
 

 

 

御聖体、感謝の祭儀（4） 
神のみ言葉とキリストの御体 

 

            フスト･セグラ神父  

 

「神のみ言葉とキリストの御体、両方の

食卓から教会は命のパンを拝受して、これ

を使徒たちに提供するのである。」（神の

啓示に関する憲章 21）。わたしたちの信

仰を公言することによって、日曜日や大祝

日の折、神のみ言葉に答えるのであります。

従って共同祈願において、私たちは助けを

必要とするあらゆる人〄のため、および私

たちと世界が特に必要とする事がらのた

めにお祈りすることによって、聖書と説教

の勧めに答えるのです。 

 ミサ聖祭の第二の重要な部分は、ご聖体

の典礼（すなわち、キリストのいけにえの

典礼）です。この典礼において、私たちの

捧げ物を準備し、これがキリストの御体に

され、キリストを通して、キリストと共に、

私たちは御父に感謝して、私たち自身をお

捧げするのであります。御父は、その報い

として、イエス・キリストを私たちにお不

えになり、キリストは私たちをご自身と私

たちをお互いに結び合わせてくださるの

です。 

私たちはこのパンとブドウ酒という私

たちのそなえものを準備する間の献金を

もって、私たちのいけにえを初め、その供

え物に自分の心を結びつけることによっ

て、私たちのものにするのであります。 

母親が家族の食事を準備するように、キ

リストがその晩さんの用意に使徒たちを

つかわされたように、私たちは、この聖体

の典礼において同様にするのであります。 

私たちはまた、そうした供え物によって、

私たち自身と、私たちが願い求めたいと思

うあらゆることを結びつけ、こうして、こ

れらが後にキリストとなられたときに、私

たちは御父へのキリストのご奉献におい

て、キリストに結ばれるのです。 

ミサ聖祭の变唱をとなえて、この崇高な

ご聖体の祈り、すなわち典礼を始めますが、

その間に私たちの供え物はキリストに変

化し、私たちはキリストを御父への感謝と

して奉献するのです。これこそミサ聖祭の

最もおごそかな部分なのであります。私た

ちはこれを聖餐、すなわち、感謝の奉献と

呼びます。なぜなら、それは私たちが、私

たちの最高に可能なそなえものであられ

るキリストを御父に捧げ、キリストと共に

私たち自身をお捧げするのは、私たちへの

御父の愛に対して、御父に感謝を申し上げ

るということです。 

聖餐というこの用語は、ユダヤ人たちが、

食事の終わりに唱えた長時間にわたる感

謝の祈りに由来するもので、この祈りはご

自分の民のためになされた神の偉大なみ

業を繰り返し述べたものでした。そのよう

に、それは、

キリストがそ

の最後の晩さ

んにおいて、

パンを取り、

感謝を捧げて、

                                                                                                                                                                               

ききたたすすまま                    
 

わたしはあなたを諸国民の預言者として立てた（第一朗読主題句 エレミヤ 1・5） 
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これを手で分け、弟子たちに不えて仰せ

になった、「これは私の体である。」

（ルカ福音書 22｡19)ということをさ

すのです。 

聖餐祭の祈りの間、私たちは、私たち

の奉献のなかで、神の創造物すべてを結

び合わせて、いろんな人や、いろんなこ

とを思い起こします。 

私たちは、ときには、教会のため、そ

の指導者たちのためにお祈りしたり、永

遠の世界に旅立った教会員たちに、私た

ちと神への礼拝をともにしてくれるよ

うにお頼みします。それから私たちは御

父に私たちの捧げ物をお受けくださる

ようにお願いいたします。 

こうした祈りの中心に聖別がありま

す。私たちの捧げ物はキリストの御体に

変化し、そして私たちのためのキリスト

の死がとりわけ思いおこされます。 

パンとブドウ酒の別〄の聖別は、キリス

トは私たちのために十字架にかけられ

て死去されたとき、その御血が御体から

分かたれた有様を私たちにしみじみ感

じさせてくれます。 

（続く） 

 

成人のお祝い 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１月１０日（日） 成人の祝福 

B.R.F.さんです 

R さん、ご成人おめでとうございます！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マイカーによる名谷駅から北須磨教会までのお迎えについて  

送迎チーム 

毎日曜日、下記の要領で実施しています。甴女・年齢関係なくお気軽にご利

用下さい。(事前申込み丌要です) 

