
 

 

 

南アフリカより 
松浦 謙神父 

 

今、わたしは南アフリカに来ています。

今年の夏、ワールドカップもあり、世界中

が注目し熱狂したこの国ですが、わたしに

とって、以前から別の意味で非常に関心が

ありました。ここヨハネスブルグにあるル

ムコという研究所で、新しい宣教の方法を

考案しているからです。求道者を洗礼に導

く要理テキスト「共に歩む旅」（これはす

でに池長司教様が信徒によるカテケージ

スに活用するように推薦しています）。聖

書の分かち合い、信徒による通夜、病人訪

問、集会祭儀、初聖体・堅信の準備の仕方

などが紹介されます。わたしは帰国してか

らここで学んだことを皆さんに分かち合

っていきたいと思います。 

 ルムコの目指す精神は「信仰にもとづく

共同体づくり」です。わたしたちはさまざ

まな共同体に属しています。家庭。職場。

ボランティア団体。そして教会。そこでわ

たしたちは生活面、精神面において、いろ

いろな恩恵、生きる力や励ましを受け取る

ことができます。共同体はわたしたちが人

として生きていくうえで丌可欠のもので

す。神の似姿として作られたわたしたち人

間は、神様が父と子と聖霊の交わりである

ように、共同体へ開かれたものなのです。

ご存知のように南アフリカではアパルト

ヘイト（人種隔離政策）が長きにわたって

施行され黒人と白人の確執対立が続きま

した。1993 年この政策は廃止され、新

生南アフリカ共和国が誕生。ネルソンマン

デラ氏が初の黒人大統領として就任しま

した。新しい国旗は６つの色からなります

が、６つの人種をあらわします。Ｙ字を横

にしたようなラインは二つの流れがひと

つになる様子を描いています。南アフリカ

のカトリック教会自身がキリストのもと

にひとつになることを何よりも強く望ん

だことが歴史的、社会背景からもわかるよ

うな気がします。大阪教区の新生計画のモ

ットーも“交わり証する教会になろう”で

す。わたしたちの教会も宣教する共同体と

して一致することを目指しましょう。 

                                                                                                                                                                               

ききたたすすまま                    
 

「ザアカイ、急いで降りて来なさい」 

（ルカ 19・5 より） 
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堅 信 式 
 

10 月 17 日（日）明石教会において三教会の合同堅信式が池長潤大司教様 

の司式にて行われました。北須磨教会からは 3 名の受堅者がありました。 

ミサ後には各教会からカレーライス、おでん、ぜんざいなどの出店があり、 

にぎやかな雰囲気の中での交歓会になりました。 

 

「堅信式」 

モニカ ＭＭ 

 

私は昔からの習慣で当たり前のように

教会に通っていましたが、堅信を受けてイ

エス様から沢山のお恵みを頂いたので、こ

れからは感謝の気持ちを持って御ミサに

あずかりたいと思います。 

また中学一年生の頃から侍者をさせて

頂き二年生の今、侍者の勉強も受けさせて

頂いています。これと同時に充分でなかっ

た堅信の勉強をして、もっとイエス様につ

いて深く考えるように努めたいです。 

 

「堅信式の感想」 

     マリア ＳＣ 

 

私は堅信を受けるため勉強をしてきま

した。初めてリハーサルしたとき、リハー

サルなのにすごくきんちょうしました。リ

ハーサルが終わった時、少しほっとして、

きんちょうがとれた気がしました。 

 次の週の日曜日、本番の日。 

家にいる時は何も考えなかったけど、明

石教会に着いた時、なぜかとてもきんちょ

うしてきて、前にいる子うしろにいる子を

ジロジロみてしまいました。 

始まった時、すごくきんちょうしました。

言葉を言う時、声がちっちゃかったり、少

し失敗してしまったりしたけど、無事に終

われてよかったです。 

 堅信を受けてよかったと思いました。 

 

「堅信式」 

アッシジの聖フランチェスコ ＴＭ 

 

