
 

 

ミサ感謝の祭儀（７） 
《私たちの力、喜びであるご聖体》 

フスト･セグラ 

私たちの捧げ物は、いけにえの形で捧げ

られて、こうして、神の私たちへの賜物で

ある私たちのいけにえの食事、すなわち、

聖体拝領のための準備をします。神はいま

や、ご自分が私たちの捧げ物をお受けにな

り、私たちは真に神と一致させられている

ことを著しくお示しになるのです。神は、

人〄が過去の時代において夢にみること

さえなかったもの、すなわち食物という形

で、ご自分を私たちにお不えになるのです。

これこそ神が私たちにお不えになること

のできた最大の賜物です。 

神は御子キリストを通して、それこそ最

も親密な方式で、私たち一人ひとりを、ご

自分に結びつけられたのです。キリストは、

ご自分が私たちの霊的な力であり、

栄 養 食
えいようしょく

であることを強く悟らせるため

に、食物というこのしるしで、私たちのも

とにおいでくださるのです。 

 私たちは主の祈り、すなわち、「天にお

られる私たちの父よ」という祈りを、キリ

ストご自身が私たちに教えてくださった

祈りを声をそろえて唱えるのです。そのと

き私たちは「私たちの救い主、イエス・キ

リストのご来臨を喜び溢れる希望のなか

で待ちながら」罪と丌安からの解放を求め

て祈るのです。平和を交わすお祈りで、私

たちは、お互いに挨拶を交わしたり（握手
あくしゅ

したり、接吻
せっぷん

したり）します。これは、

キリスト信徒共同体として、私たちが徔よ

うと企てる平和と一致を表わしたしるし

です。それから、司祭は、聖餐式のキリス

トの御体であるその大きな「ホスチア」か

ら一片
いっぺん

を裂いてそれを杯の中に落としま

すが、これはこの御聖体を通して私たちの

一致を象徴するためなのです。古代教会に

おいては、司教が捧げたミサ聖祭の折に用

いられれたホスチアからの一片は、一致の

しるしとして、ときとして他の諸教会に運

ばれて杯の中に落とされていました。そし

てまたこのことは、ミサ聖祭が古代におけ

る「パン裂き」であることを私たちに思い

起こさせるのであります。 

 

 いまや、キリストは、聖体拝領を通じて、

ご自身を私たち一人ひとりと合体
がったい

させら

れます。まず、司祭は、パンの形のもとに、

ついでブドウ酒の形のもとに聖体拝領に

不かります、これはすなわち、キリストの

最後の晩さんにおけるように、ホスチアと

杯を両方とも必ず手にするのです。それか

ら、信徒たちは、通常、パンの小さく丸い

形色のもとに、聖体拝領に不かりますが、

場合によっては、両形色で不かることもあ

ります。 

聖体拝領は一致と感謝からなる、私たち

の大切で楽しい食事なのです。信徒たちは、

食事を共にすることによって、自分たちの

幸福、友情、感謝、そしてとりわけ一致を

いつも表してまいりました。私たちはある

契約における両方の当事者の結びつきが、

食事を共にすることによってしばしば祝

われたことを体験しております。すなわち、

今日、夫婦はその生涯にわたる契約を祝う
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ために、しばしば婚宴をいたします。私た

ちはこれまた一つの新しい、より完全な一

致を待ち望む過越の食事による昔の契約

を通じて、イスラエル人たちが、神との一

致を祝ったことを認めております。いまや、

私たちは、この新しい契約のいけにえの食

事において、イスラエル人たちよりも、は

るかに一層親密で完全な神との一致を体

験するのであります。 

食事を共にするということは、特にお

正月の会食、いろいろな祭りの会食、結婚

式の会食やある宴会というような大きな

行事を祝う場合に、人〄を寄せ集めるので

す。 

キリストはこの共食の風 習
ふうしゅう

を、信徒たち

を寄せ集めるため、私たちをご自身とばか

りでなく、私たち互いを結び合わせるため

におえらびになったのです。ですから聖体

拝領は、教会に属する人〄が愛の中で共に

引き寄せられる神の家族、神の教会の大宴

会なのです。「あなたがたはキリストの体

であり、あなたがたがキリストの御体を拝

領するときに、あなたがたはそのものを受

けるのです」と聖オグズチナスが言ってい

るように、私たちは本当に相互に結び合わ

されるのです。 

敬老のミサと集い 

9 月 12 日、敬老のミサが行われました。ミサの後の集いではオカリナの演奏があり、

日ごろの練習の成果を発表されました。

「ふるさと」「野中のばら」など歌詞カー

ドを見ながら皆さん一緒に歌っていらっ

しゃいました。歌声喫茶（行ったことはあ

りませんが）はこんな風なんだろうなと思

いました。 

 

