
 

 

 

御聖体、感謝の祭儀（６） 
私たちの契約に依る食事 

         フスト セグラ神父 

キリストはご自分の死の前夜、最後の晩

さんというお食事によって、私たちにその

死と復活に、絶えず、与かる偉大な方法を

お与えになりました。 

 

コリントの信徒への第一の手紙 11｡23-26 

「 わたしがあなたがたに伝えたことは、

わたし自身、主から受けたものです。す

なわち、主イエスは、引き渡される夜、

パンを取り、 感謝の祈りをささげてそれ

を裂き、「これは、あなたがたのための

わたしの体である。わたしの記念として

このように行いなさい」と言われました。

また、食事の後で、杯も同じようにして、

「この杯は、わたしの血によって立てら

れる新しい契約である。飲む度に、わた

しの記念としてこのように行いなさい」

と言われました。だから、あなたがたは、

このパンを食べこの杯を飲むごとに、主

が来られるときまで、主の死を告げ知ら

せるのです」。 

 

この出来事を理解するには、私たちはこ

の食事が奴隷の身分と死から、神の民の救

済を記念するために食された、あの過越の

祝いであったことを、シナイ山での神のイ

スラエルのいにしえのご計画を思い起こ

す必要があります。 

 

ユダヤ人たちはこの過越の食事をする

度に、来るべき新しい過越、新しい救済、

新しい解放への新しい脱出を待ち望んだ

のでした。キリストに依る私たちのあがな

いは死からいのちへの、この世から天の御

父に至るキリストの偉大なる新しい過越

だったのです。そして、キリストは、最後

の晩さんという過越の食事をなさること

によって、私たちのあがないをお始めにな

ったのです。 

 

キリストは過越の食事に一つの新しい

力と、新しい意味をおつけになりました。

キリストはこれをご自分に従う信徒たち

が、その死と復活に実際に与かることが出

来るようになされたのです。 

 

「これはわたしの体である。この杯はわ

たしの血における新しい契約である」とい

う御言葉によって、キリストはパンとブド

ウ酒をご自分の御体と御血に変化された

のであり、すなわちこれこそご聖体の秘跡

なのです。このパンとブドウ酒は、依然と

してその形色ではパンとブドウ酒であり

ながら、今やキリストご自身となったので

す。キリストは、新しい仕方で、パンとブ

ドウ酒の形色のもとにいまや現存された

のです。それは単にご自身の御体であるだ

けでなく、パンの形色のもとに現存なさる

のは全的生けるキリストなのであり、ブド

ウ酒の形色のもとに現存なさるのは全的

生けるキリストなのです。 

 

このパンはその翌日、使徒たちのために、

死において与えられることになるご自分

のおん体だったのであり、その杯は、その

新しい契約を制定するために、その翌日流
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されることになるご自分の御血だったの

であります。「これは私の体である、この

杯は私の血である」という御言葉によって、

キリストは最後の晩さんにおいて、その血

まみれの死と復活を、神秘的であるが、現

実的になされたのです。それは最後の晩餐

の翌日の聖金曜日と復活祭の日曜日に起

こることになる出来事の予告だったので

した。 

 

キリストがその人たちと、あの旧の契約

を記念したこの食事をなされたとき、ご自

分がまもなく始めようとされた、この新し

い契約を念頭におかれていたのです。その

時、キリストは、モ－セが生贄をささげ、

動物の血をふりまいて旧の契約を神とと

りきめたように、この新しい契約を始める

ために聖金曜日にいけにえとして、その御

血をお流しになったのです。旧約最大の行

事が食事によって祝われていたように、キ

リストはこの食事を、その生涯と人類全史

にわたる、この最大の行事を祝う大祝典と

なされたのでした。（続く） 

 

 

評議会執行委員･病者訪問聖体奉仕者派遣式 
 

 