堅信式の準備は5月から始まりました。

Ｋリーダーに教えてもらいました。「聖霊

とは何か」とか、「命について」などを学

びました。また、老人ホームを訪問して歌

を歌ったり、手紙を渡したりの体験活動も

ありました。最初は少し難しかったけど、

勉強するうちに聖霊が何かということが

わかりました。当日は、思ったほど緊張し

ませんでした。堅信式が終わった後、皆か

ら「おめでとう」と言われて嬉しかったで

す。司教様が堅信を受けることは大人にな

るようなものだとおっしゃったので、共同

体の一員としてしっかりとしていきたい

です。 
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シリーズ世界の教会

  

バーラモゥ（サンゴ語で「こんにちは」） 
 

今回Ｒさんに中央アフリカ共和国の教

会について伺いました。中央アフリカ共和

国ではフランス語とサンゴ語が共通の言

葉です。それと各部族でそれぞれの言葉が

いっぱいあります。中央アフリカ共和国の

気候は日本で言うと雤と夏の季節です。 

中央アフリカ共和国にはたくさんの教

会があり、楽しい歌を歌いながらお祈りを

します。ローズさんも生まれてすぐに教会

の家族になりました。教会には神父さんと

シスターがたくさんいて、ミサはフランス

語とサンゴ語で別〄の時間に行われます。

サンゴ語の聖書もあります。 

日曜日以外に、火曜日、木曜日、金曜日

は夜中の２時くらいまで教会でお祈りを

する人もいます。１０月は毎日たくさんの

人が教会に集まって１４時～１７時まで

ロザリオのお祈りをします。 

道路にはお父さんやお母さんが死んで

しまった子供達がいます。教会に「お金を

ください」という人もいます。学歴のある

人は良い仕事に就けます。でも学校に行け

る人は少ないです。だから限られた人しか

満足のいく給料をもらえません。 

10 人兄弟、20 人兄弟という家族がた

くさんだけど大変。だけどＨＡＰＰＹ♪♪ 

 

ローズさん、ありがとうございました。 

 

 

野尻先生の講演会 
                シエナのカタリナ ＹＭ 

 

テレビでは多くの有識者が、現在の経済

的にも倫理的にも疲弊した日本を批評し

ていますが、信仰に基づかなければどうし

ても限界が見えてきてしまいます。 

 世の中の経済学者の中で、カトリックの

信仰を持った上で考えをお持ちの野尻先

生は貴重な存在なので、私から強くお願い

をして、１０月１０日ついに講演会が実現

しました。 

 テーマは、「子育て支援、これでよいの

か」です。 

 個〄の少子化対策の基盤となる、子育て

の在り方について話をされました。子育て

には、しっかりとした家庭と、母親との関

係が特に重要であるということでした。 

 その上で、今政府が実施している子供手

当や保育所の拡大は、物的・金銭的なもの

であり、今日本で起こっている親殺し子殺

し、家庭内暴力などに現れている日本の家

庭の崩壊という真の問題を解決するに至

っておらず、今日本に必要なのは家庭の愛

の回復であると述べられました。 

 次回も、同じテーマで続きを話してくだ

さるということです。世界各地の事例や文

献を扱いながら、大変興味深いお話になっ

ておりますので、今回参加できなかった方

もぜひご参加ください。 

 

次回は１１月７日のミサ後、10:30 頃～

12:00 頃まで。集会室２にて。 
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寄稿宗教的共同体の名称について 
北須磨のヴィンチェンツィオ 

