
 

 

    

年年年年 をををを 重重重重 ね るね るね るね る 恵恵恵恵 みみみみ    
ブラザーブラザーブラザーブラザー    吉田吉田吉田吉田    

    

四旬節第三主日四旬節第三主日四旬節第三主日四旬節第三主日のののの第一朗読第一朗読第一朗読第一朗読でででで、、、、モーセのモーセのモーセのモーセの召召召召しししし

出出出出しのしのしのしの場面場面場面場面がががが読読読読まれましたまれましたまれましたまれました。。。。ホレブのホレブのホレブのホレブの山山山山でででで神神神神かかかか

らのらのらのらの啓示啓示啓示啓示にににに接接接接したモーセがしたモーセがしたモーセがしたモーセが、、、、奴隷奴隷奴隷奴隷としてとしてとしてとして苦苦苦苦しんしんしんしん

でいるイスラエルのでいるイスラエルのでいるイスラエルのでいるイスラエルの民民民民のののの解放解放解放解放というというというという重大重大重大重大なななな使使使使

命命命命をををを与与与与えられますえられますえられますえられます。。。。このときこのときこのときこのとき、、、、モーセはモーセはモーセはモーセは80808080 歳歳歳歳

のののの高齢高齢高齢高齢でしたでしたでしたでした！（！（！（！（出出出出エジプトエジプトエジプトエジプト７７７７：：：：７７７７））））    

ファラオのファラオのファラオのファラオの娘娘娘娘のののの養子養子養子養子であったモーセはであったモーセはであったモーセはであったモーセは、、、、あるあるあるある

ときときときとき義憤義憤義憤義憤にかられてにかられてにかられてにかられて奴奴奴奴隷監督隷監督隷監督隷監督をををを殺害殺害殺害殺害しししし、、、、遠遠遠遠くミくミくミくミ

デイアンのデイアンのデイアンのデイアンの荒野荒野荒野荒野にににに逃逃逃逃れれれれ、、、、そこでそこでそこでそこで40404040 年年年年ものものものもの間羊間羊間羊間羊

飼飼飼飼いをしていましたいをしていましたいをしていましたいをしていました。。。。来来来来るるるる日日日日もももも来来来来るるるる日日日日もももも羊羊羊羊のののの群群群群

れをれをれをれを追追追追いながらいながらいながらいながら、、、、モーセはモーセはモーセはモーセは何何何何をををを思思思思いいいい、、、、何何何何をををを考考考考ええええ

ていたでしょうかていたでしょうかていたでしょうかていたでしょうか。。。。    

このこのこのこの40404040 年年年年のののの牧羊生活牧羊生活牧羊生活牧羊生活はははは、、、、後後後後にモーセがにモーセがにモーセがにモーセが大群大群大群大群

衆衆衆衆をひきいてシナイをひきいてシナイをひきいてシナイをひきいてシナイ半島半島半島半島のののの荒野荒野荒野荒野をさらにをさらにをさらにをさらに40404040 年年年年

ものものものもの間放浪間放浪間放浪間放浪をしていたときにをしていたときにをしていたときにをしていたときに、、、、貴重貴重貴重貴重なななな経験経験経験経験とそとそとそとそ

こからこからこからこから来来来来たたたた知恵知恵知恵知恵をモをモをモをモ－－－－セにセにセにセに与与与与えたにえたにえたにえたに違違違違いありいありいありいあり

ませんませんませんません。。。。すべてはすべてはすべてはすべては神神神神のののの御御御御計画計画計画計画でしたでしたでしたでした。。。。    

日本日本日本日本はははは高齢化社会高齢化社会高齢化社会高齢化社会といわれますといわれますといわれますといわれます。。。。教会教会教会教会でもでもでもでも高高高高

齢齢齢齢のののの方方方方々々々々がががが多多多多くなりましたくなりましたくなりましたくなりました。。。。私私私私もこのもこのもこのもこの四月四月四月四月でででで

80808080 歳歳歳歳になりますになりますになりますになります。。。。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ことであっのことであっのことであっのことであっ

たたたた気気気気もするしもするしもするしもするし、、、、長長長長いいいい長長長長いいいい歳月歳月歳月歳月であったようにもであったようにもであったようにもであったようにも

感感感感じられますじられますじられますじられます。。。。    

モーセのモーセのモーセのモーセの劇的劇的劇的劇的でででで偉大偉大偉大偉大なななな人生人生人生人生にはにはにはには比比比比ぶべくもぶべくもぶべくもぶべくも

ないのですがないのですがないのですがないのですが、、、、神神神神はははは私私私私たちたちたちたち一人一人一人一人一人一人一人一人のののの人生人生人生人生にもにもにもにも

御計画御計画御計画御計画をおをおをおをお持持持持ちですちですちですちです。。。。私私私私たちのたちのたちのたちの過過過過ぎたぎたぎたぎた人生人生人生人生にもにもにもにも、、、、

残残残残りのりのりのりの人生人生人生人生にもにもにもにも、、、、大大大大きなきなきなきな意味意味意味意味、、、、目的目的目的目的があるのでがあるのでがあるのでがあるので

すすすす。。。。    

私私私私たちのたちのたちのたちの体体体体はははは年年年年とととと共共共共にににに衰衰衰衰えてえてえてえて行行行行きききき、、、、死死死死にににに至至至至りりりり

ますますますます。。。。しかししかししかししかし霊魂霊魂霊魂霊魂はははは不滅不滅不滅不滅なのですなのですなのですなのです。「。「。「。「私私私私たちのたちのたちのたちの

本国本国本国本国はははは天天天天にありますにありますにありますにあります」（」（」（」（フフフフィィィィリピリピリピリピ３３３３：：：：２０２０２０２０）。）。）。）。

「「「「上上上上にあるものをにあるものをにあるものをにあるものを求求求求めなさいめなさいめなさいめなさい。。。。そこではキリスそこではキリスそこではキリスそこではキリス

トがトがトがトが神神神神のののの右右右右のののの座座座座にににに着着着着いておられますいておられますいておられますいておられます」（」（」（」（コロサコロサコロサコロサ

イイイイ３３３３：：：：１１１１）。）。）。）。ですからですからですからですから「「「「なすべきことはただなすべきことはただなすべきことはただなすべきことはただ一一一一

つつつつ、、、、目標目標目標目標をををを目指目指目指目指してひたすらしてひたすらしてひたすらしてひたすら走走走走ることですることですることですることです」」」」

（（（（フフフフィィィィリピリピリピリピ３３３３：：：：１４１４１４１４）。）。）。）。    

そのそのそのその目標目標目標目標はもうはもうはもうはもう視野視野視野視野にににに入入入入っていますっていますっていますっています。。。。順位順位順位順位はははは

問題問題問題問題ではなくではなくではなくではなく、、、、そこにゴールインすることだけそこにゴールインすることだけそこにゴールインすることだけそこにゴールインすることだけ

