
 

みことばを糧として 
松浦 謙神父 

 

人物紹介コーナーで、よく「あなたの愛読

書は何ですか？」という質問があります。

「聖書」と書くのはなんとなく気が引ける

という人もいるかもしれませんが、やはり、

わたしたちにとって聖書は「座右の書」で

ありたいものです。もちろん、多忙な毎日、

なかなか聖書を開く余裕がないかもしれま

せん。そこで、日ごろから聖書に触れる具

体的な工夫をいくつか紹介しましょう。 

 

①主日ミサの聖書を読む 

毎日曜日の「聖書と典礼」を持って帰って

家で３つの朗読聖書を読み返し味わってみ

ましょう。ついでに次週のリーフレットも

持って帰って“予習”するのもお勧めです。

それを読んで次の日曜日のミサに臨みまし

ょう。 

②週日ミサの聖書を読む 

「聖書と典礼」に平日のミサで読まれる聖

書の箇所が印刷されています。それに従っ

て毎日の日課のようにしてその箇所を読ん

でいってみましょう。週日は聖書が継続的

に読まれていくので全体の流れもつかめま

す。もちろん平日のミサに来れる人は与り

ましょう。 

③聖書の通読 

興味のあるものから読んでいって構いま

せん。１日１０分とか１章ずつとか決めま

しょう。旧約聖書の歴史書はさまざまな人

間のドラマがありとても面白いです。各地 

 

で行なわれている「聖書百週間」の目標は

通読です。尐なくとも福音書は是非、通し

て読みましょう。北須磨教会では四旬節に

ヨハネ福音書のリレー通読が行なわれま

す！ 

④小グループによる聖書の分かち合い 

５人から１０人くらいのグループを作っ

て一緒に読んで分かち合いをします。聖書

のメッセージをより豊かにうけとめられる

ようになり、共同体の絆も深まります。や

り方は「セブンステップス法」「レクチオ・

ディビナ」などいくつかあります。皆さん

にも実際に体験できるような機会を、今後、

作りたいと思います。是非参加してくださ

い。 

 

神のみことばに触れ、祈りの心で思い巡

らすならば、そこから励ましや新たな力、

希望、慰め、勇気などをいただくことが出

来るでしょう。みことばこそわたしたちの

生きる糧なのですから。 

「聞け。わた

しのことばに耳

を傾けよ。そう

すれば生きる」

（イザヤ 55:3） 
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洗礼おめでとうございます 
 

 

 

 

 

 

フィリポ TA ちゃんの洗礼式が２月１３日のミサで行われました。 

 

 

 

 

 

 

 

野 尻 先 生 の 講 演 会 

シエナのカタリナ YM 

 

 １月３０日、野尻先生の講演会の第３回目を行いました。テーマは、前回に引き続き、「子

育て支援、これでよいのか」です。 

 先生は、現政権による金銭的、あるいは物的な子育て支援の問題点を述べられました。子

育て支援においては、ただ単純に子供の人数の増加を図るよりも、最近の日本人に見られる

家庭内暴力や子供の荒れ、また堕胎などの倫理的な問題を解決するために、政策の背後にあ

る思想の在り方が重要であるということでした。 

 戦後、アメリカが日本の共同体的な社会を切り崩し、個人主義を浸透させたこと

で、今日のような日本の倫理的悪化がもたらされたということも指摘されました。

また、神から離れていくヨーロッパの思想家の歴史も紹介しながら、人間が神から

離れることによって倫理が失われていくことを強調されました。 

 次回は３月６日のミサ後、10:30～12:00 頃まで、集会室の２で予定しており

ます。ぜひ皆さんお集まりください。
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 寄 稿  

～教皇書簡 「主の日 ― 日曜日の重要性」を読んで～ 

 

マリア・マグダレナ IN 

  自宅にあったこの冊子に目が止まり読んでみました。大聖年 (2０００年)

を前に書かれたこの書簡の冒頭で、ヨハネ・パウロ二世は、日曜日のミサに

与る信徒の減尐について触れていますが、これは、社会的制約の多い布教国

だけでなく、伝統的なキリスト教国においても見られ、現代の社会経済状況

の変化と信徒の意識の変化を憂えて発信されました。 

  私自身も生活に追われる日〄の中で、教会に行きミサに与るのは〈掟だから〉の意識が強

く、義務感に伴う重荷をしばしば感じていました。多分それは、生命の主であり、生活の主

である御方を隅に追いやり、自分がその中心に坐っていたからだと思います。 

書簡の結びには 「日曜日はキリスト者の生活を支える日です。教会はキリストに照らさ

れて、日曜日から日曜日へと、天のエルサレムの終わることのない日曜日を目指して進んで

行きます」とありました。私がもう尐し早い段階で、キリスト者にとっての日曜日に真の意

義を見出し、主の御心に触れることが出来たなら、主の日は、より大きな喜びと平安に満た

され、義務感のうちには留まっていなかったと思います。 

  教会暦は一年周期で練り返されていますが、週毎に来る日曜日の、わずか一時間ほどの典

礼の中にも、主の創造の御わざから救いの御わざが凝縮されており、それゆえ日曜日は 「主

の日」「復活の日」「根源の祝日」と言われています。 

「神がすべての仕事を終えて第七の日を祝福し、聖別されたとき、神は大きな喜びに満    

ちたまなざしのうちにありました」(第一章  主の日) 

「教会が時の流れの中を旅するとき、キリストの復活を思い巡らし、過ごとにその記念    

を盛大に繰り返すことによって、私たちは神の民が旅するものであり、終末論的な特徴を

もっていることに気づくようになります」(第三章  教会の日) 

