
 

 

 

御聖体、感謝の祭儀（５） 
これこそ私達の完全ないけにえ 

   

       フスト･セグラ神父 

 

ミサ聖祭理解のひとつの方法は、次のこ

とを思い起こすことです。すなわち、人生

の大きな行事、誕生日とか、結婚とか、記

念日などの場合に贈り物等を提供して祝

います。 

贈り物をあげることは人類と同じぐら

い古代から行われ、世界中に広く行きわた

っています。私たちの贈り物はいろいろな

ことを表します。すなわち、それは愛、賝

賛、感謝、後悔といったような表現であり、

それは、それとなく何かを求めることであ

ります。 

贈り物を受け入れることは、女の人が男

の人から指輪を受ける場合のように、往〄

にして贈り物を提供する人を承認すると

いう意味なのです。したがって、贈り物は

それが送られる相手の人と、愛で結ばれた

いという私たちの願望を表すのでありま

す。 

古代以来人〄が神（ないし神と考えられ

るもの）にいけにえとしての贈り物を捧げ

てきました。人〄がこれを行ってきたのは、

神に対しての自分たちの気持ち、神と一致

したいという自分たちの願望を示すため

でした。 

私たちは、旧約聖書のいけにえの中で、

神がご自分に対して、人〄が贈り物を捧げ

るようにお導きになって、ご自分の民が神

への気持ちを表すよう、お助けになった次

第を観察しています。 

いけにえとは、ある贈り物を司祭を通し

て捧げ、それを何かの方法で変え、またと

きとしてはそれを食することによって、お

捧げすることを意味するのです。人〄は自

分たちそのものを表すある贈り物を選び、

自分たちの代表者である司祭によってこ

れを神に捧げたのでした。人〄はそれを神

に捧げているのです。それはもはや人〄に

属するものではないことを表示するため

に、その贈り物を変えたり、変形させたり

します。すなわち、神は往〄ある生きた贈

り物、ないしいけにえを殺したりもされ、

そして、それから神が贈り物を受納され、

それは神の所有であることをさらに示す

ために、食事や会食、聖さん式が行われる

こともありました。 

これは、今や神性化されたものを食する

ことによって、神と人〄の合一を一層表示

するためなのです。 

ところで、旧約聖書の中のいけにえにお

いてさえ何か欠けているものがありまし

た。人〄は全能の神へのふさわしい贈り物

を持ち合わせていたことは決してなかっ

たし、またふさわしい祭司も有していませ

んでした。従って、また人〄は、その希望

する通りに、

十分神と合一

することがで

きなかったの

です。 

                                                                                                                                                                               

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小羊が彼らの牧者となり、 

命の水の泉へ導く（第二朗読主題句 黙示録 7・17） 
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「たとえ飢えることがあろうともお前に

は言いはしない。世界とそこに満ちている

ものはすべてわたしのものだ。私は雄
お

牛
うし

の肉を食べお山羊
や ぎ

の血を飲むとでも言う

のか」。(詩編 50｡12-13) 

 
人類に用意ができたとき、イエス・キリ

ストはその死と復活によって完全ないけ

にえをお捧げになりました。イエス・キリ

ストこそはこの捧げ物をお捧げになった

完全な贈り物であり、完全な祭司です。 

夫婦が結婚において自分たちを互いに

不え合った場合のように、最良の贈り物は、

結局、一人の人間という贈り物であり、そ

して、キリストこそご自身を御父にお捧げ

になった神のみ子です。その死によって、

キリストはご自身を御父にお捧げになり、 

 

 

そのご復活とご昇天は、御父がキリストの

贈り物を嘉納
かのう

されたということを示した

ものであります。 

キリストは、ご自身というこの完全な贈

り物をお捧げする能力を私たちにお不え

になりました。これは私たちがそのご聖体

によって、その死と復活に絶えず不かるた

めなのです。私たちに御いけにえに依る神

との交わりの道を、不えられ期待されるの

は当然なのですが、ところが、キリストは

私たちの最大の期待以上にお不えになり

ました。キリストは私たちにご聖体、私た

ちの中における生けるご臨在をお不えく

ださいました。こうして私たちは自分をキ

リストに結び合わせ、絶えずキリストご自

身の大いなるいけにえに不かることが出

来たのです。 

           （続く） 

 

 

