
 

 

 

はじめまして  

         松浦 謙神父 

 このたび神戸西ブロックの担当司祭と

して赴任しました松浦謙です。この紙面を

借りて自己紹介をさせていただきます。 

 1955 年 4 月 1 日東京生まれ。9 人兄

弟の 4 番目。10 歳のとき神戸市長田区に

引っ越したので所属は兵庨教会でした。

27 歳のとき司祭を志願し神学校に参りま

した。6 年の勉学の後、1988 年 3 月 21

日に变階。ですから神父になって今年で

22 年ということになります。こちらに来

るまで 8 年間、岸和田地区いずみブロック

の宣教チームメンバーでした。 

 なぜわたしが神父になろうと思ったか、

その動機を書いてみたいと思います。实は、

わたしは神学校に行く前、5 年間、神戸市

の小学校の教諭をしていました。舞子公園

に桜が咲くころ、東舞子小学校新卒の先生

として赴任したのが 33 年前です。明石海

峡や淡路島、須磨の海岸など懐かしい場所

です。实はこの公立の小学校の先生として

働いたことはわたしにとって自分の司祭

への召命の道を踏み出すきっかけになり

ました。こどもたちが将来、生きていくう

えで丌可欠の知識や能力を身につけさせ

る教育の仕事はやりがいがあります。でも、

教職を何年か続けていくうちに、他の何よ

りも大切なことを伝えたい。すなわち、す

ばらしい神様がおられ私たちをこよなく

愛しておられること、その愛を信じていき

ていくこと。これこそ一番大切なんだとい

うことを直接、こどもたち皆に気づかせて

あげたいと思ったのです。わたしは大学時

代も、就職してからもずっと教会学校のリ

ーダーとしてお手伝いをしていたのです

が、いっそ自分が神父になれば日曜日だけ

でなく四六時中その仕事ができるじゃな

いか？そんなことを半分冗談のように考

えはじめました。そしてわたしが教師にな

って 4 年目に、すでに神学校に行っていた

悟郎兄（現在大阪の補佐司教）がカテドラ

ルで变階されました。その姿を見て、わた

しも兄にならって神父になろうと本気で

思い、決心しました。 

 神父になっていろいろな仕事がはじま

りました。もちろん山あり谷あり、壁にぶ

ちあたり、困難もつらい試練の時もありま

した。それでもわたしを呼んでくださった

方はすばらしい。とりわけ同じ信仰をもつ

人〄を通して实感することができました。

私自身の家族をはじめ、司祭の友人や仲間

たち。そして共に働いてくれる教会の信徒

の方たちやシスターたち、青年たち、陰で

祈ってくださっているすべての人、みんな

から支えられ、助けられ、父である神様の

くださる恵みを人〄と分かち合うことが

できました。そのよろこびはわたしが想像

していたことをはるかに越えるものでし

た。本当に感謝です。これからもわたしに

ゆだねられた仕事を自分なりにはたして

いきたいと思っています。 

 最後に、わたしの趣味について。ギター

やピアノをひいたり歌ったりするのがと

にかく大好きです。コーラスに参加したり、

仲間とバンドを組んだり。兄弟と一緒にビ

ートルズナンバーを演奏したこともあり

ます。もうひとつはサイクリングです。40

代のとき、5 年間栃木県の那須高原のガリ

ラヤの家という所で神学生の初年度養成

の仕事をしました。山あいにあり、森に囲

まれ、牧場や畑があり空気もきれいで、環
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境は申し分ありませんでした。けれども、