がががが私私私私たちのたちのたちのたちの人生人生人生人生のののの旅旅旅旅のののの目的目的目的目的ですですですです。。。。そこでそこでそこでそこで待待待待ってってってって

おられるイエスおられるイエスおられるイエスおられるイエス様様様様にににに「「「「よくやった・・・・・よくやった・・・・・よくやった・・・・・よくやった・・・・・私私私私

とととと一緒一緒一緒一緒にににに喜喜喜喜んでくれんでくれんでくれんでくれ」（」（」（」（マタイマタイマタイマタイ２５２５２５２５：：：：２１２１２１２１））））とととと

迎迎迎迎えていただくえていただくえていただくえていただく期待期待期待期待にににに胸胸胸胸をふくらませながらをふくらませながらをふくらませながらをふくらませながら――――。。。。    

姫路駅姫路駅姫路駅姫路駅でででで電車電車電車電車をををを降降降降りりりり、、、、改札口改札口改札口改札口をををを抜抜抜抜けてけてけてけて外外外外へへへへ出出出出

るとるとるとると、、、、とてつもなくとてつもなくとてつもなくとてつもなく広広広広いいいい大通大通大通大通りがドーンとまっりがドーンとまっりがドーンとまっりがドーンとまっ

すぐにすぐにすぐにすぐに延延延延びていますびていますびていますびています。。。。そのそのそのその遥遥遥遥かかかか行手行手行手行手、、、、真正面真正面真正面真正面にににに

姫路城姫路城姫路城姫路城がががが聳聳聳聳えていますえていますえていますえています。。。。このこのこのこの忘忘忘忘れがたいれがたいれがたいれがたい光景光景光景光景はははは、、、、

次次次次のののの詩篇詩篇詩篇詩篇８４８４８４８４をををを読読読読むたびにむたびにむたびにむたびに、、、、私私私私のののの心心心心のののの中中中中でででで重重重重なななな

りりりり合合合合ってってってって浮浮浮浮かんでかんでかんでかんで来来来来ますますますます。。。。    

「「「「いかにいかにいかにいかに幸幸幸幸いいいいなことでしょうなことでしょうなことでしょうなことでしょう。。。。    

    あなたによってあなたによってあなたによってあなたによって勇気勇気勇気勇気をををを出出出出しししし    

    心心心心にににに広広広広いいいい道道道道をををを見見見見ているているているている人人人人はははは。。。。    

    嘆嘆嘆嘆きのきのきのきの谷谷谷谷をををを通通通通るときもるときもるときもるときも、、、、そこをそこをそこをそこを泉泉泉泉とするでとするでとするでとするで

しょうしょうしょうしょう。。。。    

    雨雨雨雨もももも降降降降りりりり、、、、祝福祝福祝福祝福でででで覆覆覆覆ってくれるでしょうってくれるでしょうってくれるでしょうってくれるでしょう。。。。    

    彼彼彼彼らはいよいよらはいよいよらはいよいよらはいよいよ力力力力をををを増増増増してしてしてして進進進進みみみみ    

    ついにシオンでついにシオンでついにシオンでついにシオンで神神神神にまみえるでしょうにまみえるでしょうにまみえるでしょうにまみえるでしょう。」。」。」。」    

                    （（（（シオンはシオンはシオンはシオンは神神神神のののの家家家家、、、、天国天国天国天国をををを指指指指すすすす））））    

昨年末昨年末昨年末昨年末のののの二二二二ヵヵヵヵ月月月月、、、、私私私私たちのたちのたちのたちの会会会会のののの本部本部本部本部でででで、、、、思思思思いいいい

もかけずもかけずもかけずもかけず、「、「、「、「第三年代第三年代第三年代第三年代((((ｻﾞ･ｻｰﾄﾞ･ｴｲｼﾞｻﾞ･ｻｰﾄﾞ･ｴｲｼﾞｻﾞ･ｻｰﾄﾞ･ｴｲｼﾞｻﾞ･ｻｰﾄﾞ･ｴｲｼﾞ))))のためののためののためののための

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ききききききききたたたたたたたたすすすすすすすすまままままままま                                        
    

父父父父よよよよ、、、、わたしのわたしのわたしのわたしの霊霊霊霊をををを御手御手御手御手にゆだねますにゆだねますにゆだねますにゆだねます（（（（ルカルカルカルカ 23232323・・・・46464646））））    
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研修会研修会研修会研修会」」」」にににに参加参加参加参加させていただきましたさせていただきましたさせていただきましたさせていただきました。。。。第三年第三年第三年第三年

代代代代というのはというのはというのはというのは定年定年定年定年をををを過過過過ぎたぎたぎたぎた年代年代年代年代、、、、そのそのそのその年代年代年代年代のののの

人人人人々々々々のことですのことですのことですのことです。。。。そこではそこではそこではそこでは多多多多くのことをくのことをくのことをくのことを学学学学びびびび、、、、

考考考考えさえさえさえさせられましたせられましたせられましたせられました。。。。それをそれをそれをそれを短短短短くまとめてみるくまとめてみるくまとめてみるくまとめてみる

とととと、、、、次次次次のようになのようになのようになのようになるでしょうかるでしょうかるでしょうかるでしょうか。。。。    

年年年年をををを重重重重ねることはねることはねることはねることは恵恵恵恵みみみみ、、、、神神神神からのからのからのからの贈贈贈贈りりりり物物物物ですですですです。。。。

第三年代第三年代第三年代第三年代はははは、、、、人生人生人生人生のののの稔稔稔稔りのりのりのりの秋秋秋秋、、、、収穫収穫収穫収穫のときのときのときのとき。。。。残残残残

されたされたされたされた人生人生人生人生はははは、、、、自分自分自分自分のののの人生人生人生人生のののの内内内内でででで最良最良最良最良のののの人生人生人生人生でででで

すすすす。。。。

    四旬節四旬節四旬節四旬節    黙想会黙想会黙想会黙想会                    
3333 月月月月 14141414 日日日日    四旬節共同回心式四旬節共同回心式四旬節共同回心式四旬節共同回心式にににに東京神学院東京神学院東京神学院東京神学院のののの松浦松浦松浦松浦信行信行信行信行神父様神父様神父様神父様がががが

来来来来てててておおおお話話話話をしてくださいましたをしてくださいましたをしてくださいましたをしてくださいました。。。。そのまとめとそのまとめとそのまとめとそのまとめと感想感想感想感想をををを何人何人何人何人かかかかのののの方方方方

からからからから戴戴戴戴きましたきましたきましたきました。。。。    

    