記 

1. 迎車待機場所：名谷駅タクシー乗場の東隣ロータリー 

2. 待機時間：8 時 30 分～8 時 50 分 

             利用者が集まり次第 2～3 回に分けてスタートします。 

 なお、現在 7 名のメンバーで交代運転していますが、運転者の新メンバーの

参加もお待ちしています。 
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○ｼ ○ﾘ ○ー○ｽﾞ世界の教会 ～アルプス紀行～      

ヨゼフ・アウグスティヌス  IH 

 

2005年12月のクリスマスカードで次
のように書きました ―8 月下旬に渡仏し、
アルプスの小村に住んでいます。時おり山
に登り、食料がなくなれば海辺の街へ下り
て行きます。残された年月の在り方などを
心静かに考えています―  このカードへの
返信で、ある方から「石田さんを引きつけ
ているものは何ですか」と尋ねられ、私は
すぐには表現できず考え込んでいました。
2０年前の聖地巟礼以来、ごく自然にフラ
ンスに向かっていたからです。そこで「何
故、私は今フランスに居るのだろうか」と
自問自答してみました。フランス語の世界
に喜びを感じていることも答えの一つです。
また、フランスがカトリック教国であるこ
とも大きな要因の―つです。当地方
(Alpes-Maritimes県)では、どの村〄にも
数百年来の聖堂があり、その中で静寂のう
ちに祈ることができ、鐘楼からの響きに招
かれ、御ミサに不ることができます。私は
何故か、日本のカトリック教会よりも親密
さを感じているのです。歴史的・言語的・
音響的・芸術的な相互作用が及ぼす、宗教
的な雰囲気なのでしょうか。教会を訪れる
人〄の信仰が深く、神の国により近いから
かも知れません。また、聖母マリアが、パ
リのリュー・デュ・バック(Rue du Bac)、
そしてポー川流域のルルド(Lourdes)に於
いて、無原罪の御宿り (Immaculata 
Conceptio)として複数回にわたり出現さ
れたことも、私の潜在意識に影響している
かと思います。 
  2007年6月からは、モンブラン山麓の
村 (Haute-Savoie 県)に滞在していまし
た。 
聖堂を訪れますと、聖堂空間の荘重な薄

明かりの中で、高窓からの神秘的な光が、
無原罪の聖母に護られた聖櫃と、祭壇背後
の飾壁を照らしていました。二本の螺旋柱
で仕切られた飾壁の上部中央には、キリス
トのヨルダン河での受洗の場面が描かれて

おり、それらは天主の玉座の形象のごとく、
言葉を超えた美しさでした。この教会で或
る聖人に邂逅したのです。それは、聖ベル
ナルドゥス(Bernardus a Menthone,St)
で、アルプスの佳人・山岳旅行者・アルピ
ニストの保護の聖人です。11 世紀にアヌ
シー湖畔マントン(Menthon，現在フラン
ス領)に生まれ、アオスタ(Aosta，現在イ
タリア領)で司祭となり、アルプスの住民に
福音を伝えて多くの改宗を促し、1681年
に列聖されました。スイス産の遭難救助犬
セントバーナードは、彼の創立した大サ
ン・ベルナ―ル峠救護所 (スイス・ヴァリ
ス州、標高 2,473m)で飼われていました
ので、その名はこの聖人に由来しています。 
  滞在目標の―つは、フランスアルプスの
北端であるレマン湖南岸から、フランスア
ルプス南端の地中海までを、四行程に分け
て歩きとおすことでした。山行は巟礼でも
あるわけで、山道にある要所要所の十字架、
礼拝堂で祈りを捧げ、村〄の聖堂では暫し
安らぎ、灯を燈した蝋燭を捧げていました。
9 月中旬にモンブラン (Mont Blanc，
4,807m)に登ることを予定していました
が、降雪のため断念せざるを徔なくなり、
1０月上旬、イタリア・アオスタ渓谷の独
立峰、グラン・パラディーゾ  (Gran 
Paradiso，4,061m)に向かいました。 
 1０月16日、スイスからの四人パーテ
ィーと合流でき、登頂することが出来まし
た。入山の際に麓から見上げますと、この
雪山の頂上に白く輝く何かが見えていまし
たが、それが等身
大を超える無限
罪の聖母像であ
ると分かったと
き、まさに驚嘆の
思いでした。
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寄稿  ニセ司教？ 
HM  