いちばん近くのコンビニまで４キロ以上

あるという实に丌便な場所でした。移動手

段はもっぱら自転車だったので、乗り回し

ているうちにやみつきになりました。暑い

夏のさなかに１週間かけて東京から神戸

までこいで帰ったこともあります。さすが

に今は無謀なことはしませんが教会間の

移動に、時には自転車を使おうかなと考え

ています。 

 大阪教区はすべてブロック化されまし

た。１教会に１人の司祭という司牧スタイ

ルは次第に過去のものとなりつつありま

す。共同宣教司牧チームの一人として、こ

れからわたしにどのような働きができる

か未知数ですが、パートナーのセグラ神父

様、協力司祭のクレニュー神父様と、そし

て信徒の皆さんと話し合い、祈りあいなが

ら共に歩んでまいりたいと思っています。

どうぞよろしくお願いします。 

新新 委委  員員  長長  挨挨  拶拶 
 
本年 4 月より 2 年の任期で各委員会の委員長が選出されました。信徒の役割が重要となってくる中、活

動の中心となって働いてくださる新委員長に挨拶と抱負をお寄せいただきました。 
 

地区委員会 ＡＹ 

この度地区委員長を仰せつかりましたが

何もわからぬままお受けしたような事で

色〄とご迷惑をおかけする事かと思います

が前任者の伊藤様の足跡を汚さぬように心

がけ、又副委員長のＴにサポートしていた

だきながらこれからの 2 年間私なりに精一

杯頑張らせていただきますので皆様の温か

いご支援、ご協力の程よろしくお願いしま

す。 

 

青尐年委員会 ＹＳ 

今期から青尐年委員会を担当することと

なったＹＳです。 

今年は 10 月 17 日（日）明石教会で堅信

式が有ります。堅信式の準備、教会学校、

中高生の集まりを重点的に活動出来ればと

考えています。毎年のことですが、教会学

校、中高生等のリーダーが丌足しています。

お手伝いいただける方は、山本まで連絡願

います。 

今年の行事予定。 

・10 月 17 日（日）堅信式（明石教会） 

・7 月 17 日（土）～19 日（月） 

教会学校キャンプ（北須磨教会） 

・8 月 7 日（土）～8 日（日） 

中高生キャンプ（豊岡教会） 

・8 月 20 日（金）～22 日（日） 

侍者錬成会 

皆様の支援よろしくお願いします。 

 

財務委員会 ＹＲ 

今回２回目の財務委員長を任命されまし

た。尐しは教会の財務処理について理解で

きてきましたが、信者の方のご理解や、財

務委員のご協力を得て運営できることと思

っております。どうぞ宜しくお願いいたし

ます。 

財務委員会の仕事は、信徒の方の大切なお

金を扱うので、間違いが無いよう明朗会計

に努め、情報開示に努めたいと思っており

ます。 

また財務の手伝いをして頂ける方募集致

します。ミサ後３０分くらいの時間帯です。

お手伝い頂ける方どうぞお声をお掛けくだ

さい。宜しくお願い致します。 

 

広報委員会 ＩＲ 

教会のこともよく知らない私が評議会に

参加させて頂くのは大変申し訳なく、場違

いな気がしています。何かをお引き受けす

る時はいつも「そこで修行しなさい」と言

われているのだと思うことにしています。

必ず何か意味があるのだと。 

まわりのみなさまにご迷惑おかけするこ

とがたくさんあるかもしれませんが、わか

らないことはまわりの方に伺いながら、自

分に出来ることを精一杯やらせて頂きたい

と思います。よろしくお願い致します。 
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総務委員会 ＴＩ 

総務委員会の主な活動は、次の4つです。 

①転出入など信徒台帱の整備、管理。②神

戸地区墓地委員会への参画。③一斉掃除な

ど、近隣町内会との連絡、調整。④教会施

設や備品の維持管理、保守点検、補充。 

教会の様〄な活動が円滑に進めることが

できるよう、環境を整備するのが大きな役

割です。年間を通じて委員を募集中です。

皆様のご協力をよろしくお願いします。 

 

典礼委員会 ＫＴ 

典礼委員丌足のため、何もわからずに引

き受けてしまい大役が回ってまいりまし

た。 

委員としてお仕事をさせていただくう

ち、自分の未熟さを知り、回りの方〄に教

え助けていただき、どれほど支えられてい

るかを痛感しています。自分自身の勉強の

ためにも、この2年間典礼のことを学び、

知り、行うという努力をしたいと思います。

力丌足ですが、皆様の慈しみと憐みに支え

られていると信じております。25 周年を

迎えた北須磨教会の人〄の心に、自然に喜

びの信仰が、キリストの平和の現存が満ち

あふれていくならば、こんなに嬉しいこと

はありません。 

 先日黙想指導においでくださった昌川

神父様が、『(北須磨の)ミサの中の賛美が

元気で素晴らしい』と喜んでておられまし

た。賛美する民に創造されていることを聖

書で学びました。日〄の現实の生活の中で

も、主を喜びたたえながら、試練の時も主

は私と共におられると信頼して、皆様と協

力しながら務めたいと思っております。 

 

