
 

 

何何何何をををを待待待待ちますかちますかちますかちますか????    

中川中川中川中川    明明明明    神父神父神父神父    

神父神父神父神父のののの生活生活生活生活はははは、、、、普通普通普通普通のサラリーマンとのサラリーマンとのサラリーマンとのサラリーマンと比比比比

べてべてべてべて贅沢贅沢贅沢贅沢でででで、、、、例例例例えばえばえばえば、、、、サバティカルというサバティカルというサバティカルというサバティカルという

一年間一年間一年間一年間のののの有給休暇有給休暇有給休暇有給休暇をもらえますをもらえますをもらえますをもらえます。。。。長長長長いいいい神父神父神父神父

生活生活生活生活でででで初初初初めてですがめてですがめてですがめてですが、、、、私私私私ももらえそうでももらえそうでももらえそうでももらえそうで、、、、

今今今今からウキウキしていますからウキウキしていますからウキウキしていますからウキウキしています。。。。    

何何何何をしようかとをしようかとをしようかとをしようかと色色色色々々々々とととと思思思思いいいい巡巡巡巡らしますらしますらしますらします。。。。

もうチャンスはないだろうからまとめてもうチャンスはないだろうからまとめてもうチャンスはないだろうからまとめてもうチャンスはないだろうからまとめて勉勉勉勉

強強強強をしたらをしたらをしたらをしたら、、、、とととと勧勧勧勧めるめるめるめる人人人人もいますもいますもいますもいます。。。。でもでもでもでも、、、、

そんなふうにそんなふうにそんなふうにそんなふうに過過過過ごすのはごすのはごすのはごすのは止止止止めようとめようとめようとめようと思思思思ってってってって

いますいますいますいます。。。。私私私私はははは、、、、昔昔昔昔からからからから、、、、色色色色々々々々なななな目標目標目標目標をそのをそのをそのをその

つどつどつどつど設定設定設定設定しししし、、、、そのそのそのその目標目標目標目標をををを達成達成達成達成するためにするためにするためにするために時時時時

間間間間をををを使使使使ってきましたってきましたってきましたってきました。。。。受験勉強受験勉強受験勉強受験勉強もあったしもあったしもあったしもあったし、、、、

研究研究研究研究もあったしもあったしもあったしもあったし、、、、仕事仕事仕事仕事もあったもあったもあったもあった。。。。あるいはあるいはあるいはあるいは、、、、

教会教会教会教会のののの様様様様々々々々なななな問題問題問題問題をををを克服克服克服克服しようとしようとしようとしようと目標目標目標目標をををを設設設設

定定定定しししし、、、、そのそのそのその課題克服課題克服課題克服課題克服のためにがんばりもしのためにがんばりもしのためにがんばりもしのためにがんばりもし

たたたた。。。。でもでもでもでも、、、、そろそろそろそろそろそろそろそろ６０６０６０６０歳歳歳歳にににに近近近近づきづきづきづき、、、、もうもうもうもう

そんなそんなそんなそんな目標目標目標目標はどうでもいいじゃないかはどうでもいいじゃないかはどうでもいいじゃないかはどうでもいいじゃないか、、、、とととと

いういういういう思思思思いがいがいがいが強強強強くありますくありますくありますくあります。。。。むしろむしろむしろむしろ、、、、そんなそんなそんなそんな

ふうにレールをふうにレールをふうにレールをふうにレールを敷敷敷敷いたようないたようないたようないたような時間時間時間時間からからからから抜抜抜抜けけけけ

出出出出したしたしたした方方方方がががが、、、、何何何何かかかか大切大切大切大切なものがなものがなものがなものが見見見見えてくるえてくるえてくるえてくる

のではないかのではないかのではないかのではないか、、、、とととと思思思思っているのですっているのですっているのですっているのです。。。。つまつまつまつま

りりりり、、、、何何何何もしなもしなもしなもしないでいでいでいで過過過過ごそうごそうごそうごそう、、、、とととと思思思思っているっているっているっている

のですのですのですのです。。。。    

私私私私たちのたちのたちのたちの社会社会社会社会ではではではでは、、、、何何何何がががが本物本物本物本物でででで何何何何がががが偽物偽物偽物偽物

かかかか分分分分からなくなりからなくなりからなくなりからなくなり、、、、このようなこのようなこのようなこのような問問問問いそのもいそのもいそのもいそのも

のものものものも意味意味意味意味がなくなっているがなくなっているがなくなっているがなくなっている、、、、とととと言言言言われますわれますわれますわれます。。。。

例例例例えばえばえばえば、、、、イチゴですイチゴですイチゴですイチゴです。。。。もうすぐクリスマスもうすぐクリスマスもうすぐクリスマスもうすぐクリスマス

でででで、、、、たくさんのイチゴでたくさんのイチゴでたくさんのイチゴでたくさんのイチゴで飾飾飾飾られたケーキがられたケーキがられたケーキがられたケーキが

店頭店頭店頭店頭にずらりとにずらりとにずらりとにずらりと並並並並んでいるでしょうんでいるでしょうんでいるでしょうんでいるでしょう。。。。一年一年一年一年

をををを通通通通じてじてじてじて今今今今がイチゴのがイチゴのがイチゴのがイチゴの出荷量出荷量出荷量出荷量がががが一番多一番多一番多一番多いいいい時時時時

期期期期だとだとだとだと聞聞聞聞きますきますきますきます。。。。ところがところがところがところが、、、、自然自然自然自然のイチゴのイチゴのイチゴのイチゴ

がががが実実実実るのはるのはるのはるのは、、、、クリスマスのクリスマスのクリスマスのクリスマスの時期時期時期時期でなくでなくでなくでなく春春春春かかかか

らららら初夏初夏初夏初夏でしょうでしょうでしょうでしょう。。。。クリスマスのイチゴはクリスマスのイチゴはクリスマスのイチゴはクリスマスのイチゴは、、、、

温室温室温室温室でででで無理無理無理無理やりにやりにやりにやりに実実実実らせたイチゴですらせたイチゴですらせたイチゴですらせたイチゴです。。。。どどどど

ちらがちらがちらがちらが「「「「本物本物本物本物」」」」でしょうかでしょうかでしょうかでしょうか。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、もしもしもしもし