松浦神父様講話松浦神父様講話松浦神父様講話松浦神父様講話のののの感想感想感想感想                                            

松浦神父様松浦神父様松浦神父様松浦神父様のののの講話講話講話講話にににに聞聞聞聞きききき入入入入りましたりましたりましたりました。。。。    

今年今年今年今年がががが教皇様教皇様教皇様教皇様のののの定定定定められためられためられためられた司祭年司祭年司祭年司祭年であることからであることからであることからであることから、、、、司祭職司祭職司祭職司祭職にににに関係関係関係関係してしてしてして話話話話をさをさをさをされたれたれたれた。。。。    

司祭司祭司祭司祭はははは主主主主にににに祭儀祭儀祭儀祭儀をををを中心中心中心中心にしてにしてにしてにして        働働働働いているようにいているようにいているようにいているように受受受受けけけけ止止止止められているがめられているがめられているがめられているが        最最最最もももも大切大切大切大切なななな使命使命使命使命はキリはキリはキリはキリ

ストのストのストのストの生生生生きききき方方方方をををを日頃日頃日頃日頃のののの生活生活生活生活のののの中中中中でででで現現現現わしていくことであるわしていくことであるわしていくことであるわしていくことである    

キリストのキリストのキリストのキリストの生活生活生活生活のののの――――つつつつ――――つがつがつがつが        司祭司祭司祭司祭のののの生活生活生活生活としてとしてとしてとして現現現現れるのがれるのがれるのがれるのが本来本来本来本来のののの姿姿姿姿であるであるであるである。。。。    

又又又又キリストキリストキリストキリストはははは司祭職司祭職司祭職司祭職をををを        教会教会教会教会にににに委委委委ねられたことからしてねられたことからしてねられたことからしてねられたことからして        信徒信徒信徒信徒にもにもにもにも司祭職司祭職司祭職司祭職    ((((祭司職祭司職祭司職祭司職))))がががが負負負負わされわされわされわされ

ているているているている    

それはそれはそれはそれは神神神神とととと人人人人とをつなぐとをつなぐとをつなぐとをつなぐ役目役目役目役目        信仰信仰信仰信仰をををを与与与与えられているということえられているということえられているということえられているということ。。。。    

叙階叙階叙階叙階されたされたされたされた司祭司祭司祭司祭はははは        信徒信徒信徒信徒のののの司祭職司祭職司祭職司祭職にににに対対対対してヒントをしてヒントをしてヒントをしてヒントを与与与与えるえるえるえる使命使命使命使命をををを持持持持っているっているっているっている。。。。    

ではではではでは信徒信徒信徒信徒はどのようにしてはどのようにしてはどのようにしてはどのようにして司祭職司祭職司祭職司祭職をををを果果果果たしていけたしていけたしていけたしていけばばばばよよよよいかいかいかいか        どんなどんなどんなどんな観点観点観点観点をををを持持持持てばよいかとてばよいかとてばよいかとてばよいかと問問問問いかいかいかいか

けけけけ、、、、    

少少少少しししし前前前前にににに NHKNHKNHKNHK でででで放映放映放映放映されたドキュメンタリされたドキュメンタリされたドキュメンタリされたドキュメンタリ――――番組番組番組番組をををを紹介紹介紹介紹介されてされてされてされて        5555 つのつのつのつの観点観点観点観点をををを述述述述べられたべられたべられたべられた    

1)1)1)1)日本最大日本最大日本最大日本最大のターミナルのターミナルのターミナルのターミナル        東京新宿東京新宿東京新宿東京新宿をををを中心中心中心中心にににに        犬犬犬犬のののの里親運動里親運動里親運動里親運動をををを呼呼呼呼びかけびかけびかけびかけ実行実行実行実行しているしているしているしている主婦主婦主婦主婦のののの話話話話    

そこにはそこにはそこにはそこには自分自分自分自分のののの都合都合都合都合だけでだけでだけでだけで飼飼飼飼いいいい犬犬犬犬をををを捨捨捨捨ててしまうててしまうててしまうててしまう人間人間人間人間のののの身勝手身勝手身勝手身勝手さがあるさがあるさがあるさがある。。。。    

        命命命命のののの大切大切大切大切ささささ        命命命命とととと向向向向きききき合合合合うといううといううといううという観点観点観点観点    

2)2)2)2)路上生活者路上生活者路上生活者路上生活者のののの生活支援生活支援生活支援生活支援をををを目的目的目的目的にににに始始始始められためられためられためられた雑誌雑誌雑誌雑誌            「「「「ビッグイシュビッグイシュビッグイシュビッグイシューーーー」。」。」。」。そのそのそのその販売員販売員販売員販売員になったになったになったになった元元元元

会社員会社員会社員会社員のあるのあるのあるのある男性男性男性男性のののの孫孫孫孫がおじいさんにがおじいさんにがおじいさんにがおじいさんに        何時何時何時何時でもでもでもでも家家家家にににに戻戻戻戻ってきてねってきてねってきてねってきてね        とととと声声声声をかけていったをかけていったをかけていったをかけていった話話話話。。。。    

        私私私私たちはたちはたちはたちは誰誰誰誰――――人忘人忘人忘人忘れられていないれられていないれられていないれられていない、、、、というというというという観点観点観点観点。。。。    

3)3)3)3)元学生運動元学生運動元学生運動元学生運動のののの活発活発活発活発なななな活動家活動家活動家活動家だっただっただっただった女性女性女性女性がががが        主婦主婦主婦主婦となりとなりとなりとなり平安平安平安平安なだけのなだけのなだけのなだけの生活生活生活生活にににに耐耐耐耐えられずえられずえられずえられず孤独感孤独感孤独感孤独感

にさいなまされてにさいなまされてにさいなまされてにさいなまされて        プラプラプラプラカーカーカーカードをかけてドをかけてドをかけてドをかけて        雑踏雑踏雑踏雑踏のののの中中中中にににに立立立立ってってってって何何何何かをかをかをかを訴訴訴訴ええええ始始始始めためためためた。。。。    

        人人人人はははは社会性社会性社会性社会性をををを持持持持ちちちち続続続続けるというけるというけるというけるという観点観点観点観点    

4)4)4)4)あるあるあるある幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園でのでのでのでの実例実例実例実例        園児園児園児園児たちのたちのたちのたちの細細細細かなかなかなかな        具体的具体的具体的具体的なエピソードをなエピソードをなエピソードをなエピソードを記録記録記録記録していったしていったしていったしていった人人人人。。。。    

        問題解決問題解決問題解決問題解決にはにはにはには非効率非効率非効率非効率なななな        無無無無カともカともカともカとも思思思思えるそんなえるそんなえるそんなえるそんな働働働働きがきがきがきが        多勢多勢多勢多勢にににに良良良良いいいい影響影響影響影響をををを及及及及ぼすぼすぼすぼす。。。。    

