
 

神さまにたよりましょう 
高橋 聡 神父  

         

私たちは復活祭を迎えて、主の喜びの内

に生きさせていただいています。 

 私たちは、主の救いにあずかるために、

主の助けが必要です。 

 主の助けをいただくために、私たちには

祈りが必要です。 

 しかしそもそも、主の助けがなかったら、

私たちは祈ることもできません。祈ろうと

いう思い、祈りたいという気持ちは主から

来るのです。 

 聖アウグスティヌスは、人は自分の力で

善業を行って天国に入れると主張していた

ペラギウスに反対しました。そしてカトリ

ック教会は、この聖アウグスティヌスの教

えが、使徒からの信仰にもとづく正しい教

えだと宣言しました。 

 カトリック教会の教えによれば、私たち

は神さまに助けていただいて、はじめて、

天国に入るための善業を行うことができま

す。この助けはわたしたちの主イエス・キ

リストを通して来ます。 

 そして、主に祈る人は、この神の助けに

あずかっています。ですから教会はまず、

お祈りするように私たちを招きます。 

 実際「主よあわれみたまえ」という祈り

は、初代の教会からずっと伝わってきてい

ます。そして多くの人が一日中、祈り続け

たのです。 

 

 神さまに助けていただいて私たちは毎日

お祈りしましょう。神さまを賛美し、感謝

し、ゆるしを願い、神さまにお話しし、必

要なことを何でも願い祈りましょう。神さ

まはこのようにして、私たちに希望を注い

でくださるお方です。そして祈りを通して、

私たちは、主イエス様が必要であることが

わかってくるのではないでしょうか。 

 祈りは単なる理論からではなく、祈りな

がら学んでいくしかないのではないでしょ

うか。そして祈りに始まり祈りに終わると

いうことをやっぱり私たちは習慣化してい

かないといけないかもしれません。祈りは

義務とか、おきてというものではなく、何

かそれ以上の、キリスト信者として生きる

ために不可欠なものとして考えられるべき

ものだと思います。そして祈りを通してい

ただいたお恵みに心をうながされて、人は

自発的に自分で自分に祈りのおきてを課す

ようになるのではないかと思います。なぜ

ならその人は、自分で祈ることが必要だと

わかるからです。 

 主イエス様にいつも祈っていきたいもの

だと思います。 
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復  活  祭  

主の御復活おめでとうございます 

 

4月 16日（土）は復活徹夜祭、17日（日）復活の主日の日中のミサが行われまし

た。昨年に引き続き、感染拡大予防に留意し行われました。このような状況下でも復活

のミサに与れたことは大きな喜びでした。

 

高橋神父さま、銀祝おめでとうございます! 

このたび、高橋神父様は司祭叙階 25周年を迎えられ、13日のカテドラルで聖香油ミ

サにおいて銀祝のお祈りが捧げられました。 

当教会では、4月 17日のご復活の日中のミサで、信徒一同からの気持ちとしてお祝

いを贈呈致しました。 

「25周年と

は早いように感

じますが、司祭

職をまっとうし

たいと思ってい

ます。先日、司

教様の詠まれた

ように、初心に

かえって、とい

う気持ちでまい

ります。」との

ご挨拶をいただきました。 

神父様への感謝と共に、これからも末長くご健康にも恵まれますよう、そして私たち

の小教区や宣教のためにお働きくださることをお祈りしています。（YS） 
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4 月 13 日 大阪カテドラルで前田大司教様の司式による聖香油ミサにて、高橋聡神父様の

銀祝 (司祭叙階の 25 周年)のお祝いが行われました。 

教区の司祭が集まり、教会で使う油を聖別する儀式ですが、ここで、司祭たちの契約の更

新が行われるという聖週間の大切なミサでした。最後に高橋神父様の銀祝のお祝いとご挨拶

がありました。その日は快晴で、透き通ったマリア様のお心のような青い空、高橋神父様の

お顔がとても輝いてみえました。（YS） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ヨハネの森」作業所、北落合に 