かしてかしてかしてかして、、、、ケーキをケーキをケーキをケーキを飾飾飾飾るるるるイチゴをよくイチゴをよくイチゴをよくイチゴをよく見見見見るとるとるとると、、、、

それはそれはそれはそれは、、、、きれいなガラスできれいなガラスできれいなガラスできれいなガラスで作作作作られたイチゴられたイチゴられたイチゴられたイチゴ

かもしれませんかもしれませんかもしれませんかもしれません。「。「。「。「本物本物本物本物」」」」ではありませではありませではありませではありませ

んんんん！？！？！？！？    あるいはあるいはあるいはあるいは、、、、イチゴのイチゴのイチゴのイチゴの形形形形をしたロウをしたロウをしたロウをしたロウ

ソクかもソクかもソクかもソクかも…………。。。。飽食飽食飽食飽食のののの時代時代時代時代のののの子供子供子供子供はははは、、、、キラキキラキキラキキラキ

ラとラとラとラと光光光光るガラスのイチゴのるガラスのイチゴのるガラスのイチゴのるガラスのイチゴの方方方方をををを喜喜喜喜ぶかもしぶかもしぶかもしぶかもし

れませんれませんれませんれません。。。。どれがどれがどれがどれが「「「「本物本物本物本物」」」」でしょうかでしょうかでしょうかでしょうか…………。。。。

もうもうもうもう分分分分かりませんかりませんかりませんかりません…………。。。。もうもうもうもう、、、、何何何何がががが本物本物本物本物でででで、、、、

何何何何がががが大切大切大切大切でででで、、、、何何何何をををを本当本当本当本当にににに私私私私たちはたちはたちはたちは望望望望んでいんでいんでいんでい

るのかるのかるのかるのか、、、、分分分分からなくなっているようにからなくなっているようにからなくなっているようにからなくなっているように思思思思うううう

のですのですのですのです。。。。    

目標目標目標目標をををを決決決決めてそれをめてそれをめてそれをめてそれを達成達成達成達成してもしてもしてもしても、、、、あるのあるのあるのあるの

はははは達成感達成感達成感達成感だけでだけでだけでだけで虚虚虚虚しさしかしさしかしさしかしさしか残残残残らないようにらないようにらないようにらないように

もももも思思思思いますいますいますいます。「。「。「。「本物本物本物本物」」」」はもうないのでしょうはもうないのでしょうはもうないのでしょうはもうないのでしょう

かかかか。。。。    

とてもウキウキしたとてもウキウキしたとてもウキウキしたとてもウキウキした思思思思いいいい出出出出がありますがありますがありますがあります。。。。

５０５０５０５０年以上前年以上前年以上前年以上前のののの幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園のののの時時時時のののの思思思思いいいい出出出出ですですですです。。。。

夏休夏休夏休夏休みのみのみのみの宿題宿題宿題宿題にににに、、、、ヒマワリのヒマワリのヒマワリのヒマワリの絵絵絵絵がありましがありましがありましがありまし

たたたた。。。。ヒマワリがヒマワリがヒマワリがヒマワリが描描描描かれているのですがかれているのですがかれているのですがかれているのですが、、、、花花花花

びらはないのですびらはないのですびらはないのですびらはないのです。。。。黄色黄色黄色黄色いいいい紙紙紙紙のののの花花花花びらをびらをびらをびらを、、、、

毎日一枚毎日一枚毎日一枚毎日一枚ずつずつずつずつ貼貼貼貼っていきっていきっていきっていき、、、、夏休夏休夏休夏休みのみのみのみの終終終終わりわりわりわり

にはにはにはには、、、、花花花花びらびらびらびら部分部分部分部分がががが出来上出来上出来上出来上がりヒマワリのがりヒマワリのがりヒマワリのがりヒマワリの

絵絵絵絵がががが完成完成完成完成するするするする、、、、そんなそんなそんなそんな宿題宿題宿題宿題でしたでしたでしたでした。。。。よくよくよくよく覚覚覚覚

えているのはえているのはえているのはえているのは、、、、母母母母があるがあるがあるがある部分部分部分部分をををを指指指指さしながさしながさしながさしなが

らららら、「、「、「、「ここまでここまでここまでここまで花花花花びらをびらをびらをびらを貼貼貼貼ればればればれば、、、、赤赤赤赤ちゃんがちゃんがちゃんがちゃんが

生生生生まれるよまれるよまれるよまれるよ」」」」とととと言言言言ったったったった様子様子様子様子ですですですです。。。。夏夏夏夏のののの縁側縁側縁側縁側

でしたでしたでしたでした。。。。そしてそしてそしてそして、、、、毎日毎日花毎日毎日花毎日毎日花毎日毎日花びらをびらをびらをびらを貼貼貼貼るのるのるのるの

がががが楽楽楽楽しみでしみでしみでしみで楽楽楽楽しみでしみでしみでしみで、、、、ウキウキしてウキウキしてウキウキしてウキウキして、、、、そのそのそのその

日日日日がががが来来来来るのをいまかいまかとるのをいまかいまかとるのをいまかいまかとるのをいまかいまかと待待待待っていたっていたっていたっていた、、、、

ああああのののの心心心心のののの躍動躍動躍動躍動をよくをよくをよくをよく覚覚覚覚えているのですえているのですえているのですえているのです。。。。妹妹妹妹

のののの誕生日誕生日誕生日誕生日はははは９９９９月上旬月上旬月上旬月上旬でででで、、、、もうもうもうもう夏休夏休夏休夏休みはみはみはみは終終終終わわわわ

っていたとっていたとっていたとっていたと思思思思いますしいますしいますしいますし、、、、生生生生まれたときのまれたときのまれたときのまれたときの記記記記

憶憶憶憶はハッキリしないのですがはハッキリしないのですがはハッキリしないのですがはハッキリしないのですが、、、、あのウキウあのウキウあのウキウあのウキウ
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キしたキしたキしたキした心心心心をよくをよくをよくをよく覚覚覚覚えていますえていますえていますえています。。。。先日先日先日先日、、、、このこのこのこの