5)5)5)5)横浜市寿町横浜市寿町横浜市寿町横浜市寿町のさなぎのさなぎのさなぎのさなぎ食堂食堂食堂食堂でででで働働働働くくくく、、、、苦苦苦苦しいしいしいしい生活体験生活体験生活体験生活体験をををを経経経経たたたた 2222 人人人人のののの料理人料理人料理人料理人とととと        そこにそこにそこにそこに食食食食べにべにべにべに行行行行くくくく路路路路

上生活者上生活者上生活者上生活者のののの話話話話。。。。            人人人人はははは閉閉閉閉じこもらないでじこもらないでじこもらないでじこもらないで        さなぎのさなぎのさなぎのさなぎの様様様様にににに脱皮脱皮脱皮脱皮してゆくものだとのしてゆくものだとのしてゆくものだとのしてゆくものだとの意味意味意味意味でつけたでつけたでつけたでつけた

名前名前名前名前。。。。    

        人間同士人間同士人間同士人間同士のののの交交交交わりのわりのわりのわりの中中中中にににに神神神神とのとのとのとの出会出会出会出会いがあるいがあるいがあるいがある。。。。    

結結結結びのびのびのびの言菓言菓言菓言菓としてとしてとしてとして        司祭司祭司祭司祭職職職職をををを狭狭狭狭いいいい範囲範囲範囲範囲でとらえないででとらえないででとらえないででとらえないで        一一一一人人人人ひとりのひとりのひとりのひとりの生活生活生活生活のののの中中中中にににに司祭司祭司祭司祭職職職職をとらえをとらえをとらえをとらえ        

新新新新しくしくしくしく発見発見発見発見していくことがしていくことがしていくことがしていくことが大切大切大切大切        とととと述述述述べられたべられたべられたべられた。。。。    

    信徒信徒信徒信徒によるによるによるによる宣教宣教宣教宣教がががが広広広広くくくく強強強強くくくく勧勧勧勧められるめられるめられるめられる今今今今のののの時代時代時代時代        召命召命召命召命をををを受受受受けたけたけたけた司祭司祭司祭司祭のののの使命使命使命使命をををを正正正正しくしくしくしく理解理解理解理解しししし        信信信信

徒徒徒徒のののの司祭職司祭職司祭職司祭職をををを今日今日今日今日のののの話話話話のののの様様様様なななな観点観点観点観点からからからから実践実践実践実践していくことができればしていくことができればしていくことができればしていくことができれば        教会教会教会教会はははは現代現代現代現代のののの複雑複雑複雑複雑なななな価値観価値観価値観価値観

のののの存在存在存在存在するするするする社会社会社会社会のののの中中中中にあってもにあってもにあってもにあっても        益益益益々々々々豊豊豊豊かにかにかにかに成長成長成長成長していくしていくしていくしていく可能性可能性可能性可能性をををを持持持持っているとっているとっているとっていると思思思思うううう。。。。    

((((NNNNSSSS))))    
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■■■■ごミサのおごミサのおごミサのおごミサのお説教説教説教説教もももも、、、、あとのあとのあとのあとの講話講話講話講話もきっちりともきっちりともきっちりともきっちりと準準準準

備備備備してわかりやすくしてわかりやすくしてわかりやすくしてわかりやすく工夫工夫工夫工夫をしてをしてをしてをして話話話話してしてしてして下下下下さってうさってうさってうさってう

れしかったですれしかったですれしかったですれしかったです。（。（。（。（SSSS））））    

■■■■大大大大きなおきなおきなおきなお声声声声でのごミサでのごミサでのごミサでのごミサ、、、、黙想会黙想会黙想会黙想会はははは、、、、聴力低下聴力低下聴力低下聴力低下しししし

てきているてきているてきているてきている私私私私にとってにとってにとってにとって、、、、とてもとてもとてもとても嬉嬉嬉嬉しかったですしかったですしかったですしかったです。。。。

絵本絵本絵本絵本とととと聖書聖書聖書聖書とのとのとのとの結結結結びつきでびつきでびつきでびつきで、、、、神神神神はははは何時何時何時何時もももも招招招招いてらいてらいてらいてら

れることれることれることれること、、、、黙想会黙想会黙想会黙想会ではではではでは、、、、司祭職司祭職司祭職司祭職のののの話話話話、、、、司祭司祭司祭司祭はははは神神神神とととと

人人人人とをつなぐとをつなぐとをつなぐとをつなぐ役目役目役目役目でででで、、、、信者一人一人信者一人一人信者一人一人信者一人一人がががが神神神神とととと結結結結ばればればればれ

ることをることをることをることを望望望望むとむとむとむと話話話話されましたされましたされましたされました。（。（。（。（MMMM））））    

    

■■■■松浦神父様松浦神父様松浦神父様松浦神父様のののの張張張張りのあるりのあるりのあるりのある大大大大きなきなきなきな声声声声、、、、ニコニコニコニコニコニコニコニコ笑笑笑笑

顔顔顔顔、、、、わかりやすいわかりやすいわかりやすいわかりやすい話話話話、、、、それだけでもそれだけでもそれだけでもそれだけでも大大大大ききききなななな元気元気元気元気をををを

頂頂頂頂きましたきましたきましたきました。。。。神様神様神様神様とととと我我我我々々々々をつなぐイエスをつなぐイエスをつなぐイエスをつなぐイエス様様様様とのとのとのとの出出出出

会会会会いはいはいはいは、、、、教会教会教会教会のののの中中中中だけではなくだけではなくだけではなくだけではなく、、、、社会社会社会社会のどんなのどんなのどんなのどんな共共共共

同体同体同体同体のののの中中中中にもにもにもにも、、、、あふれているのだとあふれているのだとあふれているのだとあふれているのだと気付気付気付気付かされるかされるかされるかされる

話話話話でしたでしたでしたでした。。。。感謝感謝感謝感謝!!!!    (N(N(N(N・・・・KKKK))))    

■■■■ごミサのごミサのごミサのごミサの中中中中でででで、、、、大大大大きなきなきなきな声声声声でででで「「「「皆皆皆皆さんとともにさんとともにさんとともにさんとともに」」」」

とととと呼呼呼呼びかけられびかけられびかけられびかけられ、、、、私達私達私達私達もももも信頼信頼信頼信頼のうちにのうちにのうちにのうちに「「「「またまたまたまた司祭司祭司祭司祭

とともにとともにとともにとともに」」」」とととと応応応応えながらえながらえながらえながら共同体共同体共同体共同体のののの一致一致一致一致のののの力強力強力強力強さをさをさをさを

感感感感じうれしくなりましたじうれしくなりましたじうれしくなりましたじうれしくなりました。。。。(T)(T)(T)(T)    

寄稿寄稿寄稿寄稿                                            世界世界世界世界のののの教会教会教会教会：：：：カンボジアカンボジアカンボジアカンボジア    