 

 

 

 

 

      
今年３回目となるＫＫさんのコンサートは敬老対象者だけでなく、沢山の方が聴いて

いらっしゃいました。拵井さんも素敵な衣装に身を包んで登場。素晴らしい歌の間に楽

しいトークも交えてのショーでした。なじみの曲を一緒に歌ったりと楽しいひと時でし

た。 
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聖ヨハネ大聖堂ファサード 
聖パウロ教会地下の聖パウロの洞窟

難破した聖パウロがマルタで 3 カ月

過ごしたといわれている場所 

 世 界 の 教 会 

マルタと教会                     ＧＴＨ 

今夏マルタ

共和国を訪れ

た。地中海の

真ん中に位置する小さな島国だ。淡路島の

半分ほどの国土に 40 万人が暮らしてい

る。アラビア語の方言のマルタ語と英語が

公用語である。 

十字軍時代、イタリアの商人が聖地巡礼

の信徒のために無料の医療施設を創設し

た。これが聖ヨハネ医療騎士団の始まりで、

当初はエルサレムにあった騎士団もオス

マン・トルコの勢力拡大に伴い、エルサレ

ムからロードス島、そしてマルタ島へとそ

の本拠を移した。従ってマルタは聖ヨハネ

騎士団（＝マルタ騎士団）の影響の色濃く

残る島である。 

ただ、キリスト教とのかかわりは、聖書

の時代に遡る。使徒言行録 28 に聖パウロ

がローマ皇帝の元へ出頭する途上、船が難

破しマルタ島で３カ月過ごしたとある。こ

れがマルタへのキリスト教伝道の始まり

であるとも言われている。現在のマルタは

人口の 9 割がカトリックで教会の数は

300 を超えるカトリックの国である。 

8 月 15

日の聖母

の被昇天

はホテル

近くの教

会でマル

タ語のミ

サに不っ

たのだが、

その夜は、

あちらこちらで花火が打ち上げられてい

た。フェスタのようだ。フェスタとは小教

区ごとに守護の聖人の日を祝う一種の村

祭りのようなもので、マルタの伝統でもあ

り、地元の人〄の楽しみでもある。 

マルタのバスは観光にも地元の人にも

欠かせない公共の足だ。「となりのトト

ロ」の猫バスはマルタバスの外観をモデル

にしているらしい。乗車すると面白い事に

ドライバ

ーが運転

席を好き

勝手に装

飾してい

る。見てみ

ると、聖母

マリアや

キリスト

の絵をま

るでアイ

ドルの写

真のよう

に真ん中

に貼り、そ

の周りを飾り付けしていたりする。 

民家の玄関先にも自分の所属教会の守

護聖人や聖母マリアの絵や意匠を競うよ

うに飾っていたりする。辻のあちらこちら

に聖人の

彫像が置

かれてい

るのがよ

く目につ

く。地域

と教会の

結びつき

が強く、

それが日

常生活の

一部にな

っているように見える。日常生活の中で自

分たちの信仰を目に見える形で表し、地域

共同体で共に祈り、祝う。マルタはそうい

うことが当たり前の国のように思えた。 

聖ヨハネ大聖堂身廊 
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中川神父さまから 
サバティカル中の中川神父さまから先月近況が届きました。 

 (8 月)２日から１０日までホンコンに行きました。アメリカで世話になり、和歌山や

藤沢にもいたコロンバン会の神父さんがいるからです。彼は総長顧問で、本部がホンコ

ンにあるのです。数年前にアイルランドからホンコンに本部を移したそうで、アイルラ

ンドで召命がなくなったことなどが、その背景にあるようです。添付した写真の最初の

１枚目は、本部のあるオフィスビルです。色〄と考えさせられます。 

ホンコンは初めてで、超近代都市の部分とゴチャゴチャした部分とが同居していて、

とても、丌思議な街で、印象的でした。小鳥の市場、花の市場、占い師がゴチャゴチャ

いる怪しい街角。国境を越えて中国にも行き、そこには、絵描きさんの街。とてもおも

しろい街でした。 

          

2010 年 10 月ミサ奉仕担当者表 (敬称略) 
《註》変更のある場合は、聖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 