妹妹妹妹もももも含含含含めてめてめてめて、、、、兄弟三人兄弟三人兄弟三人兄弟三人でででで久久久久しぶりにしぶりにしぶりにしぶりに集集集集まりまりまりまり

ましたましたましたました。。。。あっというあっというあっというあっという間間間間のとてもとてものとてもとてものとてもとてものとてもとても楽楽楽楽しししし

いいいい時間時間時間時間でしたでしたでしたでした。。。。５０５０５０５０年年年年あまりもあまりもあまりもあまりも前前前前にウキウにウキウにウキウにウキウ

キとしてキとしてキとしてキとして待待待待っていたものはっていたものはっていたものはっていたものは「「「「本物本物本物本物」」」」でしたでしたでしたでした。。。。    

マリアについてマリアについてマリアについてマリアについて、「、「、「、「主主主主がおっしゃったこがおっしゃったこがおっしゃったこがおっしゃったこ

とはとはとはとは必必必必ずずずず実現実現実現実現するとするとするとすると信信信信じたじたじたじた方方方方はははは、、、、なんとなんとなんとなんと幸幸幸幸

いでしょういでしょういでしょういでしょう」（」（」（」（ルカルカルカルカ 1:451:451:451:45））））とととと聖書聖書聖書聖書はははは語語語語りまりまりまりま

すすすす。。。。本当本当本当本当にそうだとにそうだとにそうだとにそうだと思思思思いますいますいますいます。「。「。「。「主主主主がおっしがおっしがおっしがおっし

ゃったことゃったことゃったことゃったこと」」」」とはとはとはとは、、、、具体的具体的具体的具体的にそれはにそれはにそれはにそれは何何何何かかかか分分分分

からずからずからずからず、、、、でもでもでもでも「「「「本物本物本物本物」」」」であるであるであるである何何何何かでしょうかでしょうかでしょうかでしょう。。。。

マリアもマリアもマリアもマリアも分分分分からなくなるからなくなるからなくなるからなくなる時時時時があったのでしがあったのでしがあったのでしがあったのでし

ょうょうょうょう。「。「。「。「思思思思いいいい巡巡巡巡らすらすらすらす」（」（」（」（ルカルカルカルカ 2:192:192:192:19））））姿姿姿姿がしばがしばがしばがしば

しばしばしばしば描描描描かれますかれますかれますかれます。。。。でもでもでもでも、「、「、「、「必必必必ずずずず実現実現実現実現するとするとするとすると信信信信

じたじたじたじた」」」」のですのですのですのです。。。。H.H.H.H.ナーウェンはナーウェンはナーウェンはナーウェンは「「「「待待待待つことつことつことつこと

のののの秘訣秘訣秘訣秘訣はははは、、、、種種種種はすでにはすでにはすでにはすでに蒔蒔蒔蒔かれておりかれておりかれておりかれており、、、、そこそこそこそこ

にににに何何何何ごとかがごとかがごとかがごとかが始始始始まっているとまっているとまっているとまっていると信信信信じることでじることでじることでじることで

すすすす」」」」とととと言言言言いますいますいますいます。。。。マリアはマリアはマリアはマリアは、、、、目目目目のののの前前前前にににに起起起起ここここ

るるるる出来事出来事出来事出来事をををを通通通通してしてしてして、「、「、「、「そこにそこにそこにそこに何何何何ごとかがごとかがごとかがごとかが始始始始

まっているまっているまっているまっている」」」」とととと信信信信じることがじることがじることがじることが出来出来出来出来たのでしたのでしたのでしたのでし

ょうかょうかょうかょうか。。。。    

もうすぐクリスマスですもうすぐクリスマスですもうすぐクリスマスですもうすぐクリスマスです。。。。静静静静かなかなかなかな心心心心でででで、、、、

「「「「本物本物本物本物」」」」がががが「「「「必必必必ずずずず実現実現実現実現するとするとするとすると信信信信じじじじ」、」、」、」、迎迎迎迎えたえたえたえた

いといといといと思思思思いますいますいますいます。。。。    

  

 

 

集会祭儀司式者集会祭儀司式者集会祭儀司式者集会祭儀司式者リフレッシュリフレッシュリフレッシュリフレッシュ研修研修研修研修にににに参加参加参加参加してしてしてして    
IRIRIRIR    

    