幼幼幼幼きイエスのテレジアきイエスのテレジアきイエスのテレジアきイエスのテレジア    HHHHCCCC    

    皆皆皆皆さまさまさまさま、、、、いかがおいかがおいかがおいかがお過過過過ごしですかごしですかごしですかごしですか？？？？共同体共同体共同体共同体のののの兄弟姉妹兄弟姉妹兄弟姉妹兄弟姉妹としてとしてとしてとして様様様様々々々々なななな形形形形でででで FondacioFondacioFondacioFondacio のののの活動活動活動活動をををを

支支支支えてくださっているえてくださっているえてくださっているえてくださっている皆様皆様皆様皆様にこのにこのにこのにこの場場場場をおをおをおをお借借借借りしりしりしりし御礼申御礼申御礼申御礼申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。現在現在現在現在、、、、青年養成青年養成青年養成青年養成のためののためののためののための

会議会議会議会議とととと研修研修研修研修のためマレーシアにのためマレーシアにのためマレーシアにのためマレーシアに滞在中滞在中滞在中滞在中ですですですです。。。。アジアのアジアのアジアのアジアの青年養成青年養成青年養成青年養成のののの司牧司牧司牧司牧にににに携携携携わってわってわってわって一年一年一年一年、、、、アジアジアジアジ

アのアのアのアの教会教会教会教会・・・・人人人人々々々々にににに出会出会出会出会うううう機会機会機会機会にににに恵恵恵恵まれましたまれましたまれましたまれました。。。。今回今回今回今回はははは大阪教区大阪教区大阪教区大阪教区のののの姉妹教区姉妹教区姉妹教区姉妹教区であるカンボジアであるカンボジアであるカンボジアであるカンボジア

のののの教会教会教会教会をををを紹介紹介紹介紹介させていただきますさせていただきますさせていただきますさせていただきます。。。。    

    2009200920092009 年年年年 2222 月月月月、、、、ラオスのラオスのラオスのラオスの訪問訪問訪問訪問をををを終終終終ええええ、、、、カンボジアへカンボジアへカンボジアへカンボジアへ移動移動移動移動。。。。ラオスとカンボジアはメコンラオスとカンボジアはメコンラオスとカンボジアはメコンラオスとカンボジアはメコン川川川川

沿沿沿沿いのいのいのいの同同同同じじじじ文化圏文化圏文化圏文化圏、、、、国国国国のののの様子様子様子様子もももも同同同同じじじじ程度程度程度程度とととと思思思思っていましたっていましたっていましたっていました。。。。しかししかししかししかし、、、、街並街並街並街並みみみみ、、、、時時時時のののの流流流流れれれれ、、、、そそそそ

してしてしてして教会教会教会教会にはいわゆるにはいわゆるにはいわゆるにはいわゆる開発前開発前開発前開発前（（（（ラオスラオスラオスラオス）、）、）、）、開発後開発後開発後開発後（（（（カンボジアカンボジアカンボジアカンボジア））））のののの違違違違いがみいがみいがみいがみられましたられましたられましたられました。。。。長長長長

年年年年にわたるにわたるにわたるにわたる内戦内戦内戦内戦、、、、1979197919791979 年年年年にポル・ポトにポル・ポトにポル・ポトにポル・ポト政権政権政権政権がががが崩壊崩壊崩壊崩壊したしたしたした後後後後のののの長長長長くくくく続続続続いたいたいたいた内戦内戦内戦内戦。。。。1990199019901990 年代年代年代年代のののの

平和平和平和平和のののの再建再建再建再建へのへのへのへの歩歩歩歩みとみとみとみと国際的国際的国際的国際的なななな政治経済政治経済政治経済政治経済へのへのへのへの干渉干渉干渉干渉。。。。多多多多くのくのくのくの外国資本外国資本外国資本外国資本がががが流流流流れれれれ込込込込みみみみ、、、、急激急激急激急激なななな開発開発開発開発

がががが進進進進められましためられましためられましためられました。。。。日本日本日本日本ののののＯＤＡ（ＯＤＡ（ＯＤＡ（ＯＤＡ（政府開発機構政府開発機構政府開発機構政府開発機構））））のマークもいたるところにのマークもいたるところにのマークもいたるところにのマークもいたるところに（（（（箱箱箱箱モノがモノがモノがモノが多多多多

いいいい…………）。）。）。）。    

    教会教会教会教会もももも例外例外例外例外ではなくではなくではなくではなく、、、、国際社会国際社会国際社会国際社会からのからのからのからの支援支援支援支援のののの波波波波がががが。。。。多多多多くのくのくのくの修道会修道会修道会修道会がががが学校教育学校教育学校教育学校教育、、、、医療医療医療医療をををを中心中心中心中心

にににに宣教宣教宣教宣教をををを進進進進めめめめ、、、、外国宣教会外国宣教会外国宣教会外国宣教会によってによってによってによって建建建建てられたてられたてられたてられた新新新新しいしいしいしい学校学校学校学校・・・・医療施設医療施設医療施設医療施設がががが目目目目にににに留留留留まりますまりますまりますまります。。。。教教教教

会会会会のスタイルやのスタイルやのスタイルやのスタイルや典礼典礼典礼典礼にはインカルチュレーションのにはインカルチュレーションのにはインカルチュレーションのにはインカルチュレーションの意識意識意識意識がががが強強強強くくくく感感感感じられますじられますじられますじられます。。。。床床床床にににに座座座座るるるる生活生活生活生活

スタイルにあったおスタイルにあったおスタイルにあったおスタイルにあったお御堂御堂御堂御堂とととと低低低低いいいい祭壇祭壇祭壇祭壇にはにはにはには仏教寺院仏教寺院仏教寺院仏教寺院でででで見見見見られるようなられるようなられるようなられるような香香香香とととと花花花花がががが飾飾飾飾られていまられていまられていまられていま

すすすす。。。。心心心心ひかれたのはひかれたのはひかれたのはひかれたのは木彫木彫木彫木彫りのりのりのりの聖母子像聖母子像聖母子像聖母子像。。。。カンボジアのカンボジアのカンボジアのカンボジアの民族衣装民族衣装民族衣装民族衣装をまとったマリアはをまとったマリアはをまとったマリアはをまとったマリアは菩薩菩薩菩薩菩薩やややや観観観観

音音音音のようなのようなのようなのような姿姿姿姿。。。。アジアのアジアのアジアのアジアの微笑微笑微笑微笑みをたたえたまなざしにみをたたえたまなざしにみをたたえたまなざしにみをたたえたまなざしに吸吸吸吸いいいい込込込込まれましたまれましたまれましたまれました。。。。    

    私私私私のののの訪問目的訪問目的訪問目的訪問目的はプノンペンはプノンペンはプノンペンはプノンペン教区教区教区教区でででで青少青少青少青少年司牧年司牧年司牧年司牧をリードするをリードするをリードするをリードする青年青年青年青年 2222 名名名名のフォローアップのフォローアップのフォローアップのフォローアップ。。。。カカカカ