  日曜日は心身を休めるだけの週末ではなく、過ぎ去った六日間の週日を振り返る日でもあ

り、ミサの一連の流れの中で、主の御言葉を聴き、歌い、唱え、黙想することによって豊か

な実りがもたらされ、翌日からの週日を生かす力となることが理解できるようになりました。 

  三位一体である神よ、繰り返し「主の日」に与ることによって信仰が強められ、日曜日を

喜びと感謝と賛美のうちに迎え、過ごすことができますように、私たちの心にいつも働きか

けてください。アーメン。 
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 2011 年３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 

３・６(日)９時 

年間第 9 主日 
Fr｡セグラ NS KK 

NY 

(南) 

①KK 
②SM 

6Ａ地区 
N・O 

洗)TY 
 

３・9(水)20 時 

灰の水曜日 
Fr｡セグラ IR YS ―――― 

①KN 

②KS 

①KN 

②KS 

K・H 

(洗)TY 
 

３・13(日)9 時 

 四旬節第 1 主日 

（黙想会） 

 

Fr｡吉岡 

 

KT HT 
NS 

(北) 

①ST 

②NS 
6Ａ地区 

K・Y 

(洗)TY 

告解担当： 

Fr.吉岡 

Fr.シリロ 

３・20(日)９時 

四旬節第 2 主日 

（子供ミサ） 

Fr｡松浦 
(子供ミサ 

担当者） 
YS 

HK 

(南) 

①子供ﾐｻ 

担当者 

②   〃 

１・４ 

地区 

N・O 

(洗)TY 
 

３・27(日)９時 

四旬節第３主日 
Fr｡クレニュ HK HT 

MS 

(北) 

①TT 

②HT 

１・４ 

地区 

K・H 

(洗)TY 

Fr ｸﾚﾆｭ

(迎･送) 

N 

 

 

 

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２～ 

聖体拝領のとき奉仕者は御聖体を掲げ

「キリストの体」と言います。拝領する人

は「アーメン」と答えて戴きます。このと

き奉仕者はキリストを挟んで拝領者と向

かい合い、ともに「救い主キリスト」を仰

ぎ拝み、私たちのうちに来てくださるよう 

 

祈ります。ですから「キリストの体」と呼

びかけられたらすぐ「アーメン」と答えて 

ください。それによって奉仕者も拝領者が

カトリック信者であると安心して御聖体

を手渡すことができます。ご家庭で病人の

家族にさしあげる時も家族の方が同じよ 

うにして下さい。病人のお宅に訪問すると

きは前後に祈りや聖句の朗読などを加え

た式次第がありますが、ご家庭でもその日

の聖書と典礼を利用して工夫してみてく

ださい。病人が御聖体を飲み込めないよう

な時は小さく割いて残りを家族の方や奉

仕者がいただけばよいでしょう。（ＫＪＨ） 

～次回に続く～ 
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おお 知知 らら せせ  
 

 

 
＜典礼委員会＞ 

 

☆聖書リレー通読☆ 

日時：３/12(土) 12:30～16:30 

内容：ヨハネ福音書を通読します。 

皆さまの参加をお待ちしています。 

 

☆四旬節・黙想会☆ 

・灰の水曜日ミサ（大斎・小斎） 

３月９日（水）２０時 

・黙想会（四旬節第一主日） 

３・13(日)9 時 

 司式担当 吉岡神父 

告解担当 吉岡神父・シリロ神父 

 

＜セブンステップ法による 

みことばの分かち合い＞ 

日時：木曜日午前１０時から１２時半 

期間：3/24 から 4/14 までの全４回 

場所：北須磨教会集会室 

内容：四旬節主日の福音を読んで分かち合 

う。その後、昼食会。 

指導：松浦神父 

連絡・問い合わせ：OA さんまで 

（昼食代５００円各自ご用意ください） 

 

 

図 書 紹 介 

「神さまのこどもたちへ」 

―こどもと共にきく日曜の福音・A 年― 

松浦謙著（新教出版社）￥17８５ 

 松浦謙神父さまが、典礼暦に沿って日曜

日の聖書の朗読箇所をした著作。 

主日ごとに４ページで構成されていま

す。最初の見開き２頁で３つの福音箇所の

主題の解説、次の２頁でみことばの理解を

深めるエピソードを交えた話にあてていま

す。おもに小学生中学年を対象に書かれた

ものですが、「こどもたちにお話をすると、

いっしょにきいていた大人たちにもわかり

やすくてよかったという声をよく耳にしま

す。」（著者あとがき）とあるように大人

にも読んで欲しい一冊

です。 

巻頭言で松浦神父様

が勧めていらっしゃる

聖書通読の手立てとし

てもいいかもしれませ

ん。教会図書にも入れ

ています。なお B 年、

C 年についても出版さ

れています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編 集 後 記 
 

ここ数日で急にくしゃみが出る
ようになりました。今年は大量の
花粉が舞うとのこと。すでに花粉
症は立派な季語のようで春の訪れ
をくしゃみで感じるようになりま
した。 
 さて、花粉症も季語なら復活祭
も季語です。３月から４月にかけ
て、教会では四旬節、復活祭と続
きます。また日常生活では卒業や
入学・入社、あるいは転勤などと
別れと出会いが繰り広げられ、新
たな生活が始まります。 
 それにつけても準備が必要だと
感じます。新しい生活にしても、
復活祭にしても。    （GHT） 



 

 