１１１１１１１１月月月月３３３３日日日日にににに六甲教会六甲教会六甲教会六甲教会でででで““““集会祭儀司式集会祭儀司式集会祭儀司式集会祭儀司式

者者者者リフレッシュコースリフレッシュコースリフレッシュコースリフレッシュコース””””がががが開催開催開催開催されされされされ、、、、私私私私もももも

参加致参加致参加致参加致しましたしましたしましたしました。。。。神戸地区全神戸地区全神戸地区全神戸地区全てのてのてのての集会祭儀集会祭儀集会祭儀集会祭儀

司式者司式者司式者司式者をををを集集集集めてのめてのめてのめての研修会研修会研修会研修会でありでありでありであり、、、、広広広広いいいい六甲六甲六甲六甲

教会教会教会教会がががが多多多多くのくのくのくの集集集集まったまったまったまった人達人達人達人達のののの交交交交わりをわりをわりをわりを助助助助けけけけ

るのにるのにるのにるのに丁度良丁度良丁度良丁度良いくらいでしたいくらいでしたいくらいでしたいくらいでした。。。。集合集合集合集合するまするまするまするま

ではではではでは、、、、研修研修研修研修のののの内容内容内容内容にににに期待期待期待期待とととと同時同時同時同時にににに（？）（？）（？）（？）をををを

感感感感じていましたがじていましたがじていましたがじていましたが、、、、最初最初最初最初にににに御聖堂御聖堂御聖堂御聖堂のののの中中中中でででで行行行行

われたわれたわれたわれた松村神父様松村神父様松村神父様松村神父様のののの講話講話講話講話はははは、、、、このもやもやこのもやもやこのもやもやこのもやもや

としたとしたとしたとした心心心心のののの中中中中にににに風風風風をををを通通通通してしてしてして下下下下さるものでしさるものでしさるものでしさるものでし

たたたた。。。。    

神父様神父様神父様神父様のののの講話講話講話講話でででで新新新新たにたにたにたに勇気勇気勇気勇気づけられづけられづけられづけられ、、、、

日日日日々々々々のののの活動活動活動活動についてについてについてについてもそれまでともそれまでともそれまでともそれまでと少少少少しししし違違違違っっっっ

たたたた眼眼眼眼でででで見見見見るるるる事事事事ができるようなができるようなができるようなができるような気気気気がががが致致致致しまししまししまししまし

たのでたのでたのでたので、、、、皆皆皆皆さんにもさんにもさんにもさんにも私私私私がノートしたがノートしたがノートしたがノートした一部分一部分一部分一部分

をををを紹介紹介紹介紹介させてさせてさせてさせて頂頂頂頂きますきますきますきます。。。。    

    

（（（（教会教会教会教会とはとはとはとは何何何何かかかか？？？？・・・その・・・その・・・その・・・その３３３３つのつのつのつの側面側面側面側面））））    

    

1. 1. 1. 1. 見見見見えないえないえないえない力力力力でででで神神神神とととと親密親密親密親密にににに交交交交わるためのわるためのわるためのわるための

神秘体神秘体神秘体神秘体としてのとしてのとしてのとしての場場場場    

2. 2. 2. 2. たがいにたがいにたがいにたがいに赦赦赦赦しししし合合合合いいいい、、、、一致一致一致一致するためのするためのするためのするための共同共同共同共同

体体体体としてのとしてのとしてのとしての場場場場    

3. 3. 3. 3. 神神神神のののの望望望望むむむむ愛愛愛愛、、、、義義義義とととと平和平和平和平和のののの種種種種をまくをまくをまくをまく運動体運動体運動体運動体

としてのとしてのとしてのとしての場場場場    

これをこれをこれをこれを実現実現実現実現するためのするためのするためのするための場場場場でありでありでありであり、、、、単単単単にににに仲良仲良仲良仲良

しグループのしグループのしグループのしグループの集集集集まりであってはならないまりであってはならないまりであってはならないまりであってはならない。。。。    

（（（（信徒信徒信徒信徒とととと聖職者聖職者聖職者聖職者とのとのとのとの関係関係関係関係はははは    

どうあるべきかどうあるべきかどうあるべきかどうあるべきか????））））    

    

初代教会初代教会初代教会初代教会のののの時代時代時代時代にはにはにはには信徒信徒信徒信徒とととと聖職者聖職者聖職者聖職者のののの関係関係関係関係

にににに隔隔隔隔たりはたりはたりはたりは見見見見られずられずられずられず、、、、神神神神とととと共共共共にににに働働働働いているいているいているいている

事事事事がががが重要重要重要重要なななな事事事事であったしであったしであったしであったし、、、、改改改改めてハッキリめてハッキリめてハッキリめてハッキリ

とそれをとそれをとそれをとそれを意識意識意識意識するするするする必要必要必要必要があるがあるがあるがある。。。。司祭司祭司祭司祭とととと信徒信徒信徒信徒

のののの間間間間にににに、、、、霊性霊性霊性霊性のののの差差差差はなくはなくはなくはなく、、、、信徒信徒信徒信徒もももも共同体共同体共同体共同体のののの

ためにためにためにために大大大大いにイニシアティブをいにイニシアティブをいにイニシアティブをいにイニシアティブを取取取取ってってってって働働働働くくくく

事事事事がががが求求求求められているめられているめられているめられている。。。。    第第第第２２２２バチカンバチカンバチカンバチカン公会議公会議公会議公会議

でこのでこのでこのでこの信徒信徒信徒信徒とととと聖職者聖職者聖職者聖職者のののの関係関係関係関係はそのようにはそのようにはそのようにはそのように基基基基

本本本本にににに戻戻戻戻すこととされすこととされすこととされすこととされ、、、、聖職者中心聖職者中心聖職者中心聖職者中心であったであったであったであった

神学神学神学神学もももも、、、、今今今今はははは信徒信徒信徒信徒にににに神学神学神学神学をををを深深深深めてめてめてめて行行行行くくくく事事事事がががが

求求求求められているめられているめられているめられている。。。。    

    

（（（（私私私私たちたちたちたち信徒信徒信徒信徒はははは取取取取るにるにるにるに足足足足らないらないらないらない、、、、    

ほんのほんのほんのほんの小小小小さなさなさなさな存在存在存在存在？）？）？）？）    

    

キリストのキリストのキリストのキリストの体体体体であるであるであるである教会教会教会教会ではではではでは一人一人一人一人ひとりひとりひとりひとり

のののの存在存在存在存在とととと働働働働きがきがきがきが大切大切大切大切なななな欠欠欠欠くべからざるものくべからざるものくべからざるものくべからざるもの

であるであるであるである。。。。コリントコリントコリントコリント人人人人へのへのへのへの手紙手紙手紙手紙のののの１２１２１２１２章章章章

11114444----20 20 20 20 節中節中節中節中でででで書書書書かれているようにかれているようにかれているようにかれているように、、、、人間人間人間人間