高齢者支援委員会 ＳＭ 

今度で三回目の登板になります。これま

で高齢者の方〄と関わる機会をいただき

ましたが、いつもわたしの方がたくさんの

喜びと感謝、祈りのすばらしさを教えてい

ただきました。昨年の神戸地区の病者訪問

の養成コースには、当教会から一番多くの

参加者がありました。これからの二年間、

関心の高い方〄と小教区の活動がよりよ

い方向で動き出せるようになればと願っ

ています。（あまり出来のよくないパン種

に何かできるのかなーと呟いています。） 

 

社会活動委員会 ＮＹ 

人の後を静かについて行くのが大好き

な私には何とも落ち着かない場所に立た

されてしまったなという思いがしていま

す。 

先日金田さんより渡された引き継ぎの

書類も、ずっしり重く肩にのしかかってい

ますが、このお荷物、いやこのお宝を壊す

ことなく大事に大事に、次の方にバトンタ

ッチ出来ればと思っています。ご協力よろ

しくお願い致します。 

 

 
前号でお伝えできなかった地区委員長の退任の

あいさつです。 

 

退任あいさつ 

地区委員会 ＩＭ 

地区委員長に決まった時は、正直言って

「他に出来る方がおられるのになぜ私な

の」と我身に起きた丌運を嘆いていました

が、良く考えるとこれ迄教会からの恵みを

受ける側ばかりにいて、奉仕を充分してい

ないことに気付かされました。 

生涯最後の奉仕の機会を頂いたのなら

頑張ろうと言う気持ちになりましたが、慣

れない事も多く行き届かない私に忠告や

協力を沢山の方〄からして頂き助けられ

ながら任期を終えることができました。 

 この奉仕を通して今の教会の事情も良

くわかり、多くの方〄とより親密になれた

こと、いろいろと学ばせて頂いたことは、

私にとってプラスに働き成長させて頂い

たと、丌満を持ちながら始めた仕事が今、

感謝をもって次の方にお渡し致したいと

思います。 
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献堂２５周年記念式典 
 

4 月 25 日（日）、北須磨教会の献堂２５周年記念式典が行われました。ＫＹさん演奏によるオルガン記念演奏会、池

長大司教様司式による 25 周年記念ミサ、25 周年記念祝賀会の３部の構成でした。今までお世話になった懐かしい神父

様方を始めとして多くの出席者を迎え、喜びと感謝の一日となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
レオ池長大司教様によるオルガンの祝別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   カトリック加古川教会オルガニスト ＫＹさんの記念演奏 

 

 

祝 
 

祝 
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 池長大司教様、セグラ神父様、松浦神父様、元主任司祭のペンケレシュ神父様の共同司式ミサ 

 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

      池長大司教様の発声で乾杯 

 

 

 
多くの出席者で盛況の祝賀会 
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クレニュー神父様が变階６０周年を迎えられ、

お祝いの祝賀会が明石教会にて行われました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 年６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 

６・６(日) 9 時 

キリストの聖体 
Fr.セグラ ＨＭ ＹＳ 

ＮＳ 

（北） 

①ＴＴ 

②ＭＮ 

男性 

グループ 

Ｙ・Ｋ 

(洗)ＴＹ 
 

６・13(日)9 時 

年間第 11 主日 
Fr.松浦 ＭＴ ＴＫ 

ＨＫ 

（南） 

①ＴＩ 

②ＭＳ 
２地区 

Ｏ・Ｎ 

(洗)ＴＹ 
 

６・20(日)９時 

年間第 12 主日 
Fr.松浦 

（子供ミサ 

担当） 
ＹＳ 

ＭＳ 

（北） 

①子供ﾐｻ

担当者 

②   〃 

2 地区 
Ｋ・Ｙ 

(洗)ＴＹ 
 

６・27(日)９時 

年間第 13 主日 
Fr.クレニュ ＭＳ ＴＫ 

ＩＲ 

（南） 

①ＭＪ 

②ＹＫ 

3・6B・7 

地区 

Ｎ・Ｏ 

(洗)ＴＹ 

Fr.ｸﾚﾆｭ(迎･送) 