ンボジアンボジアンボジアンボジア人人人人のののの司祭司祭司祭司祭・・・・修道者修道者修道者修道者がががが少少少少ないないないない中中中中でのでのでのでの彼彼彼彼らのらのらのらの果果果果たすたすたすたす役割役割役割役割はははは重要重要重要重要でででで、、、、教区教区教区教区のののの期待期待期待期待もももも大大大大きいきいきいきい

ことがことがことがことが感感感感じられましたじられましたじられましたじられました。。。。フィリピンでのフィリピンでのフィリピンでのフィリピンでの一年一年一年一年のののの養成養成養成養成をををを終終終終えてえてえてえて、、、、国国国国にににに戻戻戻戻ったったったった彼彼彼彼らにはすでにらにはすでにらにはすでにらにはすでに、、、、

青少年司牧部門青少年司牧部門青少年司牧部門青少年司牧部門のポストのポストのポストのポスト、、、、オフィスオフィスオフィスオフィス、、、、必要必要必要必要なななな機材機材機材機材がががが用意用意用意用意されていましたされていましたされていましたされていました。。。。いくつものいくつものいくつものいくつもの小教区小教区小教区小教区

をををを駆駆駆駆けけけけ回回回回りりりり、、、、青年青年青年青年のためののためののためののための活動活動活動活動・・・・養成養成養成養成をををを行行行行っていますっていますっていますっています。。。。あるあるあるある村村村村ではではではでは彼彼彼彼らのらのらのらの実施実施実施実施するアクティするアクティするアクティするアクティ

ビティにビティにビティにビティに中高生中高生中高生中高生がががが 100100100100 人人人人ほどほどほどほど集集集集まりますまりますまりますまります。。。。最後最後最後最後になりましたがになりましたがになりましたがになりましたが一人一人一人一人のののの青年青年青年青年（（（（青年司牧奉仕青年司牧奉仕青年司牧奉仕青年司牧奉仕

者者者者））））のののの証言証言証言証言をををを紹介紹介紹介紹介いたしますいたしますいたしますいたします。。。。どうぞどうぞどうぞどうぞカンボジアのカンボジアのカンボジアのカンボジアの人人人人々々々々のためのためのためのためにおにおにおにお祈祈祈祈りくださいりくださいりくださいりください。。。。    

「僕の国では 1975-79 年、国民 180 万人が殺されました。今、新しい命・生活を再建して

います。僕のような普通の人間に何ができるのだろう。夢はカンボジアの若者、特に貧しい人々

を育てること。1 年の養成プログラムを受け、必要な知識とスキル、そして信仰の基盤を身につ

けることができました。今、僕は「人々に希望を与える」という夢をかなえようとしています。」 



きたすまきたすまきたすまきたすま 4444    

 

    

中川神父様中川神父様中川神父様中川神父様はははは御復活祭御復活祭御復活祭御復活祭のあとサバティカルにのあとサバティカルにのあとサバティカルにのあとサバティカルに入入入入られますられますられますられます。。。。離任離任離任離任のののの言葉言葉言葉言葉をいただきましたをいただきましたをいただきましたをいただきました。。。。    

神戸西神戸西神戸西神戸西ブロックブロックブロックブロック、、、、特特特特にににに垂水小教区垂水小教区垂水小教区垂水小教区とととと北須磨小教区北須磨小教区北須磨小教区北須磨小教区にににに関関関関わりわりわりわり８８８８年年年年がががが過過過過ぎぎぎぎ、、、、このこのこのこの春春春春、、、、このこのこのこの地地地地をををを

離離離離れますれますれますれます。。。。このこのこのこの間間間間、、、、心心心心にににに強強強強くくくく残残残残ったひとつのことはったひとつのことはったひとつのことはったひとつのことは、、、、亡亡亡亡くなっていったくなっていったくなっていったくなっていった人人人人々々々々とのとのとのとの濃密濃密濃密濃密なななな時間時間時間時間

ですですですです。。。。    

毎年毎年毎年毎年１０１０１０１０人以上人以上人以上人以上のののの葬儀葬儀葬儀葬儀をしましたをしましたをしましたをしました。。。。わずかわずかわずかわずか一度一度一度一度のののの出会出会出会出会いだったいだったいだったいだった人人人人、、、、数数数数ヶヶヶヶ月月月月あるいはあるいはあるいはあるいは数年数年数年数年、、、、

病床病床病床病床をををを訪訪訪訪ねたねたねたねた人人人人。。。。年齢年齢年齢年齢やややや病状病状病状病状あるいはあるいはあるいはあるいは背景背景背景背景はははは様様様様々々々々でしたがでしたがでしたがでしたが、、、、死死死死にににに臨臨臨臨むむむむ大切大切大切大切なななな時時時時のののの断片断片断片断片をををを共共共共にににに

過過過過ごせごせごせごせ、、、、そのそのそのその方方方方々々々々のののの「「「「いのちいのちいのちいのち」」」」にににに少少少少しししし触触触触れれれれ、、、、それはとてもそれはとてもそれはとてもそれはとても濃密濃密濃密濃密なななな時間時間時間時間でしたでしたでしたでした。。。。このこのこのこの地地地地にににに来来来来てててて

最初最初最初最初のののの１１１１～～～～２２２２年年年年、、、、このようによいこのようによいこのようによいこのようによい時間時間時間時間をををを共共共共にしてにしてにしてにして親親親親しくなったしくなったしくなったしくなった方方方方々々々々がみんながみんながみんながみんな居居居居なくなったなくなったなくなったなくなった

（（（（亡亡亡亡くなったくなったくなったくなった）、）、）、）、ととてもさびしかったことをととてもさびしかったことをととてもさびしかったことをととてもさびしかったことを思思思思いいいい出出出出しますしますしますします。。。。    

任地任地任地任地にににに８８８８年年年年とととと長期長期長期長期間間間間すごすのはすごすのはすごすのはすごすのは初初初初めてでめてでめてでめてで、、、、赤赤赤赤ちゃんがちゃんがちゃんがちゃんが小学生小学生小学生小学生、、、、小学生小学生小学生小学生はははは大学生大学生大学生大学生、、、、そしてそしてそしてそして、、、、

大学生大学生大学生大学生はははは親親親親になりになりになりになり、、、、そのそのそのその時間時間時間時間のののの重重重重さにさにさにさに驚驚驚驚きききき、、、、そのそのそのその時時時時をををを一緒一緒一緒一緒にににに過過過過ごせごせごせごせ有有有有りりりり難難難難くくくく、、、、感謝感謝感謝感謝していましていましていましていま

すすすす。。。。色色色色々々々々なななな交交交交わりのわりのわりのわりの暖暖暖暖かさをかさをかさをかさを、、、、このこのこのこの地地地地でででで頂頂頂頂きましたきましたきましたきました。。。。ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。    