のののの足足足足、、、、手手手手、、、、目目目目、、、、耳耳耳耳はははは、、、、それぞれがそれぞれがそれぞれがそれぞれが体全体体全体体全体体全体をををを

形成形成形成形成するためのするためのするためのするための重要重要重要重要なななな部分部分部分部分でありでありでありであり、、、、いらないらないらないらな

いものはいものはいものはいものは一一一一つもないつもないつもないつもない。。。。    

教会教会教会教会もそれともそれともそれともそれと同同同同じようにじようにじようにじように、、、、全全全全てのてのてのての大切大切大切大切なななな

人達人達人達人達のののの集合体集合体集合体集合体なのであるなのであるなのであるなのである。。。。
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～～～～山中神父様山中神父様山中神父様山中神父様のののの黙想会黙想会黙想会黙想会よりよりよりより～～～～    
    

    12121212 月月月月 13131313 日日日日、、、、イエズスイエズスイエズスイエズス会会会会のののの山中神父山中神父山中神父山中神父さまをさまをさまをさまをおおおお迎迎迎迎ええええししししてててて黙想会黙想会黙想会黙想会がががが

おこなわれおこなわれおこなわれおこなわれましたましたましたました。。。。おおおお二人二人二人二人のののの方方方方のののの感想感想感想感想ををををごごごご紹介紹介紹介紹介致致致致ししししますますますます。。。。

十字架のテレジア・ベネディクタ    YKYKYKYK    

待降節第待降節第待降節第待降節第３３３３主日主日主日主日、、、、祭壇祭壇祭壇祭壇のののの４４４４本本本本のろうそくののろうそくののろうそくののろうそくの

うちうちうちうち唯一唯一唯一唯一ピンクピンクピンクピンク色色色色をしたをしたをしたをした１１１１本本本本のろうそくにのろうそくにのろうそくにのろうそくに

灯火灯火灯火灯火されるこのされるこのされるこのされるこの日日日日はははは「「「「喜喜喜喜びのびのびのびの主日主日主日主日」」」」とととと呼呼呼呼ばればればればれ、、、、

主主主主のののの降誕降誕降誕降誕をををを間近間近間近間近にににに控控控控えたえたえたえた特別特別特別特別なななな喜喜喜喜びのびのびのびの日日日日でででで

あるとミサのあるとミサのあるとミサのあるとミサの中中中中でおでおでおでお話話話話しされたしされたしされたしされた山中神父様山中神父様山中神父様山中神父様。。。。

今年聖木曜日以来今年聖木曜日以来今年聖木曜日以来今年聖木曜日以来のののの神父様神父様神父様神父様とのとのとのとの再会再会再会再会にににに私私私私たたたた

ちはちはちはちは二重二重二重二重のののの喜喜喜喜びをともにしましたびをともにしましたびをともにしましたびをともにしました。。。。続続続続くくくく黙想黙想黙想黙想

会会会会ではではではでは詩編第二編詩編第二編詩編第二編詩編第二編をををを４４４４つのつのつのつの部分部分部分部分にににに分分分分けけけけ、、、、主主主主なななな

るるるる御父御父御父御父とイスラエルのとイスラエルのとイスラエルのとイスラエルの王王王王（（（（メシアメシアメシアメシア）、）、）、）、そしてそしてそしてそして

地上地上地上地上のののの王達王達王達王達のののの心情心情心情心情をそれぞれをそれぞれをそれぞれをそれぞれ読読読読みみみみ解解解解かれかれかれかれ、、、、地地地地

上上上上のののの王達王達王達王達にににに対対対対するするするする主主主主のののの語語語語りかけをりかけをりかけをりかけを、、、、待降節待降節待降節待降節にににに

おけるおけるおけるおける私私私私たちたちたちたち自身自身自身自身へのへのへのへの神神神神からのからのからのからの問問問問いかけといかけといかけといかけと

受受受受けとめけとめけとめけとめ、、、、私私私私たちがたちがたちがたちが主主主主のみのみのみのみ心心心心をををを真実真実真実真実にににに求求求求めてめてめてめて

常常常常にににに神神神神のののの子子子子としてとしてとしてとして生生生生きることをきることをきることをきることを忘忘忘忘れてはなれてはなれてはなれてはな

らないことをらないことをらないことをらないことを示示示示されましたされましたされましたされました。。。。    

    

『『『『それはそれはそれはそれは私私私私のことですのことですのことですのことです!!!!』』』』    

        マリアマグダレナ        IRIRIRIR    

神父様神父様神父様神父様はははは先先先先ずずずず詩篇詩篇詩篇詩篇 2222 をををを読読読読みみみみ上上上上げげげげ、、、、地上地上地上地上のののの王王王王たたたた

ちちちち、、、、イスラエルのイスラエルのイスラエルのイスラエルの油注油注油注油注がれたがれたがれたがれた王王王王、、、、神神神神であるであるであるである主主主主、、、、

