
 

知恵を得る方法 

グイノ・ジェラール神父

 マクシムと呼ばれていた信仰の篤い人

は、世間のうわさ話を避けるために森の外

れの小さな小屋に住んでいました。その小

屋の近くに森に通じる小 道がありまし

た。 村の人々はこの小道を散歩したり、

道端に咲いている花を 摘んだり、森の中

に木苺やキノコを探しに行きました。マク

シムは小屋の窓から小道を歩いている人々

を見ていました。すると、彼らは歩きなが

ら大声で話しをしていました。その話の内

容が聞くつもりは無かったのですが、聞こ

えてきました。マクシムは初めのうちは、

聞こえたことや見たことについて笑った

り、腹を立てたりしていましたが、段々自

分のこのような反応を抑えられるようにな

りました。 

 マクシムは色々な場面を見ました。たと

えば、祖父の手を握って、ゆっくり傍を歩

く少年を見ました。また自分の母親に向っ

てとても失礼な言葉を使っている少女、恋

人同士の尊敬し信頼し合った態度、おばあ

ちゃんの背中におんぶされた小さな赤ちゃ

ん、夫婦喧嘩をして地団駄(じだんだ)を踏

んでいる人も見ました。マクシムはこれら

の見たことや、聞いたことを誰にも話さず

に、ただ自分の心に思い巡らすことを習慣

にしていました。そしてゆっくりと落ち着

いて、これらの人々の態度や考えについて

黙想し、自分の祈りの土台に加え執り成し

の祈りの材料としていました。見たことや

聞いたことが無駄にならないように、全て

を神の目で見、神の聞き分ける耳で聴くよ

うにしていました。やがてマクシムは知ら

ない内に段々と賢く賢明になってきまし

た。 

 世界に起こっている出来事、人々の日常

生活の問題、幸せな事などは、マクシムの

耳に毎日聞こえて来ました。しかし何かを

見ても、何かを聞いても、マクシムはそれ

を心の奥底に納めていました。「私は絶対

に間違っていない」「私はこの人の失礼な

態度を決して許しません」「この人の考え

はとてもおかしい」と言ううぬぼれや自慢

の言葉であっても、あるいは苦情や不満の

言葉であっても、マクシムは聞いたことを

大切に自分の心に納めていました。 

 信仰の篤いマクシムは、忠実に毎週日曜

日にミサに行きました。ある日、彼の主任

司祭は彼に「マクシムさん、あなたはいつ

も一人でミサに来ますね。そして誰にも声

をかけません。ミサ中は口を閉じたままで

聖歌は歌わないし、皆で唱える祈りにも口

を開きませんが、どうしてですか」と尋ね

ました。「神父様、神は私の心の中にある

ものを全部ご存知です。ですから、それを

公に出す必要はありません。ちょうどスポ

ンジが水を吸い込むように、私の心も実生

活の中で見聞きすることが、良いことであ

っても悪いことであっても、自然に吸い込

むのです。私は一人になって静かに、神の
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前で神から受けた恵みの整理をします。良

いものは賛美と感謝の祈りとなり、悪いも

のは憐れみの叫びや執り成しの祈りに変化

させます。」それを聞いた主任司祭は驚い

て、自分の目の前に聖書が語る「知恵のあ

る人」が立っていると直ぐに理解しまし

た。この主任司祭は、次の日曜日の説教の

中で中国の哲学者の老子の言葉を借りて

「知る者は言わず、言う者は知らず」（知

者(ちしゃ)不言(ふげん)、言者(げんしゃ)

不知(ふち)）と言って、マクシムを褒めま

した。 

 確かにうわさ話やお喋りは知識を与える

よりもトラブルを増やすだけです。「自ら

の心と語り、そして沈黙に入れ、主により

頼め」（参照：詩篇 4,5）と勧めていま

す。「言葉が多ければ空しさも増すもの

だ」（参照：コヘレト 6,11）とも言われ

ています。私たちにとって反応せずに黙る

ことは至難の業(わざ)です。人はどうして

も全てについて自分の意見を表したいから

です。何も言わずに聞くこと、何も反応せ

ずに見ることは、知恵の泉になることで

す。私たちが聖母マリアに習って全てを静

かな心で思い巡らし、それを賛美と感謝の

祈りや人々に役に立つ豊かな執り成しの祈

りに変化させることは肝心で大切な務めで

す。そうすれば、ここから心の知恵が湧き

出るに違いありません。 

 