中川中川中川中川    明明明明    

    

    

2010201020102010 年年年年４４４４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 

月日時月日時月日時月日時    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    

４４４４････１１１１((((木木木木) 20) 20) 20) 20 時時時時    

聖木曜日聖木曜日聖木曜日聖木曜日    
Fr.Fr.Fr.Fr.セグラセグラセグラセグラ    KMKMKMKM    TKTKTKTK    

    
KNKNKNKN    

KSKSKSKS    
１１１１,,,,４４４４地区地区地区地区    

YYYY・・・・KKKK    

((((洗洗洗洗))))OAOAOAOA    
洗足式洗足式洗足式洗足式    

４４４４････２２２２((((金金金金)20)20)20)20 時時時時    

聖金曜日聖金曜日聖金曜日聖金曜日    
Fr.Fr.Fr.Fr.中中中中    川川川川    TMTMTMTM    TKTKTKTK    

    

        
KTKTKTKT    

MSMSMSMS    

    
OOOO・・・・NNNN    

((((洗洗洗洗))))OAOAOAOA    
    

４４４４････３３３３((((土土土土)20)20)20)20 時時時時    

復活徹夜祭復活徹夜祭復活徹夜祭復活徹夜祭    
FrFrFrFr。。。。昌昌昌昌    川川川川    IRIRIRIR    YSYSYSYS    

            

HKHKHKHK    

((((南南南南))))    

①①①①MAMAMAMA    

②②②②MSMSMSMS    
１１１１,,,,４４４４地区地区地区地区    

KKKK・・・・YYYY    

((((洗洗洗洗 OAOAOAOA    
    

４４４４････４４４４((((日日日日)10)10)10)10 時時時時    

復活復活復活復活のののの主日主日主日主日        
FrFrFrFr｡｡｡｡中中中中    川川川川    HMHMHMHM    YSYSYSYS    

MSMSMSMS    

((((北北北北))))    

①①①①AYAYAYAY    

②②②②KSKSKSKS    

３３３３,,,,６６６６B,B,B,B,７７７７    

地区地区地区地区    

NNNN・・・・OOOO    

((((洗洗洗洗))))OAOAOAOA    
    

４４４４････11(11(11(11(日日日日))))９９９９時時時時    

復活節第復活節第復活節第復活節第２２２２主日主日主日主日    
FrFrFrFr｡｡｡｡セグラセグラセグラセグラ        TYTYTYTY    TKTKTKTK    

IRIRIRIR    

((((南南南南))))    

①①①①IRIRIRIR    

②②②②KTKTKTKT    

３３３３,,,,６６６６B,B,B,B,７７７７    

地区地区地区地区    

YYYY・・・・KKKK    

((((洗洗洗洗))))OAOAOAOA    
    

４４４４････18(18(18(18(日日日日))))９９９９時時時時    

復活節第復活節第復活節第復活節第３３３３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｡｡｡｡セグラセグラセグラセグラ    

    

((((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    

NYNYNYNY    

    ((((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））））    

OOOO・・・・NNNN    

((((洗洗洗洗))))OAOAOAOA    
    

25252525 周年記念周年記念周年記念周年記念ミサミサミサミサ    

４４４４････25(25(25(25(日日日日)11)11)11)11 時時時時    

復活節第復活節第復活節第復活節第４４４４主日主日主日主日    

    

池長大司教池長大司教池長大司教池長大司教    

FrFrFrFr。。。。松浦松浦松浦松浦    

FrFrFrFr．．．．セグラセグラセグラセグラ    

FrFrFrFr．．．．ｸｸｸｸﾚﾆｭﾚﾆｭﾚﾆｭﾚﾆｭ    

KMKMKMKM    YSYSYSYS    

    

①①①①YTYTYTYT    

②②②②BBBBRRRR    

子供子供子供子供・・・・青年青年青年青年    

大人大人大人大人    

５５５５地区地区地区地区    

KKKK・・・・YYYY    

((((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))))    

        MMMM    

献堂献堂献堂献堂 25252525 周年記念周年記念周年記念周年記念オルガンオルガンオルガンオルガン演奏会演奏会演奏会演奏会    4444････25(25(25(25(日日日日)10)10)10)10 時時時時    始始始始めのごめのごめのごめのご挨拶挨拶挨拶挨拶    IRIRIRIR    ((((司会司会司会司会))))YSYSYSYS    ((((演奏演奏演奏演奏))))OYOYOYOY    



きたすまきたすまきたすまきたすま    5555    

 

恵恵恵恵みのうちにみのうちにみのうちにみのうちに――――    「「「「聖書聖書聖書聖書リレーリレーリレーリレー通読通読通読通読のつどいのつどいのつどいのつどい」」」」10101010 回目回目回目回目をををを終終終終えましたえましたえましたえました    

    

    寒寒寒寒のののの戻戻戻戻りのりのりのりの寒寒寒寒さがやっとさがやっとさがやっとさがやっと過過過過ぎたようなぎたようなぎたようなぎたような 3333 月月月月 13131313 日日日日、、、、1111００００回目回目回目回目のののの    「「「「聖書聖書聖書聖書リレーリレーリレーリレー通読通読通読通読」」」」をををを終終終終

えることができましたえることができましたえることができましたえることができました。。。。パウロパウロパウロパウロ年年年年をとっくにをとっくにをとっくにをとっくに過過過過ぎてぎてぎてぎて、、、、やっとパウロのやっとパウロのやっとパウロのやっとパウロの書簡書簡書簡書簡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。。。。    

    ――――区切区切区切区切りついたところでりついたところでりついたところでりついたところで、、、、初回初回初回初回からからからから何何何何をををを読読読読んできたかんできたかんできたかんできたか――――度度度度まとめてみましたまとめてみましたまとめてみましたまとめてみました。。。。    

                                                                                                                                                                                                                                                                        

第 1 回   '06/03   詩編 

第 2 回   '06/12   イザヤ書 

第 3 回   '07/05   使徒言行録 

第 4 回   '07/12   エゼキエル書 

第 5 回   '08/05   ローマ人への手紙 

第 6 回   '08/12   コリント人への手紙  Ⅰ 

第 7 回   '09/01   コリント人への手紙  Ⅱ 

第 8 回   '09/06   ガラテア・エフェソ・フィリピ人への手紙 

第 9 回   '09/10   コロサイ・テサロ二ケⅠ,Ⅱ・テモテⅠ,Ⅱ 

第 10 回 '10/03   テトス・フィレモン・ヘブライ人への手紙 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

