
 

 

 

悲しむ人になぐさめを 
松浦 謙神父 

 
最近、いろいろな場で歌われ、また聞か

れるようになった「千の風になって」とい
う歌をご存知の方も多いと思います。「わ
たしのお墓の前でなかないでください。そ
こにわたしはいません。眠ってなんかいま
せん。千の風に。千の風になってあの大き
な空を吹きわたっています。秋には光にな
って畑にふりそそぐ。冬はダイヤのように
きらめく雪になる。朝は鳥になってあなた
を目覚めさせる。夜は星になってあなたを
見守る。わたしのお墓の前でなかないでく
ださい。そこにわたしはいません。死んで
なんかいません。千の風に 千の風になっ
てあの大きな空を吹き渡っています。千の
風に 千の風になってあの大きな空をふ
きわたっています。あの大きな空をふきわ
たっています」（新井満訳詩） 

愛する人、家族や友人をなくした人は、
この歌を聴いて本当に慰められます。この
歌はひとつの真理を思い起こさせるので
す。亡くなった人はこの世に存在しなくな
ったのではない。今も生き続ける。今まで
以上にわたしの身近にいる・・・。 

最近、病人の方も多く、高齢化に伴い、
亡くなられる方も増えてきました。わたし
たちは、愛する人を亡くした遺族の方たち
に、何をしてあげられるでしょうか。その
深い悲しみや喪失感、心の嘆きにどう向き
合えばよいのでしょうか？ 

わたしたち信仰者は、人の死という現実
に対して、なおも確かな希望を持ち続ける
ことができます。神様の慈しみに信頼し、
亡くなった兄弟を神の愛にゆだねること
ができる。『千の風になって』には、愛す
る人は墓に眠っているのではないという
メッセージがありますが、わたしたちは、
それをさらにこえて「信じるものはキリス
トと共に復活し永遠に生きる」という力強
い聖書のみことばをいただいています。こ
の信仰にもとづいて天に召された方とそ

の家族の慰めのために祈ることは教会の
とても大切な役割です。 

キリシタン時代の教会には「みぜりこる
でぃあ（慈悲）の組」という奉仕グループ
がありました。マタイの福音に「あなたが
たはわたしが飢えていたときに食べさせ、
渇いていたときに飲ませ、裸だったときに
着せ、病気のときに見舞い、牢にいたとき
に訪ねてくれた」（マタイ 25:35）という、
王であるキリストが父の国に正しい人々
を迎え入れるときに言われる言葉があり
ます。敬虔なキリシタンたちはこのみこと
ばに従い、窮乏している人々に食べ物を不
え病人を見舞うなどの奉仕活動を行いま
した。特筆すべきは、これらに加えて「死
者を葬る」ということを自分たちのもっと
も重要な働きのひとつにしていたという
点です。旧約聖書のトビト記に記されてい
ますが、正しい信仰の人トビトが進んで行
っていた善業のうちに「死者を葬る」とい
う行いがありました。今のわたしたちの教
会にあてはめるなら、これは葬儀のことで
す。死者を手厚く葬り遺族のために祈ると
いうことは、わたしたちのできる最も尊い
奉仕のひとつなのです。 

教会の人々の心のこもった葬儀（弔問、
通夜、追悼ミサ、告別式など）は愛する人
を亡くした方たちに大きな慰めと心の癒
しをもたらすでしょう。
わたしたちは、できるだ
け葬儀の集いに参加し
て、故人とご遺族のため
に祈ってあげましょう。
悲しみの中にあっても
永遠の命と復活を信じ
るわたしたちの祈りは
きっと多くの人に慰め
と希望をもたらすでし
ょう。 

                                                                                                                                                                               

ききたたすすまま                    
 

上にあるものを求めよ。そこには、キリストがおられる。 
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７月１７日（土）～７月１９日（月） 

 

キャンプの思い出 

リーダー ＫＫ 

 