 これまで須磨のヨハネ修道院敷地内にあった 

社会福祉法人ヨハネ会の小規模作業所が老朽化と狭隘の 

ため北須磨教会近く(北落合 2-8-12)の松尾小学校南に移転し、 

4 月 12 日高橋神父さまの司式で祝別式が行われました。 

 当日は初夏を思わせる日差しの中、職員、利用者十数名が参列し、聖水で祝福され 

「ヨハネの森」と改名された新しい仕事場での作業の無事を祈りました。 

 高橋神父は「教会のすぐそばにこの様な福祉施設が生まれ、ともに歩んでいただけれ

ば」と挨拶されました。皆さま、よろしくお願い致します。（HK） 



きたすま 4 

新しいミサの式次第(会衆用) 第４回 

感謝の典礼 

供えものの準備                      座る 

ことばの典礼が終わると奉納の歌が始まる。(*1)その間に、奉仕者が感謝の典礼に必要なものを祭壇

に準備する。信者の代表はパンとぶどう酒、その他の供えものを運ぶ。 

司祭は祭壇に行きパンを載せたパテナを取り、両手で祭壇上に少し持ち上げ、次の祈りを小声で唱える。 

神よ、あなたは万物の造り主。ここに供えるパンはあなたからいただいたもの、  

大地の恵み、労働の実り、わたしたちのいのちの糧となるものです。 

奉納の歌を歌わない場合、司祭はこの祈りをはっきりと唱え会衆ははっきりと唱えることができる。(*2) 

会衆  神よ、あなたは万物の造り主。 

助祭または司祭は、ぶどう酒と少量の水をカリスに注いで静かに唱える。 

この水とぶどう酒の神秘によってわたしたちが人となられたかたの神性にあずかることができますように。 

司祭はカリスを取り、両手で祭壇上に少し持ち上げ、次の祈りを小声で唱える。 

神よ、あなたは万物の造り主。ここに供えるぶどう酒はあなたからいただいたもの、  

大地の恵み、労働の実り、わたしたちの救いの杯(*3)となるものです。 

奉納の歌を歌わない場合、司祭はこの祈りをはっきりと唱え会衆ははっきりと唱えることができる。(*2) 

会衆  神よ、あなたは万物の造り主。 

その後、司祭は深く頭を下げ、静かに唱える。 

神よ、心から悔い改めるわたしたちが受け入れられ、 

きょう、み前に供えるいけにえも、み心にかなうものとなりますように。 

続いて、司祭は祭壇の脇で手を洗い、静かに唱える。 

神よ、わたしの汚れを洗い、罪から清めてください。 

司祭は祭壇の中央に立ち、会衆に向かって手を広げ、次の招きのことばを述べてから手を合わせる。 

皆さん、ともにささげるこのいけにえを、 

全能の父である神が受け入れてくださるよう祈りましょう。 

会衆は立って答える。(*4) 立つ 

会衆  神の栄光と賛美のため、またわたしたちと全教会のために、 

あなたの手を通しておささげするいけにえを、神が受け入れてくださいますように。 

一同はその後、しばらく沈黙のうちに祈る。 

奉納祈願 

司祭は手を広げて奉納祈願を唱え、会衆は結びにはっきりと唱える。(*5) 

会 衆  アーメン。 

  

連続寄稿 
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新しいミサの式次第解説(4)      北須磨教会典礼委員会 

左の式次第は今年の待降節第一主日(2022.11.27)から使用される新しい式文です。 

・司式者と会衆の応答以外は斜体にして分かりやすくしました。 

・今回の変更箇所と、注意すべき点所をゴシック体で示しています。 

 

*1; ことばの典礼が終わると会衆は座り奉納の歌が始まる。歌を歌わないときもオルガン

演奏等があるのが望ましい。(入祭の歌などと同じ) 

 

*2;「神よ、あなたは万物の造り主。」の祈りは奉納の歌を歌わない場合、はっきりと唱える

ことができる。それ以外は司祭が小声で唱える。 ぶどう酒の時も同じ。 

 

 

 

 

 

*3; 現行版ではパンもぶどう酒も同じ言葉だったが、今回ぶどう酒の時は規範版に合わせ

て「救いの杯」に変更された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*4; 会衆のこの祈りはこれまで唱える教会、唱えない教会、様々だったが「唱える」に統一

された。 

会衆が立つタイミングは招きの言葉の後に示されているが、司祭の手洗いが終わって祭

壇に立ったら、会衆も立つ方がスムーズである。 

 

 

*5; 奉納祈願のあとの会衆のアーメンもはっきりと唱える。 

 

第 4回はここまでです。続きは次回に。 (文責 H) 
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地区委員会 

ヨハネ・グアルベルト M T 

コロナ禍の影響で世界中にまん延し、外

に出ることもままならない事体におちいり

ました。ミサも満足に受けられず、地区別

のミサとなりました。その間も皆様方の接

触もなく、会話もなく、只々我慢の 3年間

でした。その期間中、地区担当の方々には

お世話になりました。 

皆々様のご協力があり、無事に地区委員

長としての任務を全う出来たと思います。 

現在もコロナ・オミクロンが続いていま

す。いつ終息するかはわかりませんが、一

人一人が対応して行く事が肝要かと思いま

す。本当にお世話になりました。ありがと

うございました。 

 