5 月 30 日（日）、北須磨教会の「評

議会執行委員(各委員会委員長)」と「聖

体奉仕を伴う病者訪問奉仕者」の派遣

式がミサの中で行われ、各委員会から

選出された 8 人の委員長と 3 回の研

修コースを終えた15人の奉仕者が松

浦神父様の温かい励ましの言葉と祝

福で派遣されました。 

各委員会の委員長さんはこれから2

年間、各委員会をリードする中で評議

会の一員として教会運営に奉仕され

ます。また「聖体奉仕を伴う病者訪問奉

仕者」は病者、高齢者を訪問する中でご

聖体を届けるという大切な役割を担っ

てくださいます。 

病者訪問は派遣された方でなくとも

出来ますが、ご聖体を持っていくことは

できません。派遣されたこれらの方〄が

その役割を豊かに果たせるよう皆で祈

り支えましょう。 
 

 

 

 写真 片山さんから 2 枚 
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おお 知知 らら せせ  

 

 
 

平成 22 年 4 月復活節 

満開だった桜も葉桜となり いつのまにか青葉若葉に風薫る季節を迎えています。 

新緑の息吹を受けて希望をもってお過ごしのことでしょう。 

聖ヴィンセンシオの愛徳姉妹会は 2009 年 9 月 27 日から 2010 年 9 月 27 日までを両創立者帰

天 350 年の記念として祝っております(聖ヴィンセンシオ・ア・パウロ:1660 年 9 月 27 日没、聖ル

イズ・ド・マリヤック:同年 3 月 15 日没)。 

この記念の年に当たり、私どもは両創立者の精神を称え、受け継いでいくことに励んでおります。そ

のため 出来るだけ多くの方〄に両創立者の生涯や会の精神を知っていただきたいと願っております。 

つきましては 9 月 25 日 (土)午後 1 時からカトリック神戸中央教会をお借りして、閉幕の感謝ミサ

を捧げることになりました。是非この式典にご参加下さり、祈り、交わり、喜びのひと時を共にしてい

ただきたいと存じます。 

詳しいことは追ってお知らせいたしますので、9 月 25 日を予定に入れてくださいますように、お願

い申し上げます。神戸中央教会は 400 人以上入れますので、万障お繰り合わせの上、お友達もお誘い

してお越しください。お待ちいたしております。 

〒655-0046  神戸市垂水区舞子台 8・20・1 

聖ヴィンセンシオの愛徳姉妹会 

両創立者帰天 850 周年記念実行委員  Sr.藤本 

 連絡先  神戸: 078-782-2734 

                         大阪; 06-6691-8738 

       和歌山: 073-422-9838 

 

 

2010 年７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 

7・4（日） 9 時 

年間第 1４主日 
Fr.セグラ KM YS 

NY 

（北） 

①YY 

②YK 

3・6B・7 

地区 

Y・K 

(洗)O 
 

7・11（日）9 時 

年間第 1５主日 

Fr.松浦 

 
TM TH 

NS 

 （南） 

①AN 

②UN 
５地区 

O・N 

(洗)O 
 

7・18（日）９時 

年間第 1６主日 
Fr．松浦 

(子供ミサ 

  担当） 
KK 

HK 

（北） 

①子供ﾐｻ担当者 

②   〃 

(子供ミサ 

担当者） 

K・Y 

(洗)O 
 

7・25(日)９時 

年間第 1７主日 
Fr.クレニュ TY YS 

MS 

（南） 

①AM 行 

②KS 
６A 地区 

N・O 

(洗)O 

F r ｸ ﾚ ﾆ ｭ

(迎 ･送 ) 

N 

典礼委員会ではミサのご奉仕をしてくださる方の委員会への参加をお待ちしています。 
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評 議 会 よ り 

委 員 会 よ り 

 

 

 

２０１１年６月５日（日）開催される神戸地区信徒大会（海星女学院）の 

実行委員を次のお二人が引き受けて下さいました。 

KK さん（２地区）、IR さん（４地区） 

皆さんのご協力もよろしくお願いします。 

 

 

 

<高齢者委員会> 
６月１７日梅雨の合間の晴れたひとときに恵まれ、松浦神父様と共にささげ

る感謝のミサで麦の穂会を始めました。この会は階段を上るのが大変な方も増

えてきているので一階の会議室で行ないます。 

 御聖体拝領の時は神父様が一人一人のところへお持ち下さいます。 

 ミサ後はお手伝いの方〄の心こもったサンドイッチと野菜スープの昼食を

いただきながら、神父様、シスターの御兄弟姉妹の事、また参加された皆さん

の兄弟関係の話で盛り上がりました。ある方は１０人また９人とさすが昔は大

勢の御兄弟姉妹に恵まれた様です。 

 今回の参加者はお手伝い、送迎のボランティアを含め２７名でした。帰られ

る時に「楽しい会でした」「教会で集まれるのは嬉しいです」「ごちそう様で

した」という声をいただき、喜びのうちに終える事ができました。 

 