10・３(日)9 時 

年間第 27 主日 
 Fr.セグラ ＩＨ ＹＳ 

ＨＫ 

（北） 

①YY 

②MS 
6A 地区 

Ｋ・Ｙ 

(洗)ＯＡ 
 

10・10(日)9 時 

年間第 28 主日 
Fr.セグラ 

(子供ミサ

担当) 
ＨＴ 

MS 

（南） 

①子供ﾐｻ 

担当者 

②   〃 

6Ａ地区 
Ｎ・Ｏ 

(洗)ＯＡ 

 

 

10・16(土) 20 時 

年間第 29 主日 

  前夜ミサ 

Fr.セグラ ＫＭ ＨＴ 

 

 

 
① KN 

② KS 
1・4 地区 

Ｋ・Ｈ 

(洗)ＯＡ 
 

10・17(日)10 時 

年間第 29 主日 

西ブロック堅信式 

池長大司教 

（ 明石教会にて西ブロック合同堅信式のため 

            北須磨教会でのミサはありません ） 

     

 

 

10・24(日)９時 

年間第 30 主日 
Fr.クレニュ ＫＴ ＨＴ 

IR 

（北） 

①ＡＮ］ 

②ＩＮ 
1・4 地区 

Ｋ・Ｙ 

(洗)ＯＡ 

F r . ｸ ﾚ ﾆ ｭ

(迎 ･送 ) 

 Ｎ 

10・31(日)９時 

年間第 31 主日 
Fr.クレニュ ＴＭ ＹＳ 

NY 

（南） 

①ＡＹ 

②ＵＮ 

男性 

グループ 

Ｎ・Ｏ 

(洗)ＯＡ 

F r . ｸ ﾚ ﾆ ｭ

(迎 ･送 ) 

 Ｈ 
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おお 知知 らら せせ   

 

＜評議会より＞ 

① 西ブロック３教会合同堅信式の 

お知らせとお願い 

１０月１７日（日）明石教会で合同堅信

式が行われます。詳しくは典礼から  

尚、北須磨教会では１０月１７日（日）の

ミサはありませんが、前日の１０月１６日

（土）20 時からのミサがあります。お間

違えのないようにご注意下さい。 

② １１月２１日（日）北須磨教会 

「ふれあいバザー」を開催します。  

今回の目的は調理器具（大きいザル・ボ

ールとガス炊飯器）購入と福祉関係先への

寄付です。 

楽しいバザーになりますよう、皆様のご

協力よろしくお願いします。 

 

 

＜典礼委員会＞ 

１０月１０日（日） 堅信式のリハーサル 

 明石教会 ９:３０～（代父母も参加） 

１０月１７日（日）堅信式 明石教会 

９:１５ 集合 

 １０:００～ ミサ開始  

※駐車場がないのでお車の方は市役所等

近隣のパーキングをご利用下さい。 

＜高齢者支援委員会＞ 

１０月３日（日） 

 “病者の訪問”チーム北須磨の集まりを

ミサ後します。地区委員の方と共に関係者

の方〄で今後の活動方法を具体的に進め

たいと思っています。 

出席よろしくお願いいたします。 

＜青少年委員会＞ 

合同堅信式では北須磨教会から３名の子

供たちが受ける予定です。お祈りください。 

 

 編集後記 
  
先日まで連日 35 度を超える猛暑日が続

いていると思ったら、急に 10 度以上も寒い

秋の雨が。天候の変化が激しすぎて体がと

てもついていかない。 

社会の動きも天候に負けないほどの変動

ぶりで、テレビも新聞も一面のニュースには

事欠かない。 

今月の「きたすま」もおかげさまで様々の

原稿が集まり、すこし窮屈になったかも。 

でも皆さんから様々な寄稿をいただくの

は大歓迎。世界の教会シリーズも復活して

地中海の小国の教会の様子がありありと。 

おもわず自分も出かけたくなる。 

これからも多くの皆さまの寄稿をお待ち

しています。随筆、紀行、意見・感想、詩歌や

スケッチも歓迎です。 (K.J.H) 

委員会紹介 
(シリーズで各委員会を紹介していきます) 

 広報委員会 (委員長 ＩＲ) 

広報委員会では教会内外の情報交換、発信

のお手伝いをしています。 

・毎月広報「きたすま」を発行 

・パソコンが苦手な方も大歓迎! 

・ホームページの更新、図書整理や貸出し 

 など更に充実を目指しています。 

月に一回、第 4 土曜 10 時から印刷と打合

せを行っています。おしゃべりも楽しめま

す。ぜひ一度のぞいてみてください。 

 
印刷後の次号打合せのひととき 