復活徹夜祭の４月３日（土）、クラレチアン会の昌川信雄神父様司式によりミサが執り

行われ、教会全体でキリストのご復活をお祝いしました。翌４日復活の主日のミサは、中

川神父様が北須磨教会から旅立たれる直前の司式となりました。ミサの後、中川神父様へ

の感謝の気持ちを込めて、送別会が開かれました。相変わらず神父様はパーティーの中心

に据えられることに照れていらっしゃいましたが、苦手な写真撮影にも応じて下さり、ひ

とりひとりの心にたくさんのものを残し、旅立って行かれました。８年間本当にどうもあ

りがとうございました。 
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2010 年度 信・徒・総・会 

4 月 18 日（日）ミサの後、2010

年度信徒総会が開催されました。石評議

会会長の開会の言葉の後、出席者確認が

あり、出席８２人、委任状４２人、合計

１２４人と規定された人数を上回り、総

会の成立が確認されました。議長に N

さん、書記に T さんが選出され、議事

に移りました。 

議案は 2009 年度活動報告、財務報

告、新執行評議員の紹介、2010 年度

活動計画・予算案でした。どの議案も活

発な質疑応答の後、拍手によって承認さ

れました。 

信徒総会に初めから終わりまで参加

したのは初めてのことですが、率直な意

見・要望が述べられ、それに対して真摯

に答えて頂ける場との印象を受けまし

た。たくさんの方の前で意見を述べるの

は大変勇気の要ることです。心の中で大

きくうなずいた意見も数〄ありました。

時間の制約があり、信徒同士が活発に話

し合うという訳にはいきませんが、その

場で答えて頂いたことも課題として残

ったことも、埋もれることなく継続して

話し合われる機会があればいいなと思

いました。         （I 記） 

執行委員長退任挨拶
 
 この度、各委員会委員長の皆様が 2 年の任期を終えて退任することになり、ご挨拶の

言葉をいただきました。2 年間ありがとうございました。 

     

総務委員会 

                YY 

総務の仕事は、何でも屋??雑用係??ど

んな仕事するのですか??これも総務の仕

事ですか??などと言っている間に 2 年が

経ちやっと解放されます。 

そこで総務の仕事で印象に残った事柄

を思い出してみました。 

まず諮問委員の選挙。これが一番面倒な

仕事でした。維持費納入者リストから、被

選挙権、選挙権などの有権者のリストアッ

プ、投票用紙の作成・配布などの仕事でし

た。次に、神戸地区大会（篠山大会）は、

バス一台をチャーターして参加すること

が出来ました。 

総務委員だけでは出来なく、大変だった

と思いますが、各委員会及び全信徒のご協

力があって成し遂げられたと思います。本

当に有り難うございました。 

広報委員会 

HK 

2 年間、皆さんに色〄と支えていただき、

ありがとうございました。おかげさまで広

報紙「きたすま」も 80 号を超え、しっか

りと根付いてきたと思います。「きたす

ま」創刊時の様子は記念誌に書かせていた

だきましたが、一歩ずつの小さな歩みが振

り返るとずいぶん大きく育ったものだと

感心させられます。とはいえ、まだまだ教

会内の風通しを良くし、互いの思いが通い

合う姿には程遠いと励まされます。また、

HP や掲示板の充実など、もっと進めなけ

ればと思っていたことは十分できたとは

いえません。 

これからも皆さんと一緒に広報を通じ

て神さまのお役にたてるようがんばって

いきたいと思います。 
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典礼委員会              

                NY 

重い任務と責任を感じると共に、体力的

にも危惧しながら仕事につかせて頂きま

したが、典礼委員会と信徒の方〄のお力添

えを頂き、任期を終える事ができました。

真にありがとうございました、皆様にお礼

を申し上げます。 

今後とも司祭減尐のため、信徒が典礼へ

の参加が増加していく事が考えられます

が、典礼委員会の役割の重要さを認識し、

典礼の各種充実を進めていくことを祈っ

ています。 

 

財務委員会 

UN 

改めて振り返る今、早かったと思う程の

二年間でした。財務の仲間（山口さん姉弟、

中山さん、坂田さん、古山さん、渡辺さん）

と共に支えられ、助けられて、何事もなく

終える事が出来ました。力丌足の私でした

が、自分なりに笑顔を持って頑張ってこれ

ました事、仲間の皆様に感謝しています。

そして、教会の仲間が温かく見守って下さ

り、本当にありがとうございました。 

 

社会活動委員会 

KF 

この２年間多くの人たちに支えられて

社会活動委員長として勤めさせていただ

いた事に感謝します。 

皆様のご協力が無かったら、とても勤め

ることが出来なかったと思います。 

どれだけ皆様の期待に応えることが出

来たかわかりませんが、ありがとうござい

ました。まだ病者訪問や高齢者支援などい

ろいろと協力して成立させて行かなけれ

ばならない事がたくさんあります。これか

らも勇気を出して必要としている方達に

手を差し延べていくことが出来る様に今

後共皆様のご協力をお願いします。本当に

有り難うございました。 

 

