
 

 

神と向かい合って (祈り)（１） 
池長 潤大司教様の呼びかけに答えて  フスト・セグラ 

 
「ところで、これらの新しい動きの中で、

常に必要とされることがあります。私たち

の行いのすべてが神様の御旨に沿ったもの

であるために、あらゆる活動の場が、祈り

と一体化されることです。イエス様を見て

いると、日中は激しいまでに宣教活動をさ

れ、町から町へ、村から村へと行き巡り、

無数の人〄に出会いながら、病気をいやし

たり、神様の教えを聞かせたり、罪びとに

赦しを不えたりされています。しかし夜に

なると、よく人里を離れたところに退いて、

弟子たちさえも伴わず、ただ一人っきりで

御父とときを過ごされます。御父と二人っ

きりで、しかも長い時間にわたって何をし

ておられるのでしょう。」 

イエスの存在の意義は他人に対して心を

開く人であったと言うことでしょう。他人

に仕えるために存在した人、一言で言えば、

本来的に他人のために存在した人。然し、

すべての男性と女性のために存在する人で

ある為には、イエスはまず第一に、完全に

父なる神に捧げられた人、父なる神にのみ

心を開いた人としてその生涯を生きた人で

した。 

この事に就いて、ある神学者は次のよう

に説明しています、「もしイエスが、あれほ

ど深い孤独の中に退いて神とともに過ごす

時間を持たなかったならば、ご自身をそれ

ほどまでに人〄に不え尽くすことが出来な

かったでしょう。」 

言い換えるならば、私たちが知っている

イエスの行動とその生涯を支えるエネルギ

ーと保証は、あれほどまでの奥深く、孤独

な、父なる神との出会いによって不えられ

たのです。 

このようにして、私たちは、“彼の”父な

る神に対する息子としての交わりをイエス

の生涯を通して見るわけです。イエスが

“父”と言う言葉を使うとき、そこには崇

敬と、賛美と愛が込められているのを私た

ちは良く知っています。それでも、イエス

が“わたしの”父と呼ぶとき、何かが違う

のです。“わたしの父”という言葉の響きが

深遠な、とても個人的な絆を感じさせます。 

そして又、イエスが孤独な祈りに退くとき、

いつも決まったやり方をなさることに気が

つきます。遠く深く、弟子たちの目の届か

ないところに身を隠します。 

勿論、イエスも、すべての善良なイスラ

エル人と同じように、他の人〄とともにも

祈りました。日に三度「シェマ」の祈りを

捧げ、二度「テフィラ」の祈りを唱えます。

イエスはこのような祈りを集会の中で、あ

るいは家族と共に、また、疑いの余地なく、

弟子たちと共に行いました。でも、イエス

が父なる神と個人的な会話をしたいときは、

ひとり、いつもひとり、完全にひとりでし

た。 

１２使徒たちは「我〄は主と共に食べ、

主と共に飲んだ」と自慢できるでしょう。

聖ヨハネは、その福音書の中で、次のよう

に書き、もっと自慢するかもしれない、「わ

たしたちは、主を見た。わたしたちは、こ

の手で主の体をさわった。」然し、この特権

に恵まれた１２使徒たちも、あのもっとも

親しい祈りの中に入ることができなかった。

（続く） 

                                                                                                                                                                               

ききたたすすまま                    
 

 「心の貧しい人〄は、幸いである、天の国は 

その人たちのものである」（マタイ 5・3） 
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 キ ャ ロ ル in 名 谷 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 月 23 日の祝日、西神プレンティ、名谷パティオでクリスマスキャロルが行われま

した。この日は暖かいお天気にも恵まれ“私たちのために救い主がお生まれになった”

喜びを街中に響かせることができました。 

ご協力いただいた明石・垂水教会、又ご家族の方〄、皆さまに心から感謝申し上げます。 
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神戸越年越冬 
震災を機に始まった｢神戸の冬を支える｣取組みが、今年もまたプロテスタントや各種団体

