Fr 中川 ＨＫ ＴＹ 

①ＴA 

②TM 
 

YS ６A 地区 
K・T 

(洗) TY 
NS  

11・18(日) 10:00 

年間第 33 主日 
Fr 高橋 

(子供ミサ 

担当) 
ＹＳ 

①子供・担当 

②  〃 
HK ６A 地区 

K・Y 

(洗) TY 
 

子供と共に 

捧げるミサ 

（七五三ミサ） 

1１・24(土) 1８:30 

王であるキリスト 
Fr 中川 ＨＴ ＴＹ 

①HK 

②NS 
治静子 

MS １・４地区 
K・T 

(洗) TY 
HK  

お 知 ら せ 

編 集 後 記 

  

最近では１０月に入るや否や街中が

カボチャやお化け、魔女や黒猫でいっ

ぱいになります。１０月３１日のハロ

ーウィンも秋の目玉行事としてすっか

り定着したようです。真偽のほどはわ

かりませんが、１１月１日の諸聖人の

祝日は英語では All Souls Day（万霊

節）とも言われるようで、その前の晩

に霊が彷徨うと俗に信じられたのがハ

ローウィンの始まりだと聞いたことが

あります。 

 

 

 

 

 

 

 

いずれにせよ、教会では１１月は「死

者の月」とされています。落ち着いた

雰囲気の中で、亡くなられた自分たち

ゆかりの方々を思う時期にしたいと思

います。         （ＧＴＨ） 

青 少 年 委 員 会  
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