についてについてについてについて分分分分かりやすくかりやすくかりやすくかりやすく解説解説解説解説してしてしてして下下下下さいましさいましさいましさいまし

たたたた。。。。このときこのときこのときこのとき私私私私はははは、、、、国内国内国内国内のののの権力者権力者権力者権力者やややや世界世界世界世界のののの首首首首

脳陣脳陣脳陣脳陣をををを思思思思いいいい描描描描きききき、、、、昔昔昔昔もももも今今今今もももも変変変変わらぬこのわらぬこのわらぬこのわらぬこの世世世世のののの

常常常常としてとしてとしてとして、、、、他人事他人事他人事他人事のようにのようにのようにのように聴聴聴聴いていましたいていましたいていましたいていました。。。。        

しかししかししかししかし講話講話講話講話がががが進進進進むうちにむうちにむうちにむうちに、、、、これはこれはこれはこれは王王王王たちだけたちだけたちだけたちだけ

のことではなくのことではなくのことではなくのことではなく、、、、私自身私自身私自身私自身へのメッセージでもへのメッセージでもへのメッセージでもへのメッセージでも

あることにあることにあることにあることに気付気付気付気付かされましたかされましたかされましたかされました。。。。つまりつまりつまりつまり、、、、主主主主とととと

繋繋繋繋がっていなければがっていなければがっていなければがっていなければ、、、、誰誰誰誰でもでもでもでも主主主主のののの御心御心御心御心からからからから離離離離

れれれれ、、、、神神神神をををを見失見失見失見失いつまずいていくいつまずいていくいつまずいていくいつまずいていく、、、、というというというという警告警告警告警告

であることがであることがであることがであることが分分分分かったのですかったのですかったのですかったのです。。。。    

    

            

更更更更にににに教職教職教職教職におられるにおられるにおられるにおられる神父様神父様神父様神父様はははは、、、、職場職場職場職場であるであるであるである    

カトリックカトリックカトリックカトリック校校校校のののの問題点問題点問題点問題点にもにもにもにも触触触触れられましたれられましたれられましたれられました。。。。

地球上地球上地球上地球上のあらゆるのあらゆるのあらゆるのあらゆる人間人間人間人間をををを包容包容包容包容されるされるされるされる神様神様神様神様とととと

対比対比対比対比してしてしてして、、、、問題発生問題発生問題発生問題発生のののの学生学生学生学生にににに対対対対しししし放校放校放校放校をもっをもっをもっをもっ

てててて対処対処対処対処しているしているしているしている学校学校学校学校のののの現状現状現状現状をををを、、、、憂慮憂慮憂慮憂慮しししし葛藤葛藤葛藤葛藤ささささ

れておられましたれておられましたれておられましたれておられました。。。。    

        ごくごくごくごく最近最近最近最近、、、、私私私私はははは三浦綾子著三浦綾子著三浦綾子著三浦綾子著    「「「「愛愛愛愛のののの鬼才鬼才鬼才鬼才、、、、

西村久蔵西村久蔵西村久蔵西村久蔵のののの歩歩歩歩んだんだんだんだ道道道道」」」」をををを読読読読みみみみ終終終終えましたえましたえましたえました。。。。ここここ

のののの方方方方はははは、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる落落落落ちこちこちこちこぼぼぼぼれれれれ校校校校といわれるといわれるといわれるといわれる高高高高

校校校校のののの教師教師教師教師でしたがでしたがでしたがでしたが、、、、生徒生徒生徒生徒たちにたちにたちにたちに全身全霊全身全霊全身全霊全身全霊でででで向向向向

かいかいかいかい、、、、多多多多くのくのくのくの生徒生徒生徒生徒たちをたちをたちをたちを救救救救いのいのいのいの道道道道へとへとへとへと導導導導かれかれかれかれ

ましたましたましたました。。。。これをこれをこれをこれを読読読読んだときんだときんだときんだとき、、、、私私私私にはにはにはには出来出来出来出来ないないないない、、、、