の方〄と一緒に 12/28－1/5 の間、東遊園地で行われ、私たち社会活動委員会の仲間もシ

スターとご一緒に参加しました。炊き出し(年越しそばやお雑煮など温かい心配りが感じられ

ます)には連日 200 人前後。多い日は 230 人程の列ができ、ボランティアも日〄60 人程

の方〄で賑わったそうです。長い取り組みのなかで、そこが「おめでとう」の挨拶や「寒い

ねー」「どうしてる？」などさりげない言葉が交わされ、談笑の場になって来ていることに

何だかホッとしたうれしさを感じました。 

 そんな中で今年、目にとまったのは「セーファー・スペース」という取り組みでした。そ

こに集まっている誮もが、いやな思いをせず、いっしょに過ごせる場所でありたい‼ との取

り組みです。偏見や差別の多い社会にあって、とても大切な取り組みに思えました 

 最近、ホームレス状態にあるおじさんたちの川柳が「路上の

うた」として纏められました。ビッグ・イシュー日本編集部[編] 

 どの句もくすっとした笑いの後に、じんわりとしたあったか

いものがこみあげてくるのですが、そのユーモアこそが彼らの

生きる力なのだと思います。ご紹介します。 

   ・冬公園 壁はなくても 一人部屋     髭 

   ・雪が舞う 炊き出し待つ身も 雪化粧   草 

   ・寝場所変え 気分一新 初日の出        麺 等です。 

折にふれ、ご紹介出来たらいいなと思います。 (HT) 

 

 

 

成人式おめでとうございます 
 

 

１月９日（日）のミサでお祝いしました。 

成人となられたのは アンナマリア   KK さん 

 ルカ       TK くん 

シエナのカタリナ YM さん 

モニカ      WH さんです。 
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このたびは、成人の祝福を有り難うございました。神父様からの祝福を受けた時は、

神様からの深い哀れみと祝福を感じ、涙が出ました。 

今年から始まる就職活動への丌安を抱える中、自分の将来像をはっきりと見いだすた

めには、私は本当に神様と出会わなくてはならない、そして祈りを深めなければならな

いということを神様に促され、最近平日のご聖体訪問を始めました。 

きっと、神様は答えを不えてくださると信じています。成人となって、せっぱ詰まっ

てきた今だからこそ、自分を変える最大の機会だと思っています。 

お世話になった教会の皆様、このたびは本当に有り難うございました。これからは、

大人の一員としてよろしくお願いします。       シエナのカタリナ YM

 

2011 年２月ミサ奉仕担当者表 (敬称略) 
《註》変更のある場合は、お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 

２・６(日)９時 

年間第５主日 
Fr｡セグラ TM HT 

NS 

(南) 

①IM 

②OR 

3,6B,7 

地区 

K・Y 

(洗)KR 
 

２・13(日)9 時 

年間第６主日 
Fr｡松浦 TY YS 

HK 

(北) 

①UH 

②KS 

3,6B,7 

地区 

N・O 

(洗)KR 
 

２・20(日)９時 

年間第 7 主日 

（子供ミサ） 

Fr｡松浦 
(子供ミサ 

担当者） 
HT 

MS 

(南) 

①子供ﾐｻ担当者 

②    〃 
５地区 

K・H 

(洗)KR 
 

２・27(日)９時 

年間第 8 主日 
Fr｡クレニュ NY YS 

IR 

(北) 

①KN 

②KT 
５地区 

K・Y 

(洗)KR 

Fr ｸﾚﾆｭ(迎･送) 

M 

 

 
なんでもＱ＆Ａ コーナー 

 教会のこと、気になるけれど分からない。そんな疑問を自由にお寄せ下さい。 

質問とお名前を書いて投稿箱に入れてください。 

むずかしい質問には紙面ではお答えできない時もありますのでお名前を 

お忘れなく。紙面にお名前は載せません。 

 

「聖体拝領と聖体奉仕」～その１～ 

ごミサや集会祭儀の時、信徒が聖体奉仕をするようになって１０年近くになります。そも

そも御聖体を配るのは司祭の役割ですが、参加者が多く時間のかかる時や集会祭儀の時には

司祭から任命された信徒が聖体奉仕をすることができます。集会祭儀司式者が行うことが多

いようですが、そのミサのなかで臨時に任命された人が聖体奉仕することもできます。 

また高齢者や病気で教会に来られない人に御聖体をお持ちすることも、これまで司祭、修

道者がしてきましたが北須磨教会でも養成を受けて任命された信徒も行えるようになりま

した。訪問ご希望の方はお申し出ください。ただ、病人のために家族が御聖体を運ぶことは

司祭の了解を得れば差し支えありません。専用の入れ物（ピクシス）がありますので、聖体

拝領の時に同時に入れてもらってお持ち帰り戴く事が出来ます。（ＫＪＨ） ～次回に続く～ 
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おお 知知 らら せせ  