 

社会活動委員会 

テレジア N Y 

これで最後と思ってお引き受けした委員

長でしたが、すぐにコロナ禍に突入。最後

の力を振り絞ることもなく、終わった 2年

間でした。 

普通に人と接することが出来なかった２

年間、神戸地区でのクリスマスコンサート

や静修会などほぼすべての行事が中止にな

りました。 

ミサでいつも唱える「使徒信条」の中に

「聖徒の交わり」という言葉がありますが、

この頃この言葉が妙に心に残ります。この

大切な「聖徒の交わり」が早く普通に出来

る日が帰ってくるのを願っています。 

コロナ禍の中でも飛び飛びではありまし

たが、社会活動センターのお力で、炊き出

しが続けられた事に感謝！ご協力下さった 

方々に感謝です。ありがとうございました。 

 

 

高齢者支援委員会 

 マリア・クララ Y M 

新型コロナウイルス感染症の流行に伴い

訪問自粛となり、従来の活動が十分にでき

ず、はがきやカードをお送りすることが活

動の中心になりました。 

副委員長のTMさんをはじめメンバーの

皆様には、グループラインでの連絡、はが

きの発送作業など多岐にわたり助けていた

だき、ありがとうございました。 

コロナが収束し訪問が再開されることを

願いつつ、次期委員長WHさんにバトンを

渡します。よろしくお願いいたします。 

 

 

青少年委員会 

モーゼ T T 

2 年間、青少年委員会の委員長を退任さ

せて頂きました。少子高齢化の日本社会の

構造はそのまま教会共同体にも当てはまり、

北須磨教会でも子どもはほとんどいません。

加えてコロナ禍の中、日曜学校はほとんど

機能しませんでした。ただ、そのような中

でも初聖体や堅信式が行えたことは、とて

もうれしく思います。 

これからコロナが収まっても少子化は変

わらず続きますが、いつの日か子どもたち

が元気に教会を走り回る姿が見たいもので

す。ありがとうございました。 

 

 

退任のあいさつ 
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神戸新長田などにある NPO法人フリーヘル

プは、寄付していただいた不要な衣類を販売

し、売上げの一部を生活困窮者・シングルマ

ザーなどの生活支援事業に活用しています。

大阪釜ヶ崎の団体や被災地などとも連携し、

生活に必要な衣類そのものの提供も行ってい

ます。 

（神戸新聞子育てクラブ「すきっぷ」より抜粋） 

 

 

 

 

評議会より 

・高橋神父様の司祭叙階 25 周年を祝し、

4月 17日(日)復活の主日のミサ後、 

北須磨教会信徒一同より、お祝いをお渡し

しました。 

・5月 15日(日) ミサ後に評議会を開催し

ます。今年は各委員会の委員長の交代、引

継ぎがありますので、各委員会から新・旧

両委員長の出席をお願いします。 

 

・今年度も、コロナの関係で信徒総会を開

催することができません。昨年度決算、新

年度予算・活動計画をレターケースに入れ

ておりますので、各自ご確認下さい。 

 

・4 月 10 日(日)ミサ後、2021 年度決算

の会計監査を行いました。監査の結果、そ

の内容は適正・妥当であると認められまし

た。 

【監査人】 監事     N S   

             Y S   

【立会者】 司牧担当者  高橋 神父 

      信徒代表   T I 

財務委員長  Y R 

 

 

物品寄贈のお願い 

NPO 法人フリーヘルプより難民や過酷

な状況に置かれた人々のための物品寄贈の

依頼がありました。 

男性用・女性用の洋服、バッグ、できれ

ば新しい肌着や靴下やフェイスタオルなど

（タオルは使用されたものでもかまいませ

ん）。５月初旬～６月下旬の間に教会入り口

の箱へ。ご協力よろしくお願いします。 

詳細は U さんまで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おしらせ 

編 集 後 記 

先日、カワセミに出会うのを楽しみに西神中央公園へ散歩に出かけました。ウグイスがさ

えずり、色とりどりの花が咲き、蝶々も飛び交い、ささやかですがとても贅沢なひと時、

新たな息吹を感じながらの散歩になりました。 

教会ではご復活祭を以って新たな年度となります。今春は各委員会の委員長が改選されて

新たな歩みが始まります。（MMY） 
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