私は自分の属する共同体「カトリック教会」という名称が、いつ頃から用いられるようになっ

たかは長年の関心事である。そんなことは信仰と何の関係もないと考える人も少なくないだろう。

しかし、同じ聖書を基にするキリスト教でも、カトリックにはカトリックの信仰、東方教会には

東方教会の信仰、プロテスタントにはプロテスタントの信仰がある。（「信仰」の定義について論

ずる必要があるが、この話とは直接関係がないので省略する。）つまり、信仰に差異がある以上、

自分の属する共同体の成立過程を知る必要もあるのではないだろうか（と私は思う）。 

 現在では、宗教法人法による登記などのために共同体の名称が必要となる。だが、古代におい

て一民族一宗教などのケースでは、名称が特に必要とならなかったこともあった。ユダヤ人も捕

囚でバビロンに連れて行かれるまでは、自分達の宗教の名称を意識することはなかったのではな

いか。面白いことに、古代においては民族にしろ共同体にしろ、他者からの呼び名が基になるこ

とが多い。ヘブライ人という呼称も、確定的ではないが、もしイブリーが語源とすれば「川（ユ

ーフラテス）の向うから来た者」と言う意味で、自称でないのは明らかである。 

 さて、「カトリック教会」という名称であるが、いつから使われるようになったか、結論から言

えば、少なくとも私は、確定的な時期をまだ見出していない。私が読んだ教会史の本はいずれも

この点の記述がほとんどない。おそらく、長い時間の中で確立していったのではないかと思う。

「カトリック」という語は、アンチアキアのイグナチオの「スミルナの教会に宛てた手紙」の中

で使われたのが初めてとされる。（参考 Ubi Christus, ibi catholica Ecclesia.） 

 しかし、この場合のカトリックは教会の形容詞的に使われているので、呼称（固有名詞）では

ない。呼称としての「カトリック（カトリカ）」は東方教会の「オルトドクサ」に対する語として

使われるようになったのではないか。（と私は考えている）そうであるならば、もっと後の時代の

ことになる。「東方教会」も意味する範囲が様〄で説明を要するが、ここではオルトドクサつまり

正教会をさすとする。実はカトリック教会も、歴史的表現をすれば西方教会ということになる。

またラテン語では Ecclesia Latina という表現もあり、東方正教会に対しては西方ラテン教会と

いうべきかもしれない。事実『カトリック新教会法典』第一条にも「本法典の条文はラテン教会

のみを対象とする」とある。 

私達が自らの教会をほとんど西方教会と呼ばないのと同様、東方教会もこの呼称は好まないよ

うだ。先に書いたように、西方、東方の呼び名はお互いに相手方を呼ぶときの呼称の感じがする。

簡単に言ってしまえば、中心である自分から見て、相手が西か東かという問題なのだろう。ただ、

名称の確立と共同体の成立時期は別であることも付け加えておきたい。 

 
2010 年 1１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 

1１・ ７(日)9 時 

年間第 32 主日 
  Fr.セグラ ＴＹ ＹＳ 

ＮＳ 

（北） 

①ＩＲ 

②ＯＲ 

男性 

グループ 

Ｋ・Ｈ 

(洗)ＫＲ 
 

1１・ 1４(日)9時 

年間第 33 主日 
Fr.セグラ 

(子供ミサ

担当) 
ＨＴ 

ＨＫ 

（南） 

①子供ﾐｻ担当 

②   〃 
２地区 

Ｋ・Ｙ 

(洗)ＫＲ 

七五三 

 のお祝 

1１・２１(日) 9 時 

王であるキリスト 
Fr.クレニュ ＮＹ ＹＳ 

ＭＳ 

（北） 

①ＩＭ 

②ＫＳ 
２地区 

Ｎ・Ｏ 

(洗)ＫＲ 

Fr ｸﾚﾆｭ(迎･送) 

 Ｋ 

1１・２８(日)９時 

待降節第１主日 
Fr.クレニュ ＮＳ ＨＴ 

ＩＲ 

（南） 

①ＵＨ 

②ＫＴ 

３,６B,7 

地区 

Ｋ・Ｈ 

 (洗)ＫＲ 

Fr ｸﾚﾆｭ(迎･送) 

Ｓ 
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編 集 後 記 
 
秋を感じる間もなく一気に寒くなって
きた気がします。扇風機を片づけたそ
の次の日に、ガスファンヒーターをつ
けるなんて。季節は刻〄と移り変わっ
ていく。時が流れるのはなんとはやい
のか、嫌になるくらいです。冬生まれ
のせいか、冬が好きです。カーンと冷
えた冬の朝の清潔な空気。布団の中で
ほんの少しだけゴロゴロしていられる
時間は極上の気分です。 

 

 (R.K) 

おお 知知 らら せせ  

 

 

 

   ＜評議会より＞ 

・１１月７日（日）14:00～  

合同墓参（舞子墓地・とべら墓苑） 

・11 月 7 日（日）14:00～ 

北須磨教会にて 

神戸地区宣教司牧評議会 

・１１月１４日（日）ミサ後 北須磨評議会 

・１１月２１日（日）10:30～14:00 

北須磨ふれあいバザー 

・11 月２８日（日）ミサ後  

フリーＣafe きたすま 

 