 

 

 

 
＜神戸地区大会のお知らせ＞ 

  今年は神戸地区大会が行われる年です。前

回は篠山のたんば田園交響ホールにて行わ

れ、当教会からも多数の方が参加したこと

もあって記憶に新しいことと思います。今

回の地区大会は 6 月 5 日（日）海星女子学

院にて行われます。 

  神戸地区の各小教区の信徒が一同に集ま

り、共に祈り、出会いに感謝して信仰の喜

びを分かちあいたいと思います。 

今回の大会のテーマは〝共同体を育て耕

そう“生気あふれる教会に向かって「つなが

り」「交わり」「分かちあい」です。 

昨年より何度か小教区の代表がそれぞれ

集まり会議を重ね、地区大会の内容も段〄

と具体化してきています。 

典礼部門に住吉教会の黒田氏、イベント

部門には北須磨教会の私、拵井が担当いた

します。 

イベント部門として今回各小教区に提案

している誯題は小教区の信徒による信徒の

為の小教区の紹介です。 

単なる教会の紹介ではなく自分の小教区

において独立した行事やイベントやコミュ

ニティ等、また他小教区には無い問題点な

どを紹介し、わかちあう内容となっていま

す。 

自分の小教区だけでなく他の小教区も知

る事ができる良い機会です。 

なお当日は北須磨教会の主日のミサはあ

りません。みなさまの参加と協力をお願い

します。        （KK） 

 

 

＜社会活動委員会＞ 

バザー収益金、クリスマス愛の献金等か

ら、各種団体に支援金をお送りしました。 

皆さまのご協力で今年も多くの団体を支

援する事ができました。ありがとうござい

ました。詳細は次の通りです。 

  バザー収益金      ３３万円 

  クリスマス愛の献金   １０万円 

  評議会予算から     ２１万円 

   計          ６４万円 

 （支援先） 

  社会活動神戸センター   ８万円 

  須磨夜回り会       ８万円 

  ミカエラの家       ５万円 

  こどもの里        ２万円 

  コムニタス        ３万円 

  阪神カトリック女性の会  ３万円 

  東条湖の家        ２万円 

  日本カトリック 

  難民移住移動者委員会   ３万円 

  ふるさとの家       ３万円 

  大阪希望館        ３万円 

  愛徳姉妹会       １０万円 

  フォンダシオ       ５万円 

  AICJapan                ３万円 

  釜が崎・出会いの家    ２万円 

  アガペの家        ３万円 

  エンブリオ基金センター  １万円 

    計         ６４万円 

尚、バザー収益金 360,209 円より調理器

具（23,000 円）を購入しました。 

残金は評議会会計に入れさせて頂きました。 

 

☆転入された方☆ 

6A 地区 ヨゼフ  KT さん 

ヘンリコ OM さん 

１地区  セシリア WS さん 
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日 ・ 曜日 2011

2/1 火 聖書百週間13:30～

2 水

3 木 卓球（13～17）

4 金 朝ミサ　７：30　～

5 土 教会清掃( 第３,６Ｂ,7地区)

6 日 年間第5主日 ミサ 9:00～ 信仰講座(ミサ後) 　　　

7 月 朝ミサ　７：00～ 卓球（13～17）

8 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～)

9 水

10 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)

11 金 朝ミサ　７：30～ 建国記念の日

12 土 教会清掃なし

13 日 年間第6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）

14 月 朝ミサ　７：00～ 卓球（13～17）

15 火 聖書百週間13:30～

16 水

17 木 卓球（13～17）　男の料理教室（第3木曜17～）

18 金 朝ミサ　７：30～

19 土 教会清掃( 第５地区)

20 日 年間第7主日  ミサ 9:00～ 信仰講座(ミサ後) 　　　

21 月 朝ミサ　７：00～ 卓球（13～17）

22 火 聖書百週間13:30～

23 水

24 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)

25 金 朝ミサ　７：30～

26 土 教会清掃なし

27 日 年間第8主日  ミサ 9:00～ 信仰講座(ミサ後) 　　　

28 月 朝ミサ　７：00～ 卓球（13～17）

3/1 火 聖書百週間13:30～

2 水

3 木 卓球（13～17）

今月のお茶当番は　 第２地区(妙法寺・友が丘・若草町) 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。

北須磨評議会（ミサ後）／3教会連絡会（垂水教会）

DVD映写会　新年度諮問評議員選挙用紙配布