 

 

林 和則 神父様 歓迎会 

 

６月１日（日）ミサ後、林和則神父様の歓迎のパーティが行われました。 

 

 

パーティでの歓談の様子 

 

林神父様からのご挨拶 
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初聖体おめでとうございます 

 

６月２３日のミサでミカエル SK さんが初聖体をうけられました。ミサ後にはお祝いのティーパーテ

ィーがありました。 

 

 

中川神父さまよりご聖体を受ける 

アイスをいただきます 

 

洗礼の恵みを受けて 

 

カトリック教会との交わり 

カタリナ TM 

この度プロテスタントからカトリックに

改宗して、故郷に戻って来たような気持ち

で、大変嬉しく思っております。 

初めてイエス様を知ったのは、幼稚園の

時です。鷹取教会付属の幼稚園に通ってお

りました。その当時、祖父母の家に住んで

いたのですが、祖父は日蓮宗のお寺の住職

でした。父は継ぎたくないと、サラリーマ

ンの道を選んでいました。その中で、よく

キリスト教の幼稚園に通わせてもらえたと

今から思うと不思議です。 

高校は賢明女子学院に入学し、その時に

私は聖マリアの不思議のメダイを、明石教

会に通われている母の友人からお祝いとし

ていただきました。 

事あるごとに、私はそのメダイのネックレ

スを身につけるようになりました。大学受

験の時も付けていました。大学も海星女子

学院だったので、気付けばカトリックの学

校でした。 

社会人になって洗礼を受けたいという思

いが強くなり、英会話教室をきっかけに、

プロテスタントの教会に通い洗礼を受けま

した。 

今の家に引っ越して、プロテスタントの

教会が遠くなり、離婚をきっかけにさらに

足は遠のきました。 

それでも、神様は私を諦めずいてくださ

ったように思います。教会に戻りたいと思

い始めていました。 

私の勤め先はフィリピンの子会社があり

ます。そこから時々フィリピンの社員が研
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修のために、神戸に 3 ヶ月ずつ順番にやっ

てきます。その中でも何度も研修に来てい

る何人かの社員と仲良くなり、日本の同僚

達とフットサルをしたりバスケットボール

をしたりと、プライベートな時間を楽しむ

ようになりました。 

彼らは敬虔なカトリック信徒でした。一

度、明石教会にも 3 人のフィリピンの同僚

をお連れしたことがあります。そこにはフ

ィリピンの方々もおられ、楽しいひと時で

した。 

ちょうどその頃、再び会うようになった

高校時代の友達が、カトリック教会で洗礼

を受けていたことを知りました。 

フィリピンの同僚達の話をしたところ、彼

女もカトリック教会について、色々教えて

くれました。カトリックの学校を卒業して

おきながら、地球上の全てのカトリック教

会が同じミサに与っているということを初

めて知りました。時差や言葉の違いはあっ

ても、『同じ聖書の箇所を全世界のカトリッ

ク信徒が読んでいる』という事実に驚きま

した。『イエス様は私達の地球に来られたん

だ』とあらためて思い知りました。 

北須磨教会へは 2017 年のクリスマス

イブに初めてお邪魔しました。それからの

ミサの中での、何年もいえ何十年も前に歌

った歌、主の祈りを覚えていました。懐か

しい思いと、全世界のカトリック信徒が与

っているミサにこの私も参加している！と

感動でいっぱいでした。 

そして、セントポール神戸で新たに、不思

議のメダイを自分の好きなサイズの物を買

い求め、身につけています。不思議のメダ

イが、間違いなく私の求道のきっかけでし

た。なので、洗礼名をカタリナとさせてい

ただきました。 

私は趣味で格闘技をしていますが、私の

先生が私の付けている不思議のメダイに興

味を示されて、「私も付けてみたい。」とお

っしゃいました。今セントポール神戸に私

と同じものを取り寄せをお願いしています。

先生の前で、私は決していい信徒のお手本

にはなれていないと思います。しかし、私

と同様、求道のきっかけになってもらえれ

ばと祈るばかりです。 

 