＜社会活動委員会＞ 

平和について考える時，八月… 

  広島を訪ねてみませんか？ 
 

 今年は小型バス(24人乗り)で往復、広島で1泊というプランを考えました。 

 <行程>(案) 

8 月 5 日 8:00 頃 名谷出発   

               広島到着後  平和公園内モニュメントなど見学 

       17:45  平和公園内 原爆供養塔前で“祈りの集い” 

             その後記念聖堂まで平和行進 

       18:00 記念聖堂での“祈りの集い” 

       19:30 平和祈願ミサ 

  8 月 6 日  8:00 平和公園での記念式典に参加 

       12:00 頃 広島出発(帰神)の予定 

<費用>(見込)  交通費往復 1 人 8000 円程度 

      宿泊    １人 5000 円程度 詳しくは後日案内状で。 

皆様お誘い合わせの上、ご参加ください。お待ちしています。 

お申し込みは 7 月 18 日（日）までに金田・永井までよろしくお願いします。                  

ご一緒に 
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世界のキリスト教会では、7 月第 2 日曜日を 「船員の日」として船員のために祈る日と定めています。 

 

船員さんに感謝 ～船員さんを訪ねよう! 
 

◆船員のことを思い起こしてください 
   生活のほとんどが輸出入、つまり船員たちの働きに頼っているにもかかわら
ず、わたしたちはほとんど船員のことを意識せずに生活しています。「船員の日」
をきっかけに、船で働く船員たちのことを思い起こしてください。 
◆港でのつかの間の憩い 
   船員にとってつかの間の港での停泊がオアシスです。必要なものを買い、家
族と電話で話し 、教会に行って祈る。船に司祭を招いてミサをすることもあり
ます。そうしたことが船員のオアシスでのささやかな幸せです。 
◆オアシスのサポートが AOS の役割です 
   そのオアシスをサポートするのが AOS の活動です。船員と―緒に語り 、―
緒に祈る。そんな小さな出会いが船員には大きな喜びなのです。 
◆船員訪問のすすめ 
   みなさんは病床訪問や―人暮らしの高齢者を訪問していますね。それと同じ
ように、AOS のメンバ―は船を訪問しています。その週の「聖書と典礼」や祈
りのカードなどを持って。必要であれば司祭に連絡して船でのミサを手配します。
皆さんの教会の近くの港でも船員訪問する人が男女を問わず必要です。 
◆どれでも結構です。協力をお願いします。 
    ①「船員の日」のミサのなかで、船員に感謝し、彼らの安全を祈り、彼らの

家族の平安を祈ってください。 
    ② AOS で企画している「研修会」に参加し、AOS の活動を知ってくださ

い。 
    ③ AOS のメンバーとも相談して、船員に配る小さなプレゼントを用意し 

てください。 
    ④ AOS のメンバーのために祈ってください。そして AOS を支える活動 

を広げてください。 
（2010 年「船員の日 」メッセージより一部抜粋） 

                  日本カトリック難民移住移動者委員会   委員長 谷 大二 
 
今年は７月１０日(土)に、カトリック神戸中央教会、神戸港周辺で「船員司牧セ
ミナーin 神戸」を開催します。神戸港・海員センターの概要と訪船活動につい
ての講演や船員さんの体験談、港めぐり&海員センター訪問の現地学習を通し、
あまり知られていない船員さんたちの状況を、少しでもわかって頂きたいと思い、
企画しました。ぜひお出かけください。お待ちしています。 
(AOS 神戸港：シスター加藤喜美子 078-707-4832) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集後記 
 ようやく梅雨入り、落ち着かない天気が続いています。「きたすま」も様々な原稿で少し
変わったレイアウトになりました。参議院選挙も始まり、政権交代のその後を問う大きな選

択の時です。北須磨教会でも様々な動きが始まっています。一つ一つの働きが神さまのみ

旨に沿うものとなりますよう、祈りつつ。(K.J.H) 



 
 

 

 