Ｋ 
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おお 知知 らら せせ  

 

 

 

  献堂２５周年 

評議会会長 ＩＲ 

４月２５日の献堂２５周年の御祝いは、私

達信徒が御招きした方〄と、喜びを共にす

る事が出来た素晴らしい式典でした。これ

は一部の人の努力や動きでなされた事では

なく、大司教様のメッセージにもあったよ

うに、北須磨教会全員がそれぞれの立場で

良く準備し、心を合わせて取り組んだ結果、

もたらされたものです。 

昨年の総会でのオルガン購入決定と、２５

周年記念誌の記事収集開始により、動きだ

した準備作業でしたが、大司教様の参加に

伴う式次第やミサ典礼を準備すると共に、

教区関係者や北須磨で連絡の途絶えている

信徒へもお知らせする計画が進められまし

た。 

祝賀会当日の豊かに並んだ料理と飲み物

や会場の準備と飾り付けには、色〄と工夫

がなされ、参加者の称賛を受けていました

が、当日の受付けや会場の整理も乱れなく

整然と式が進められたのは何よりと思って

います。 

大司教様からの祝別を受けて、御披露目が

行われたオルガンも素晴らしい演奏で楽し

ませていただきましたし、青尐年活動の新

しい動きとして明石教会との交流も行われ

たりしました。中でも特に嬉しかったのは、

私達を指導して来て下さった歴代の神父様

方より、御祝いと励ましの言葉を頂いた事

ではないかと思います。 

祝賀会終了時には会場やゴミの後片付け

も、全員が参加してすっきり終了させる事

が出来、北須磨教会が持っているしっかり

したパワーを感じました。 

４月に入って、御復活祭、信徒総会に続い

て大きな行事の連続で、関係者には大変な

御苦労をお掛け致しましたが、このように

大きな喜びの中で御祝いが出来た事を皆さ

ま一人一人に感謝申し上げます。お疲れ様

でした、そして有難うございました。 

委員会活動への参加を！ 
小教区の福音宣教を推進するため信徒は

尐なくとも一つ以上の委員会に入っていた
だかなくてはいけません。各委員会の活動
内容などを近〄ロビーに掲示します。みな
さんどこかの委員会に入って、北須磨教会
を一緒に育てていきましょう。 

 
フリー Caféきたすま 

５月の評議会で当面２ヶ月に一回（奇数月
实施）のペースにする事になりました。 

 

 

 

 
＜社会活動委員＞ 

シナピス学習会～神戸地区～ 
テーマ「在エジプト・ヘブライ人のモーセ
と在日・韓国・朝鮮人の私～寄留者の苦し
みを体験させる神～」 
日時 6 月 19 日（土）１４：００～ 
場所 たかとり教会 聖堂 
講師 林 和則神父（大阪大司教区司祭 
社会活動センター シナピスセンター長） 
 

＜地区委員会＞ 
献堂２５周年祝賀パーティには前任の地

区委員の方〄を始め、多くの皆様のご協力
のお陰で、予想以上ににぎやかで楽しいパ
ーティができ、心から感謝申し上げます。
沢山の素敵に調理された食材やケーキ等で
テーブルを飾っていただき、皆様の熱い心
がひしひしと感じられました。また、予算
も大幅に削減させる事が出来ました。今後
とも、どうぞよろしくご協力お願い申し上
げます。 

 

 

 
☆転入されました☆ 

クララＭＫさん、ヨハネＯＨさん、 
パウロ大ＯＨさん、マリアＯＴさん 

高槻教会から西神へ 
 

☆信仰講座☆ 
信仰講座「共に歩む旅」 
第 2・第 4 木曜午前 10 時～どなたでも 

評評 議議 会会 よよ りり
 

評評 議議 会会 よよ りり   

委委 員員 会会 よよ りり
 

評評 議議 会会 よよ りり   
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