今年のキャンプは、早くから明石教会の

リーダーとの話し合いで、合同で行うと計

画していました。そのためか例年より準備

もスムーズに進行していた様に思ってい

ましたが、北須磨の子供達の参加が今まで

以上に少ない事にびっくりしました。初め

のうちは“中止”まで考えていましたが、

今年は明石教会のリーダーや子供達とい

っしょにキャンプを楽しもうと計画して

 

 

いたので、続行して行いました。初めて北

須磨教会に来た子供達、中には教会のミサ

に初めて参加してくれたお友達もいまし

た。みんなで協力して楽しいキャンプを作

りあげ、たくさんの思い出を持って帰るこ

とが出来たと思います。 

今回の大勢の子供達の中で、お食事のお手

伝い、子供達の遊び相手等、たくさんの信

徒のみなさまのご協力に心から感謝いた

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日曜学校キャンプ 

ＴＭ（小６） 

 

 今回の教会学校のキャンプは明石教会

の人達と一緒にしました。今回初めてきも

だめしをして少し怖かったです。最初北須

磨の人が少ないし、明石の人と友達になれ

るか心配だったけど、明石の人と仲良くで

きてよかったです。水の卙物館に行けなく 

 

 

て残念だけど、ほかのことはかなりたのし

めてよかったです。海で泳ぐとき海の水が

けっこうきたなかったのでそんなに泳ぎ

ませんでした。さいごにビンゴで二回もあ

たってよかったです。さいごまでのこれな

かったけど明石教会の人達と高校生の人

と仲良くなれてとてもたのしかったです。 
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キャンプの感想 

ＹＴ 

 

ぼくはこのキャンプにきてすごくよか

ったな～と思いました。いろんな人に出あ

いました。友だちのわがひろがりました。

さいしょははずかしくてあまり話すこと

ができませんでした。でも明石の子は、こ

んなぼくに話しかけてくれました。とても

うれしかったです。みんなとちょっとずつ

仲よくなってきてよかった～と思いまし

た。キャンプのプログラムでぼくが一番た

のしかったのは BBBIIINNNGGGOOO です。みんなと一

番たのしめたからです。なにも当たらなく

ても…やってるだけでたのしいからです。

ぼくはまたまたいいけいけんをさせても

らいました。 

ありがとうございました。 

明石教会より 

ＯＭ 

 

今年の春にＫさんとキャンプについて

話をする機会があり、合同でやらないかと

提案がありました。私は賛成し準備を進め

ました。 

丌安だらけでしたが、北須磨の方々をは

じめ多くの方々の協力で無事に二泊三日

過ごせました。参加してくれた子供達、子

供たちの面倒をみてくれた高校生達、食事

を用意してくれた大人の方々、全員に心か

ら感謝しています。 

キャンプ中みんなのたくさんの笑顔を

いただきました。特に北須磨の子供と過ご

せた事は大きなお恵みだと思います。子供

たちが教会に集まれば、神様はお恵みをく

ださると信じていて良かったです。丌安の

中準備を進められたのはその気持ち一つ

だけでした。 

キャンプの思い出は子供達の心にいっ

ぱい詰まってますので是非聞いてあげて

下さい。 

これからも素敵な出来事がありますよ

うに。
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船員司牧セミナーIN神戸 
7月10日(日) 神戸中央教会で神戸地区社会活動委員会主催の船員司牧セミナーが開