私私私私もやはりもやはりもやはりもやはり切切切切りりりり捨捨捨捨てるてるてるてる方向方向方向方向をををを採採採採るるるる人間人間人間人間だとだとだとだと

思思思思っているところでしたっているところでしたっているところでしたっているところでした。。。。このようなことはこのようなことはこのようなことはこのようなことは

学校学校学校学校だけではなくだけではなくだけではなくだけではなく、、、、教会教会教会教会もしかりもしかりもしかりもしかり、、、、本当本当本当本当にににに悩悩悩悩

みみみみ苦苦苦苦しむしむしむしむ人人人人々々々々のののの救救救救いのいのいのいの場場場場になってはいないになってはいないになってはいないになってはいない

とととと感感感感じているのはじているのはじているのはじているのは私私私私だけなのでしょうかだけなのでしょうかだけなのでしょうかだけなのでしょうか。。。。私私私私

自身自身自身自身もももも、、、、自分自分自分自分のののの弱弱弱弱さやさやさやさや苦悩苦悩苦悩苦悩をひたをひたをひたをひた隠隠隠隠しにしてしにしてしにしてしにして

表面表面表面表面をををを繕繕繕繕いいいい、、、、日曜毎日曜毎日曜毎日曜毎のパートタイマーにのパートタイマーにのパートタイマーにのパートタイマーに出出出出かかかか

けていくけていくけていくけていく人間人間人間人間であることはであることはであることはであることは否否否否めませんめませんめませんめません。。。。    

        またまたまたまた神父様神父様神父様神父様はははは、、、、名刺名刺名刺名刺をををを作作作作るとしたらるとしたらるとしたらるとしたら何何何何をををを肩肩肩肩

書書書書きにしますかきにしますかきにしますかきにしますか、、、、とととと問問問問いいいい掛掛掛掛けられましたけられましたけられましたけられました。。。。地地地地

上上上上のはかないのはかないのはかないのはかない肩書肩書肩書肩書きをきをきをきを消消消消しししし去去去去りりりり、、、、神神神神のののの子子子子、、、、或或或或

いはいはいはいは、、、、カトリカトリカトリカトリッッッックククク信徒信徒信徒信徒、、、、とのみとのみとのみとのみ書書書書けたならどけたならどけたならどけたならど

んなにんなにんなにんなに素晴素晴素晴素晴らしいでしょうらしいでしょうらしいでしょうらしいでしょう。。。。私自身私自身私自身私自身もカトリもカトリもカトリもカトリ

ックックックック信者信者信者信者とととと公言公言公言公言できずにできずにできずにできずに、、、、何十年何十年何十年何十年もももも半半半半ばばばば隠隠隠隠れれれれ

キリシタンのようにキリシタンのようにキリシタンのようにキリシタンのように生生生生きてきましたきてきましたきてきましたきてきました。。。。これかこれかこれかこれか

らはらはらはらは黙想会黙想会黙想会黙想会のおのおのおのお恵恵恵恵みとしてみとしてみとしてみとして、、、、こんなこんなこんなこんな私私私私でもでもでもでも主主主主

キリストにキリストにキリストにキリストに呼呼呼呼ぼれたのだぼれたのだぼれたのだぼれたのだ、、、、ということをということをということをということを思思思思いいいい

起起起起こしこしこしこし、、、、私私私私はキリストをはキリストをはキリストをはキリストを信信信信じるじるじるじる者者者者ですですですです、、、、とととと公公公公

言言言言できるようにできるようにできるようにできるように努努努努めていきたくめていきたくめていきたくめていきたく思思思思っていまっていまっていまっていま

すすすす。。。。神父様有難神父様有難神父様有難神父様有難うございましたうございましたうございましたうございました。。。。    
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2010201020102010 年年年年 1111 月月月月ミサミサミサミサ奉仕担当者表奉仕担当者表奉仕担当者表奉仕担当者表    ((((敬称略敬称略敬称略敬称略))))    

《《《《註註註註》》》》変更変更変更変更のあるのあるのあるのある場合場合場合場合はははは、、、、おおおお御堂入口御堂入口御堂入口御堂入口のののの掲示表掲示表掲示表掲示表をををを赤赤赤赤ボールペンでごボールペンでごボールペンでごボールペンでご修正下修正下修正下修正下さいさいさいさい。。。。    

典礼委員会典礼委員会典礼委員会典礼委員会 

月日月日月日月日    主日主日主日主日    担当神父担当神父担当神父担当神父    先唱者先唱者先唱者先唱者    ｵﾙｶﾞﾝｵﾙｶﾞﾝｵﾙｶﾞﾝｵﾙｶﾞﾝ    聖体奉仕聖体奉仕聖体奉仕聖体奉仕    聖書朗読聖書朗読聖書朗読聖書朗読    共同祈願他共同祈願他共同祈願他共同祈願他    ミサミサミサミサ準備準備準備準備    備備備備    考考考考    

1111・・・・１１１１((((日日日日) 10) 10) 10) 10 時時時時    

神神神神のののの母聖母聖母聖母聖マリアマリアマリアマリア    
FrFrFrFr｡｡｡｡中川中川中川中川    KMKMKMKM    YSYSYSYS    

NYNYNYNY    

((((南南南南))))    

①①①①AYAYAYAY    

②②②②KSKSKSKS    

男性男性男性男性    

グループグループグループグループ    

OOOO・・・・NNNN    

((((洗洗洗洗))))OAOAOAOA    
    

1111・・・・3(3(3(3(日日日日))))    9999 時時時時    

主主主主のののの公現公現公現公現    

    

FrFrFrFr｡｡｡｡セグラセグラセグラセグラ    
TMTMTMTM    TKTKTKTK    

NSNSNSNS    

（（（（北北北北））））    

①①①①IRIRIRIR    

②②②②KTKTKTKT    
２２２２地区地区地区地区    

KKKK・・・・YYYY    

((((洗洗洗洗))))OAOAOAOA    
    

1111・・・・10(10(10(10(日日日日))))９９９９時時時時    

主主主主のののの洗礼洗礼洗礼洗礼    
FrFrFrFr｡｡｡｡中川中川中川中川    TYTYTYTY    YSYSYSYS    

HKHKHKHK    

((((南南南南))))    

①①①①UHUHUHUH    
②②②②SMSMSMSM    

２２２２地区地区地区地区    
NNNN・・・・OOOO    

((((洗洗洗洗))))OAOAOAOA    
成人式成人式成人式成人式    

1111・・・・17(17(17(17(日日日日))))９９９９時時時時    

    年間第年間第年間第年間第２２２２主日主日主日主日    

（（（（子供子供子供子供ミサミサミサミサ））））    

    FrFrFrFr｡｡｡｡中川中川中川中川    
((((子供子供子供子供ミサミサミサミサ    

担当者担当者担当者担当者））））    

    

TKTKTKTK    

    

HMHMHMHM    

((((北北北北))))    

①①①①子供子供子供子供ﾐｻﾐｻﾐｻﾐｻ担当者担当者担当者担当者    

②②②②            〃〃〃〃    

((((子供子供子供子供ミサミサミサミサ    

担当者担当者担当者担当者））））    

YYYY・・・・KKKK    

((((洗洗洗洗))))OAOAOAOA    
    

1111・・・・2222４４４４((((日日日日))))９９９９時時時時    

年間第年間第年間第年間第３３３３主日主日主日主日    
FrFrFrFr｡｡｡｡クレニュクレニュクレニュクレニュ    NYNYNYNY    YSYSYSYS    

MSMSMSMS    

((((南南南南))))    

①①①①OTOTOTOT    

②②②②NSNSNSNS    

３３３３,,,,６６６６B,B,B,B,７７７７    

地区地区地区地区    

OOOO・・・・NNNN    

((((洗洗洗洗))))OAOAOAOA    

FrFrFrFr ｸﾚﾆｭｸﾚﾆｭｸﾚﾆｭｸﾚﾆｭ

((((迎迎迎迎････送送送送))))    