 前号の教会誌「きたすま」の中川神父様
の「本物」についての記事を読んで思い出
したことがあります。だいぶ前のことです
が、事務所に住友商事の人が一人の人を連
れてきました。名刺にはウクライナ･カト
リック教会の司教とありました。きちんと
ローマンカラーもして黒色の司祭服を着
た紳士でした。用件は、新しい教会を建て
たので祭壇の設計をして欲しいとのこと
でした。住友商事は司教館にも出入りして
おり、別に疑うこともありませんでした。
司教館の許可がないと引き受けられない
と、その日は帰ってもらいました。後日、
許可が出たので大阪のホテルで会い、話し
ていて大阪教区の内部事情にやけに詳し
いなと感じた程度でした。宇治の教会に行
くことになり、駅から教会までの道すがら
すれ違う人の何人かがその人に丁寧に挨
拶するのを見て、尐し安心しました。教会

は予想以上に立派でした。立派過ぎるよう
にも思ったので、日本国内の司祭の数、信
徒数、運営資金の調達方法等〄、いくつか
尋ねました。私が疑っていると思ったのか、
１枚の写真を見せてくれました。イスラエ
ルの教会で司式しているときのものでし
た。共同司式だったのか、横に岸神父様が
写っていました。その頃、岸神父様とはし
ばしば会う機会があったので、神父様に話
したところ、「あれはニセ神父やで。司教
に格上げか。」と言われました。その後、
娘さんのバイオリン・コンサートにも招か
れましたが、それ以上の接触は避けました。
あとで思ったのですが、ニセといってもカ
トリックの司教と偽ったわけでもなく、ち
ゃんと教会を建て、信徒も抱えている人を
偽者呼ばわりしてもよいのだろうか。中川
神父様の言うように「本物」と偽者の区別
はいつも微妙です。 

 

2010 年２月ミサ奉仕担当者表 (敬称略) 
《註》変更のある場合は、お御堂入口の掲示表を赤ボールペンでご修正下さい。 

典礼委員会 

月日 主日 担当神父 先唱者 ｵﾙｶﾞﾝ 聖体奉仕 聖書朗読 共同祈願他 ミサ準備 備 考 

２・７(日) ９時 

年間第５主日 
Fr｡セグラ HK YS 

NY 

(北) 

①ST 

②FY 
５地区 

N・O 

(洗)KR 
 

２・14(日) 9 時 

年間第６主日 
Fr｡中川  FM TK 

NS 

(南) 

①TT 

②MN 
５地区 

Y・K 

(洗)KR 
YE の洗礼式 

２・17(水)20 時 

灰の水曜日 
未定 KM YS 

 

 

 

①MS 
②KS 

６A 地区 
O・N 

(洗)KR 
 

２・21(日)９時 

四旬節第１主日 

（子供ミサ） 

 Fr｡中川 
(子供ミサ 

担当者） 
YS 

HK 

(北) 

①子供ﾐｻ担当者 

②   〃 

(子供ミサ 

担当者） 

K・Y 

(洗)KR 

 

 

２・28(日)９時 

四旬節第２主日 
Fr｡クレニュ HM TK 

MS 

(南) 

  ①TI 

②YK 
６A 地区 

N・O 

(洗)KR 

Fr ｸﾚﾆｭ(迎･送) 

  S 
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・ 2 月 21 日（日）ミサ後、評議会が行

われます。 

 

 

 

＜典礼委員会＞ 

・ ２月 17 日（水）は“灰の水曜日”で

20 時からミサがおこなわれます。 

・ 灰の準備のため、昨年の枝を 2 月 14

日までにお持ち下さりホールの箱に

入れてください。 

・ 四旬節の“十字架の道行”は四旬節の

毎金曜日(２月／1９・26 日、3 月／

５・12・1９・26 日)の 13 時から

Sr．木梨のご指導によりおこなわれま

す。 
 

＜社会活動委員会＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜広報委員会＞ 

・ 2 月 14 日（日）ミサ後、広報委員会

が行われます。興味のある方お越しく

ださい。 

 

 

 

＜病者訪問奉仕者養成＞ 

聖体奉仕を伴う病者訪問奉仕者養

成のための「基礎コース」「聖体コー

ス」が 2/11,20 に行なわれます。 

昨年秋の｢病者訪問コース｣と併せ

3 つのコースを修了し小教区から派

遣されると御聖体を持っての病者訪

問が可能になります。秋の病者訪問コ

ースを受けられた方はぜひこのコー

スを受講ください。 

又このコースはミサ等での聖体奉

仕,集会祭儀司式者養成にも必要です

ので興味のある方はお申出ください。 

  「基礎コース」 

    2/11 中央教会 9:30 受付 

  「聖体コース」 

    2/20 六甲生徒研修所 9:30 受付 

 