かれました。前日までと打って変わった好天に各地から多くの参加者が集まり、北須磨

からも社会活動委員を中心に５名が参加しました。 

 まず、カトリック中央協議会の難民移住移動者委員会委員長を先日まで務めておられ

た谷司教様から挨拶があり、多くの困難の中で働く船員のための司牧、支援の必要性が

訴えられ、全世界で活動している AOS（Apostleship Of the Sea）の紹介がありまし

た。続いて、神戸で活動する神戸マリナーズセンターの活動が紹介されました。神戸マ

リナーズセンターは聖公会が中心となり、様々なボランティアで支えられており、カト

リックからは愛徳カルメル会の Sr.加藤、愛徳姉妹会の Sr.前田が参加し訪船活動を続け

ています。 

 午前の最後には元船員で今はボランティアとして活躍している青年から船員の生活、

思いについて報告がありました。近代化した船でも家族とは e メールでしか連絡の手段

がなく、また合理化された荷役のためゆっくり上陸の暇もないなど具体的な姿が伝わっ

てきました。 

 午後からは 2 台のバスに分乗して六甲アイランド埠頭でコンテナ船、自動車運搬船の

荷役の様子、そして元町にあるマリナーズセンターを見学しました。 

 埠頭は思っていたより広く、簡単には街にたどりつけない感じがしました。 

マリナーズセンターには聖堂やバーがあり、パソコンも置いてあり、訪れる船員さんに

心の癒し・安らぎを提供できるよう工夫されていました。 

 大きな港町に住みながら普段はほとんど気にとめていなかった船員さんたちとの関わ

りを改めて考えさせられ、隣人の一人として関わっていけるよう努力したいと思いまし

た。(Ｈ記) 

2010 年 8 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 

8・ 1(日)9 時 

年間第 18 主日 
Fr．アマド ＮＳ ＹＳ 

ＩＲ 

（北） 

①ＩＲ 

②ＫＴ 
6A 地区 

Ｋ・Ｙ 

(洗)ＫＲ 
 

8・ 8 (日)9 時 

年間第 19 主日 
Fr．クレニュ ＮＹ ＹＳ 

ＨＫ 

（南） 

①ＩＭ 

②ＳＭ 
1･4 地区 

Ｎ・Ｏ 

(洗)ＫＲ 

Fr ｸﾚﾆｭ(迎･送) 

Ｈ 

8・15(日)９時 

聖母の被昇天 

年間第 20 主日 

Fr．松 浦 ＨＫ ＹＳ 
ＮＹ 

（北） 

①ＵＨ 

②ＮＳ 
1･4 地区 

Ｋ・Ｈ 

(洗)ＫＲ 
 

8・22(日)９時 

年間第 21 主日 
Fr．セグラ ＦＭ ＫＫ 

ＮＳ 

（南） 

①ＫＫ 

②ＨＴ 
２地区 

Ｋ・Ｙ 

(洗)ＫＲ 
 

8・29(日)９時 

年間第 22 主日 
Fr．松 浦 ＨＭ ＹＳ 

ＭＳ 

（北） 

①ＳＴ 

②ＦＹ 
２地区 

Ｎ・Ｏ 

(洗)ＫＲ 
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おお 知知 らら せせ  

編 集 後 記 
 

毎日暑い日が続きます。雨が降り続い
ていた時には「洗濯物が乾かない」と
文句を言い、猛暑が続くと「日差しが
憎い～！」と文句を言う私です。ただ
暑いだけならいいのですが、「地球温
暖化」「異常気象」と言われるとなんだ
か子供たちの未来を思い、丌安になっ
てしまいます。この惑星に何が起こっ
ているのでしょう？私に何か出来るの
か？いつもそこで立ち止まってしまい
ます。とりあえずエコ生活。今自分に
出来ることをしよう！  (R.K) 

 

 

 

 

・８月２９日（日）DVD 映写会を行います。

「ヨハネの福音書」を上映する予定です。

是非ご参加下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・神戸地区養成委員会が集会祭儀司式者養

成コースを１１月に開催します。北須磨

教会から推薦者を投票し、参加して頂き

ます。 

 投票日は８月上旬になりますので、宜し

くお願い致します。 

・日本のカトリック教会は、毎年 8 月 6 日から

15 日までを平和旬間としています。 

 

 