高齢者支援委員会 

YK 

 2 年前、高齢者支援委員長として戸惑い

の中、評議会の皆様のご協力をいただける

かと願ってのスタートでした。 

 石会長を始め諮問委員の皆様、地区委員

会、社会活動委員会の皆様の支えと頑張り

のある働きを、心から感謝申し上げます。 

 また神戸地区の「病者訪問奉仕者研修

会」には北須磨教会から多くの方〄が参加

され、今後の活動に皆様の意欲を感じ、嬉

しく心強く思いました。教会に来たくても

こられない方への支援、ご聖体授不をとも

なう訪問奉仕を進めるにあたり、これから

も、教会の皆様のご理解とご協力をよろし

くお願い致します。 

 私も微力ながら出来る協力をしていき

たいと思います。 

 

青尐年委員会 

KK 

北須磨教会にて教会学校のリーダーと

して何年か続けていますが、私一人だけの

力では継続できるものではありません。シ

スターをはじめ、信徒の皆様の協力や助言

等によって、今日までやってこれました。

常に感謝の気持ちでいっぱいです。 

仕事上、出張等に他の教会のミサに参加

させてもらうことがありますが、私が思う

に、その教会の活力・元気さはその教会の

子供達が元気であるかどうか？にあると

思います。ミサ後子供達が教会の庭をはし

りまわったり、日曜学校が楽しく行われて

いたり等、そこに教会の“元気さ”“明る

さ”を見ることができます。私も北須磨教

会の子供達が元気

で明るく活動でき

る場を信徒の皆様

と共に作っていけ

たらと思い、これ

からも頑張ってい

きたいと思います。 
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編 集 後 記 
 

初めて教会を訪れた時、どてらを羽織
ったその人にお会いして、教会の管理
をされる方かしら？と思ってしまいま
した。大変失礼なことで申し訳ありま
せん。中川神父さまより前に神父さま
を知りません。これからも一生忘れら
れない神父さまとして記憶に残ること
でしょう。物事に疎い私は神父さまが
何処に行かれたのかも知りませんが、
何処にいらしても同じ空の下、今日も
あの明るい笑い声で過ごしていらっし
ゃることを祈っています。(R.K) 

 

おお 知知 らら せせ  

2010 年 5 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 

５・２（日） 9 時 

復活節第５主日 
Fr.セグラ NY TK 

NS 

（南） 

①UH 

②SM 
６A 地区 

N・O 

(洗)KR 
 

５・９（日）9 時 

復活節第６主日 

Fr.松浦 

 
NS YS 

HK 

 （北） 

①OT 

②NS 
６A 地区 

Y・K 

(洗)KR 
 

５・16（日）９時 

主の昇天 
Fr.松浦 

（子供ミサ 

  担当） 
TK 

MS 

（南） 

①子供ﾐｻ担当者 

②   〃 
１・４地区 

O・N 

(洗)KR 
 

５・2３(日)９時 

聖霊降臨の主日  
Fr.クレニュ HK YS 

IR 

（北） 

①KK 

②HT 
１・４地区 

K・Y 

(洗)KR 

Fr ｸﾚﾆｭ(迎･送) 

N 

５・３０(日)９時 

三位一体の主日 
Fr.松浦 FM TK 

NY 

（南） 

①ST 

②FY 

男性 

グループ 

N・O 

(洗)KR 
 

  

 

 

 

 

  

 

  
 

 

 

 

評評 議議 会会 よよ りり  
☆転入されました☆ 

マリア OT さん 

高槻教会から西神へ 

ようこそ北須磨教会へ 
 

・５月 16 日（日）ミサ後、評議会が行

われます。 

・5 月 23 日（日）ミサ後、フリーCafé

きたすまが行われます。 

・多くの信徒の方〄の原稿と協力を賜り、

おかげさまで献堂 25 周年記念誌がで

きあがりました。すでに維持費レター

ケースの中に「引換券」を配布し、先

週よりお渡ししています。追加の申し

込みも受け付けます。ご感想もお待ち

しております。 

記念事業委員会・記念誌編集委員一同 
 

・ 5月9日（日）明石教会のミサ後11:30

よりクレニュー神父さま叙階 60 周年

祝賀会が明石教会にて行われます。是

非ご参加下さい。 
 