 

 

 

 

評評 議議 会会 よよ りり  

炊き出しだより 

あの大震災から 15 年。ボランティア元年

といわれたあの年、身近な人〄や隣人への思

いや優しさが形になった年だったのだろう

ナと今改めてそんなことを思います。そして

今年もまた多くの方〄の支えで越年・越冬の

取り組みが東遊園地で行われました。そこ

で、まるで仕事をこなすかのように忙しく働

いている人〄を見ながらここにも「早く,早

く」の効率主義が持ち込まれていることに妙

な違和感を覚えたのは私だけではないと思

います。誮を？何を？大切にしているのでし

ょう。今一度、ボランティアの在りようを見

つめなおしてみたいものです。 

１/12（火）とても寒い一日、125 名程

でした。次回は 2/9（火）です。 

 

委委 員員 会会 よよ りり  
おお 知知 らら せせ 

編 集 後 記 
 

寒稽古で海に入った次の日、ギックリ
腰になり、治るまで２週間かかりまし
た。やはり冷えは体によくない！（当
たり前？）普段何気なく生活できてい
ることのありがたさが身に沁みまし
た。感謝の気持ちをすぐ忘れてしまう
のだけど、調子の悪いところと上手く
付き合っていけるようになりたいと思
い、ストレッチを始めました。いつま
で続くことでしょう？   (R.K) 
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日 ・ 曜日 2010

2/1 月 朝ミサ　７：00～

2 火 聖書100週間(13:30～) 主の奉献

3 水

4 木

5 金 朝ミサ　７：30～ 信仰講座(第1,3金 14:00～)

6 土 教会清掃( 第５地区)

7 日 年間第5主日 ミサ 9:00～ 信仰講座(ミサ後) 典礼委員会(第1日曜ミサ後)　 　　　　　　

8 月 朝ミサ　７：00～ 日々の霊操( 第2月10:00～)

9 火 聖書100週間(13:30～) 社会活動センター炊き出し( 第2火曜9:30～)

10 水

11 木 病者訪問奉仕者養成コース(9:30 中央教会) 世界病者の日　建国記念の日

12 金 朝ミサ　７：30～

13 土 教会清掃なし

14 日 年間第6主日 ミサ 9:00～ 信仰講座(ミサ後) 広報委員会(第2日曜ミサ後)　 　　　　　　

グリフィン講座(ミサ後10：30～11：30) 西区のミサ（14:00～西区民センター）

15 月 朝ミサ　７：00～

16 火 聖書100週間(13:30～)

17 水 灰の水曜日 ミサ(灰の式) 20:00～ 四旬節愛の献金(四旬節中)

18 木 「乳幼児をお持ちのお母さんへ」第３木10：00～

19 金 朝ミサ　７：30～ 十字架の道行き 13:00～ 信仰講座(第1,3金 14:00～)

20 土 教会清掃( 第６Ａ地区) 病者訪問奉仕者養成コース(9:30 六甲生徒研修所)

21 日 四旬節第1主日 ミサ 9:00～ 信仰講座(ミサ後) 北須磨教会評議会(ミサ後)

三教会連絡会(14：00～ 明石教会)

22 月 朝ミサ　７：00～

23 火 聖書100週間(13:30～)

24 水

25 木 信仰講座( 第2,4木 10:00～) 信仰講座( 第2,4木 20:00～)

26 金 朝ミサ　７：30～ 十字架の道行き 13:00～

27 土 教会清掃なし

28 日 四旬節第2主日 ミサ 9:00～ フリーCaféきたすま(ミサ後)

3/1 月 朝ミサ　７：00～

2 火 聖書100週間(13:30～)

3 水

4 木

5 金 朝ミサ　７：30～ 信仰講座(第1,3金 14:00～) 十字架の道行き 13:00～

6 土 教会清掃( 第２地区)

グリフィン講座　 2月 14日(日)　第18回目　 　*テーマ： 聞く, 聴く　　 (原則毎月第2主日)

今月のお茶当番は 第６Ａ地区(西神ニュー夕ウン（西神南を除く）)  です。