KKKK    

1111・・・・31(31(31(31(日日日日))))9999 時時時時    

年間第年間第年間第年間第４４４４主日主日主日主日    

（集会祭儀）（集会祭儀）（集会祭儀）（集会祭儀）    

司式司式司式司式：：：：NKNKNKNK    

勧勧勧勧めめめめ：：：：HYHYHYHY    
NSNSNSNS    TKTKTKTK    

IRIRIRIR    

MSMSMSMS    

①①①①KKKKKKKK    
②②②②HTHTHTHT    

３３３３,,,,６６６６B,7B,7B,7B,7    

地区地区地区地区    

KKKK・・・・YYYY    

((((洗洗洗洗))))OAOAOAOA    
    

クリスマスキャロル IN 名谷 & 西神 

・・・・今年始今年始今年始今年始めてめてめてめて名谷名谷名谷名谷パティオパティオパティオパティオ買物広場買物広場買物広場買物広場

でででで 12121212 月月月月 20202020 日日日日((((日日日日))))ににににキャロリングキャロリングキャロリングキャロリング

をしましたをしましたをしましたをしました。。。。    
                            （（（（    詳細詳細詳細詳細はははは次次次次ページにページにページにページに    ）））） 

・・・・恒例恒例恒例恒例のののの 12121212 月月月月 23232323 日日日日のののの西神西神西神西神プレンティプレンティプレンティプレンティ広場広場広場広場でのでのでのでの

キャロルもキャロルもキャロルもキャロルも 11111111 回目回目回目回目をををを迎迎迎迎ええええ、、、、雨上雨上雨上雨上がりのがりのがりのがりの中中中中、、、、道行道行道行道行

くくくく人人人人々々々々にクリスマスのにクリスマスのにクリスマスのにクリスマスの喜喜喜喜びをびをびをびを告告告告げげげげ知知知知らせることらせることらせることらせること

ができましたができましたができましたができました。。。。    

 



きたすまきたすまきたすまきたすま    5555    

 

 

 

 11 月 23 日におこなわれた晴佐久神父さ

ま講演会の講演 CD(PC 用)を貸出しており

ます。 ご入用の方は KorH まで。 

    

    

    

＜＜＜＜典礼典礼典礼典礼委員会委員会委員会委員会＞＞＞＞    

・・・・12121212/20 /20 /20 /20 キャロルキャロルキャロルキャロル報告報告報告報告    

前日からの寒さと強風も、キャロリング開

始時には穏やかになり、約 60 人の北須磨教

会の方とサンタクロースも 3 人が集い、定

刻にキャロリングを開始しました。途中見物

の方にも呼びかけ数人の方の参加も頂き、さ

らに駅前付近広場でキャロリングを計画さ

れたプロテスタント(白川台キリスト教会・

高倉チャペル・アガペ聖書教会）の方、約

50 人と外人サンタクロース 1 人も舞台に

上がって頂き、110 余人の大合唱となりま

した。この間、3 人のサンタクロースは北須

磨教会ご案内の「カードと飴」200 個を見

物、通行の皆様に配り、クリスマスミサと勉

強会のお知らせ等を行いました 

この様に“主の豊かなお恵み”を感じなが

ら第 1 回目のキャロリングを喜びのうちに

終了致しました。なお、上記プロテスタント

教会の３名の牧師先生と、来年も合同でキャ

ロリングを行う事を話し合いました 

この集いの準備のためお世話いただきま

した多くの方々、また当日寒い中をご参加い

ただきました皆々様、本当にありがとうござ

いました。お礼を申し上げます 

典礼委員会典礼委員会典礼委員会典礼委員会    NYNYNYNY    

 

 

 

 

 

 

 

＜＜＜＜社会活動社会活動社会活動社会活動委員会委員会委員会委員会＞＞＞＞    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ ST さん、T さん、ご結婚。 

  おめでとうございます。 

たかとり教会へ転出。お幸せに。 

 

 

 

・ KK さん 兵庫教会へ転出。 

   ありがとうございました。 

評評評評評評評評 議議議議議議議議 会会会会会会会会 よよよよよよよよ りりりりりりりり  

編編編編    集集集集    後後後後    記記記記    

あっというまにお正月です。たくさんの記事を戴いてシリーズ「世界の教会」は今回はお休みです。 
遠い国にも近くの隣人にも心を寄せ、神さまの愛をひびかせ届けられたらなあと思います。今年初

めての名谷でのキャロルは大成功でした。このニュータウンにも、あなたの傍にも神さまの愛が届い
ていることを大声で宣言する共同体となって 25 周年を迎え祝いたいものです。   

今年も本当にありがとうございました。どうぞよいお年をお迎えください。（KJH） 
             

炊炊炊炊きききき出出出出しだよりしだよりしだよりしだより    

12/8（火）田舎から届いた旬の大根をいっ

ぱい入れた芋煮鍋で温まってもらいました。

皆さまから頂いたセーターやジャンバーも

暖かいお気持ちと一緒にお届けしました。若

い方も多く 180 名程でした。小野浜公園に

はツリーもキャンドルもありませんが寂し

さや貧しさのなかにあるおじさんたちにこ

そクリスマスのメッセージを！との思いに

かられます。 

そんな思いを届けたくて、今年もまた神戸

の冬を支える取り組みが始まります。 

12121212 月月月月 28282828 日日日日（（（（月月月月）～）～）～）～1111 月月月月 5555 日日日日（（（（火火火火））））    

10:0010:0010:0010:00～～～～15151515::::30303030 頃頃頃頃    東遊園地東遊園地東遊園地東遊園地にてにてにてにて。。。。    

炊き出しや生活相談のほか、おじさんたちと

過ごすいろいろな催しが計画されています。

どうぞお誘い合わせの上お出かけください。 

次回の炊き出しは 1/121/121/121/12  9：30～です。 

委委委委委委委委 員員員員員員員員 会会会会会会会会 よよよよよよよよ りりりりりりりり  

おおおおおおおお 知知知知知知知知 らららららららら せせせせせせせせ 



 

 

 

 