''''００００8888～～～～''''００００9999 とととと少少少少しししし早足早足早足早足でしたのでしばらくでしたのでしばらくでしたのでしばらくでしたのでしばらく休憩休憩休憩休憩してしてしてして、、、、神父様神父様神父様神父様のののの助言助言助言助言・ご・ご・ご・ご指導指導指導指導をいただいてをいただいてをいただいてをいただいて、、、、    

待降節頃待降節頃待降節頃待降節頃にはまたにはまたにはまたにはまた集集集集まりたいとまりたいとまりたいとまりたいと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。皆皆皆皆さまぜひごさまぜひごさまぜひごさまぜひご参加参加参加参加くださいくださいくださいください。。。。((((世話係世話係世話係世話係))))    

    

 

    

    
    

    

    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    

    

 

 

 

 

 

 

    

・・・・北須磨教会献堂北須磨教会献堂北須磨教会献堂北須磨教会献堂 25252525 周年記念式典周年記念式典周年記念式典周年記念式典    

 4444 月月月月 25252525 日日日日((((日日日日))))    

            記念記念記念記念ミサミサミサミサ 11:0011:0011:0011:00～～～～池長大司教池長大司教池長大司教池長大司教をををを迎迎迎迎えてえてえてえて    

        オルガンオルガンオルガンオルガン演奏会演奏会演奏会演奏会 10:0010:0010:0010:00～～～～小榑由布子小榑由布子小榑由布子小榑由布子さんさんさんさん    

            祝賀会祝賀会祝賀会祝賀会･パーティ･パーティ･パーティ･パーティ    12:3012:3012:3012:30～～～～    

    

・・・・信徒総会信徒総会信徒総会信徒総会    

    4444 月月月月 18181818 日日日日((((日日日日) ) ) ) ミサミサミサミサ後後後後        

編編編編    集集集集    後後後後    記記記記    

花便花便花便花便りがりがりがりが聞聞聞聞こえこえこえこえるというのにるというのにるというのにるというのに凍凍凍凍えるよえるよえるよえるよ

うなうなうなうな日和日和日和日和ですですですです。。。。きたすまきたすまきたすまきたすま 81818181 号号号号をおをおをおをお届届届届けけけけ

しますしますしますします。。。。BrBrBrBr のののの言言言言われるわれるわれるわれるようにようにようにように｢｢｢｢歳歳歳歳をををを重重重重ねねねね

ることがることがることがることが人生人生人生人生のののの実実実実りりりり、、、、神神神神のののの恵恵恵恵みみみみ｣｣｣｣となとなとなとなっっっっ

ているているているているかかかか反省反省反省反省させられさせられさせられさせられますますますます。。。。わたしのわたしのわたしのわたしの人人人人

生生生生もももも「「「「きたすまきたすまきたすまきたすま」」」」もももも教会共同体教会共同体教会共同体教会共同体もももも、、、、、、、、    

信徒信徒信徒信徒のののの司祭職司祭職司祭職司祭職ととととはははは何何何何かかかか、、、、松浦神父様松浦神父様松浦神父様松浦神父様のおのおのおのお

話話話話はははは簡明簡明簡明簡明でしたでしたでしたでした。。。。一歩一歩行動一歩一歩行動一歩一歩行動一歩一歩行動にににに移移移移してしてしてして

いかなければといかなければといかなければといかなければと思思思思いますいますいますいます。。。。春春春春ですですですです、、、、色色色色々々々々

なものがなものがなものがなものが新新新新しくなりますしくなりますしくなりますしくなります。。。。新新新新たなたなたなたな歩歩歩歩みをみをみをみを

始始始始めましょうめましょうめましょうめましょう。。。。                    （（（（KJHKJHKJHKJH））））    

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    

3/93/93/93/9（（（（火火火火））））朝朝朝朝からからからから冷冷冷冷たいたいたいたい雨雨雨雨がががが降降降降りりりり、、、、底冷底冷底冷底冷

えのするえのするえのするえのする一日一日一日一日。。。。そんなそんなそんなそんな中中中中、、、、春休春休春休春休みみみみ中中中中のののの神戸神戸神戸神戸

大学大学大学大学のののの若若若若いいいい学生学生学生学生さんさんさんさん達達達達のおのおのおのお手伝手伝手伝手伝いはとてもいはとてもいはとてもいはとても

うれしいうれしいうれしいうれしいものものものものでしたでしたでしたでした。。。。さすがにさすがにさすがにさすがに出足出足出足出足はははは悪悪悪悪くくくく

120120120120 名程名程名程名程でしたでしたでしたでした。。。。    

これまでおじさんこれまでおじさんこれまでおじさんこれまでおじさん達達達達というというというという総称総称総称総称でこのでこのでこのでこの炊炊炊炊

きききき出出出出しししし便便便便りをおりをおりをおりをお届届届届けすることがけすることがけすることがけすることが多多多多かったのかったのかったのかったの

ですがですがですがですが、、、、どのどのどのどのおじさんもおじさんもおじさんもおじさんも今今今今ここにここにここにここに生生生生きていきていきていきてい

るるるる命命命命をををを輝輝輝輝かせているかせているかせているかせている瞬間瞬間瞬間瞬間があることがあることがあることがあること、、、、そんそんそんそん

なななな神神神神さまのさまのさまのさまの実実実実りをりをりをりを見見見見るるるる時私時私時私時私たちもたちもたちもたちも慰慰慰慰められめられめられめられ

豊豊豊豊かにされることをおかにされることをおかにされることをおかにされることをお伝伝伝伝えしてこのシリーえしてこのシリーえしてこのシリーえしてこのシリー

ズをズをズをズを終終終終えたいえたいえたいえたいとととと思思思思いますいますいますいます。。。。がががが、、、、これからもこれからもこれからもこれからも

おじさんおじさんおじさんおじさん達達達達とのとのとのとの関関関関わりはわりはわりはわりは続続続続きますきますきますきます。。。。おおおお一人一人一人一人

おおおお一人一人一人一人のののの尊厳尊厳尊厳尊厳をををを大切大切大切大切にしながらにしながらにしながらにしながら祈祈祈祈りのうちりのうちりのうちりのうち

にににに向向向向きききき合合合合っていきたいとっていきたいとっていきたいとっていきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

    次回次回次回次回はははは 4/134/134/134/13（（（（火火火火））））ですですですです。。。。花花花花のののの頃頃頃頃でしょでしょでしょでしょ

うかうかうかうか。。。。NNNN さんさんさんさんのチョッとしたのチョッとしたのチョッとしたのチョッとした一言一言一言一言ではじまではじまではじまではじま

ったこのったこのったこのったこの炊炊炊炊きききき出出出出しししし便便便便りりりり、、、、長長長長いいいい間間間間おつきあいおつきあいおつきあいおつきあい

下下下下さいましてありがとうございましたさいましてありがとうございましたさいましてありがとうございましたさいましてありがとうございました。。。。    

（（（（TMHTMHTMHTMH））））    

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 



 

 

  

    