  1981 年、教皇ヨハネ・パウロ 2 世は広島

の地で「戦争は人間の仕業です。戦争は人間

の生命の破壊です。戦争は死です。」と訴え

られました。この広島での平和アピールにこ

たえて日本の司教団は平和旬間を定めまし

た。広島に原爆が投下された 8 月 6 日 から

8 月 9 日の長崎の原爆投下をはさんで太平洋

戦争敗戦に至る 8 月 15 日 までの 10 日間

を、とりわけ平和のために祈り、平和につい

て学び、行動する期間としています。 

 2010 年は戦後 65 年。昨年のオバマ大統

領のプラハ演説以降、核兵器廃絶に向けた動

きが全世界の注目を集めています。この動き

のなかで、2005 年の司教団メッセージ「非

暴力による平和」の精神を思い起こして、東

京教区の平和旬間委員会は今年のテーマを

「非暴力による平和」としました。（カトリ

ック中央協議会 HP より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＤＶＤ「ヨハネの福音書」 

 

    聖書を忠実に映像化 

   観て祈り、黙想する 
ヨハネによる福音書を忠実に映像化し

た「観る福音書」。米国の人気テレビドラ

マ「LOST」のヘンリー・イアン・キュ

ージックがイエスを好演。３時間の長編

ドラマでイエスの公生活を描く。 

 受難、復活を経て弟子たちがイエスと

再会する場面で痛感するのは、同福音書

が伝えるように、「これらのことが書かれ

たのは、あなたがたが、イエスは神の子

メシアであると信じるため」「信じてイ

エスの名により命を受けるため（ヨハネ

20・３１より）だということだ。 

２００３年カナダ・イギリス制作。 

（カトリック新聞 DVD 紹介記事より） 

評評 議議 会会 よよ りり  
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日 ・ 曜日 2010

8/1 日 年間第18主日 ミサ 9:00～ 信仰講座(ミサ後) 　　　

2 月 朝ミサ　７：00～ 卓球（13～17）

3 火 (聖書百週間は夏休みです、9月14日再開)

4 水

5 木 5～6日広島巡礼（バス） 卓球（13～17） 信仰講座(第1・3木曜20:00～)はお休みです

6 金 主の変容 朝ミサ　７：30～

7 土 教会清掃と地区集会( 第１、４地区)

8 日 年間第19主日 ミサ 9:00～ 信仰講座(ミサ後) 　　　西区のミサ（14:00～西区民センター）

9 月 朝ミサ　７：00～ 卓球（13～17）

10 火 社会活動センター炊き出し( 第2火曜9:30～)

11 水

12 木 信仰講座「共に歩む旅」(第2・4木曜10:00～)オカリナ（第2・4木13～15）卓球（13～17）

13 金 朝ミサ　７：30～

14 土 教会清掃なし 13:30～　神戸地区評平和旬間行事（神戸中央教会）

15 日 聖母の被昇天 ミサ 9:00～ 信仰講座(ミサ後) 　　　14:00～三教会連絡会（明石教会）

16 月 朝ミサ　７：00～ 卓球（13～17）

17 火

18 水

19 木 卓球（13～17）　男の料理教室（第3木17～）信仰講座(第1・3木曜20:00～)

20 金 朝ミサ　７：30～

21 土 教会清掃( 第２地区)

22 日 年間第21主日 ミサ 9:00～ 　教会庭掃除（ミサ後）

23 月 朝ミサ　７：00～ 卓球（13～17）

24 火

25 水

26 木 信仰講座「共に歩む旅」(第2・4木曜10:00～)オカリナ（第2・4木13～15）卓球（13～17）

27 金 朝ミサ　７：30～

28 土 教会清掃なし

29 日 年間第22主日 ミサ 9:00～ 　ＤＶＤ映写会『ヨハネの福音書』(ミサ後) 　　　

30 月 朝ミサ　７：00～ 卓球（13～17）

31 火

松浦神父様の各種講座は、9月からしばらくお休みです。再開については掲示板等ご覧下さい。

＜7月新設＞　木曜夜の信仰講座（第１・３木曜日20時～21時半）は今月は19日のみ。

今月のお茶当番は　 第１地区(北落合・白川台・東白川台)

第４地区(西落合・神の谷・竜が台・菅の台)

　　　教会訪問については、教会の開いている時間帯を確認しお越しください。掲示板もご覧下さい。

 

 