洗礼を受けて思うこと 

アシジ フランシスコ YH 

主の平和。 

我が家は妻と二人の息子は洗礼を受けてい

ます。妻は私に洗礼を強要することはあり

ませんでしたが、いつの日か必ず理解して

くれる日が来ることを信じていたと思いま

す。 この数年、妻の友人ご夫妻と一緒にブ

ラザー吉田から聖書のお話をいただく機会

があり、 このたびご復活祭の日に洗礼を受

け、皆様の仲間に入れて頂き、嬉しい気持

ちでいっぱいです。 

聖書のお話では、神様や天国のことを教え

ていただきましたが、自分自身の死につい

て考えるという視点ではリアリティを持っ

た思いは浮かんできませんでした。しかし、

聖書、 特に旧約聖書を見ていくうちに、人

間の罪深さや身勝手さ傲慢さ、そして愛情

深いが人間を甘やかすことのない神様につ

いて、ぼんやりとした認識を持つようにな

りました。私自身の過去の体験やその時々

の感覚と照らし合わせてみたとき、その思

いはだんだん強くなり、キリストを受け入

れる準備が出来てきました。 

洗礼を受けようと決めたきっかけは、私の

父は 67 歳で亡くなりましたが、私もその

年齢を越え、父のことを振り返った時でし

た。私も私の父と同様に、会社務めも終わ

り、子どもたちが独り立ちし、孫が生まれ、
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平穏な日々を送っていましたが、父の心に

ついて、父の思いに思いをめぐらした時、

今までの日常では感じなかった感謝の気持

ちが姿を現しました。 

今までは、当然の様に自分自身の努力や力

量が今の自分を造ってきたとの観念が

99％でしたが、私の人生は、自分一人では

なく、家族や多くの人々、味方も敵も、そ

して見えなかったけれど導いてくれた何か

によって形づくられており、感謝すべきも

のがあまりにも多くあるのではないかと思

うようになりました。 

私は理系の人間で、哲学者マイケル・サン

デルやヒトゲノムを解読したクレイグ・ベ

ンダーが好きですし、ギリシャ哲学的な論

理的思考から抜け出せません。まだまだ本

当の聖書の心がつかめません。しかし、だ

んだんわかってくることを期待して、わく

わくしています。 

感謝と祈りを込めて  

 

洗礼を受けて思うこと 

パウロ TH 

家族中がカトリック信者という環境の中

で育ちながら、今日まで神様に向き合おう

とはしませんでした。 

この年齢になり妻が熱心に教会に行き神

様に向き会う姿を見て、残り少ない人生を

共に歩みたいと思うようになりました。そ

の様な折、幸いにもH 様とのご縁でブラザ

ー吉田様のご指導を受け、２年がすぎまし

た頃、洗礼のお恵みに授かることが出来ま

した。 

信仰を育てながら、少しずつ歩んでゆけ

たら幸いと思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

北欧 8 日間無銭旅行 

ヨゼフ HK 

 無銭旅行といっても何もタダで 8 日間海外旅行してきたわけではない。若者ならチャ

レンジするかもしれぬが、老夫婦のやることではない。ただ、一銭も現金を持たずに 8 日

間海外を旅行した(要はキャッシュレスで過ごした)体験をご報告したい。 

 話は半年ほど前、さる旅行社から来た「北欧フィヨルド 8 日間の旅」という旅行案内に

始まる。それを見るなり我が妻曰く「わぁ、素敵ね! ぜひ行ってみたい!」 我が家では大抵

この一言で 99%決定である。 

 申し込んで暫くはクリスマスやら復活祭

と忙しく、旅行の事を考える余裕もなかった

が、一月前になって漸く旅の用意が気になり

始めた。女性は持ち物ばかり気にするが、こ

ちらは自由時間の過ごし方、両替の方法など

が気になる。 

 今回はフィンランド、ノルウェー、スウェ

寄稿 
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ーデンを数日ごとに移動する。しかも通貨はそれぞれユーロ、

ノルウェークローネ、スウェーデンクローナと異なる。これで

は再両替を避けつつ必要最小限を上手く両替するのは至難の業

だ。更にノルウェークローネやスウェーデンクローナは両替手

数料がびっくりするほど高い。 

 一応カードは VISA、MASTER なら使えそうだ。しかし、チ

ップや食卓での飲み物、市内の乗り物はどうする? まずは両替

手数料を節約するため、現地 ATM での現金引き出しを考えた。

幸いどこでも ATM はありそうだ。次に ATM 使用料が安いカ

ードを探した。セディナの Jiyu!da!というカードが一番安いこ

とが分かる。おまけに利用した金額をネットですぐ返済できる

という。これなら高い金利を払うこともない。リボ払い主体の

カードだがさっそく申し込んだ。 

 自由時間は自分達で市内を回りたいが切符を買う方法は?と

ネットでいろいろ調べるとヘルシンキもストックホルムもそれ

ぞれ交通局のアプリがあり1回券も1日券もクレジットカードで買えることが分かった。

アプリは日本でインストールできカードも登録しておける。(上はストックホルムのアプリ) 