＜バザー委員会＞ 

・１１月２１日（日）開催予定のふれあい

バザーに向けて、たくさんの寄贈品、い

くつかの出店のお申し込みありがと  

うございます。 

  寄贈品（３・４地区）炊き込みご飯（１・

２地区）おでん（５・６・７地区）焼肉・

飲み物（男性）カレー（中高生）のほか、

手作りお菓子、手芸品、写真、植木など

の個人出店もあります。 

 １１月７・１４日には食券（※おでん・

炊き込みご飯１００食分・カレー５０食

分 の み ） を １ 食 ２ ５ ０ 円 で 前     

売り販売致します。ご協力よろしくお願

いします。 

 ♪楽しいふれあいバザーで、北須磨教会

を笑顔でいっぱいにしましょう♪ 

 

<社会活動委員会> 

今年もまた船員さんに毛糸の帽子をプレ

ゼントしようと思っています。毎年船員

さんはとても喜んで下さっているようで

す。例年個人的に編んで下さっているの 

 

 

 

 

ですが、今年は編み方のわからない人も 

参加出来るように、ミサの後など上手な

方に習いながら集まって編んでみようか

と思っています。つきましては家に眠っ

ている毛糸、編み棒（４本編み棒７号～ 

１０号）などがありましたら、ご寄付よ

ろしくお願いします。 

 

☆ 帰天されました ☆ 

フランシスカ Ｔ Ｒ 様 

西区美賀多台 10月11日葬儀ミサが

おこなわれました。 

マリア Ｓ Ｃ 様 

西区井吹台  10 月 13 日葬儀ミサが 

おこなわれました。 

ヨゼフ Ｍ Ｔ様 

須磨区高倉台 10 月 25 日葬儀ミサが 

おこなわれました。 

永遠の安息とご遺族の平安をお祈りしま

す。 
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日 ・ 曜日 2010

11/1 月 諸聖人　朝ミサ　７：00～ 卓球（13～17）

2 火 死者の日 聖書百週間13:30～

3 水 文化の日

4 木 卓球（13～17）

5 金 朝ミサ　７：00　～

6 土 教会清掃なし

7 日 年間第32主日 ミサ 9:00～ 信仰講座(ミサ後) 　　　

神戸地区宣教司牧評議会（14：00～）

8 月 朝ミサ　７：00～ 卓球（13～17）

9 火 聖書百週間13:30～ 社会活動センター炊き出し( 第2火曜9:30～)

10 水

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

12 金 朝ミサ　７：00～

13 土 教会清掃( 第２地区)

14 日 年間第33主日 七五三ミサ 信仰講座(ミサ後) 　　　西区のミサ（14:00～西区民センター）

    9 :00～ 北須磨評議会（ミサ後）

15 月 朝ミサ　７：00～ 卓球（13～17）

16 火 聖書百週間13:30～

17 水

18 木 卓球（13～17）　男の料理教室（第3木曜17～）

19 金 朝ミサ　７：00～

20 土 教会清掃なし

21 日 王であるキリスト  ミサ 9:00～ 北須磨教会ふれあいバザー（10：30～14：00）

22 月 朝ミサ　７：00～ 卓球（13～17）

23 火 聖書百週間はお休みです 　　　　　　勤労感謝の日

24 水

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

26 金 朝ミサ　７：00～

27 土 教会清掃( 第３,６Ｂ,7地区)

28 日 待降節第１主日  ミサ 9:00～ フリーＣafeきたすま（ミサ後）

29 月 朝ミサ　７：00～ 卓球（13～17）

30 火 聖書百週間13:30～

12/1 水

2 木 卓球（13～17）

松浦神父様は、11月25日まで研修のためご不在、朝ミサは月・金とも7:00からです。

各種講座については、木曜昼の講座は信徒により開催、木曜夜は休講です。

ご帰国後の予定はわかり次第お知らせしますので掲示等にご注意ください。

今月のお茶当番は　 第５地区(横尾・高倉台・須磨南部) です

　　　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。

「野尻先生のお話」・合同墓参(14：00～）

神戸地区養成委員会講演（神戸中央教会10:00～12:00[信徒使徒職と青少年養成]）