 これで準備万端だが、どこでどれだけおろせば良いかいろいろ悩んでいると 1 週間前

に旅行社の添乗員から事前電話があった。両替について聞かれたので現地ATM でキャッ

シングの予定と伝えると、「それなら全てカードで行けますよ」と言う。チップの習慣はな

いし食卓の飲み物もカードで払えるとのこと。それなら思い切ってキャッシュレスで行こ

うかと考えを変えた。 

 出発当日、空港の両替所には目もくれず、カードをポケットに、飛行機に乗り込んだ。

映画を見てうとうとしている間にヘルシンキについた。妻の古希の誕生日とあってレスト

ランを日本からネットで予約していたので皆と別れて向かう。帰りはトラムで帰る。アプ

リを開き 1 区間を買うと 90 分乗り放題らしい。切符はないが検札がよくあり、スマホの

画面を見せるとOK。  

街ではどこでもカードで支払いができる。マーケットのソフトクリームから屋台のビー

ルまでカードを出すと日本でもおなじみの IC カードを

差し込んで暗証番号を入れる端末を出してきて決済で

きる。極めつけは駅のコーヒー自販機にまでカード決済

端末が付いていた。(左の写真右肩、黒い部分) 

日本でもキャッシュレス化促進の動きがあるがどう

なるだろう。電子マネーは普及しているようだがその国

のカードやアプリでないと払えないのではあまり役に

立たない。今回特に市営交通の切符がスマホで買えたの

は助かった。見習ってほしいものである。 

フィヨルドの景色を堪能したことは言うまでもない。 
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典 礼 奉 仕 者 表       典礼委員会 

〔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 

 

 

 

 

 

☆北須磨カフェについて☆ 
 

７月２８日ミサ後、行います。老若男

女、年齢を問わず（是非、お子様もご一

緒に）皆が楽しく集えるように評議会で

準備を行っています。もちろん評議会だ

けではできないこともございます。その

時は皆様にご協力をお願い致しますの

で快く助けて頂けると嬉しいです。先ず

一番のご協力は、北須磨カフェに参加し

て頂くことです。宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

☆受洗なさいました☆ 
 

マリア MY さま（第３地区） 

６月４日に受洗されました。 

おめでとうございます。 

☆転出なさいました☆ 
 

KY さま 

第 1 地区から神戸中央教会へ 

 

TN さま 

第６B 地区から六甲教会へ 
 

どうぞ、お元気で！ 

 

☆帰天なさいました☆ 
 

リタ KJ さま（７地区） 

5 月 11 日 帰天なさいました。 
 

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 

７・７(日)10:00 

年間第 14 主日 
Fr. 林 HK TK 

①TA 

②TM 
MS 1・4 地区 

K・Y 

(洗) YK 
  

７・14(日)10:00 

年間第 15 主日 
Fr.高橋 NS TK 

①TI 

②FY 
WH 1・4 地区 

K・T 

(洗) YK 

 

 
 

７・21(日)10:00 

年間第 16 主日 
Fr.高橋 

(子供ミサ

担当者) 

担当) 

TY 
①子供・担当 

②   〃 
HK ２地区 

K・T 

(洗) YK 
 

子供と共に 

捧げるミサ 

７・2８(日)10:00 

年間第 1７主日 
Fr.中川 HT TK 

①HK 

②NS 
DJ ２地区 

K・Y 

(洗) YK 

NY 

NS 
 

お 知 ら せ 
編 集 後 記 

 待ち焦がれていたわけではありませ

んが、神戸でもようやく梅雨入りしまし

た。洗濯物の事などを考えれば、どちら

かというと、うっとおしいものですね。

とは言え渇水の可能性を考えれば、恵み

の雨なのでしょう。何事もプラスとマイ

ナス、いいことばかりでも悪いことばか

りでもないのでしょうね。 （ＧＴＨ） 

評 議 会 よ り  
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