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九年間の歩みを顧みてありがとうございます 
フスト セグラ 

 

私たちは、この一か月半にわたって東北

関東大地震について、テレビや新聞の報道

に接して、この恐ろしい災難に合われた多

くの方〄の痛みを思い、このような試練か

ら、再生と復興に向かう動きに積極的に参

加してきたいと思います。このような大き

な試練を乗り越えるためには私たちの祈

りや犠牲も必要です。今、困難な状態に置

かれている方〄に寄り添うことを新たに

約束をしながら今年のご復活の喜びを心

から味わいたいと思います。 

 イエスの迅速な処刑は、それだけで弟子

たちを完全な失望の中か、根本的な危機の

中に沈められました。おそらく危険から逃

れ、起こったことに困惑している弟子たち

は、信仰のない人〄よりもずっと悲嘆に暮

れていたでしょう。 

とはいえ、すぐに説明のできないことが

起こります。この人たちはもう一度エルサ

レムに戻り、二、三日前に神殿の権威者た

ちや、帝国の代表者たちによって処刑され

た預言者が生きているとみなに宣言して、

イエスの名によって集まります。ガリラヤ

での安定した生活を捨て、すぐに宗教支配

者から迫害され、拘束される、本当に危険

な場所エルサレムにもう一度出現するた

めには、何が起こったのでしょうか。誮が

彼らの臆病、困惑を根こそぎにしたのでし

ょうか。今なぜ、これほど大胆に、確信を

もって語るのでしょうか。なぜ、死に定め

られたのを知ると自分たちが見捨てた人

の名によって、もう一度集まろうとするの

でしょうか。彼らはただ一つの答を出しま

す。《イエスは生きておられる。神はイエ

スを復活させた》と。その確信は、全員一

致の確固としたものです。今私たちにまで

届いているあらゆる伝承や記録の中に出

ているので、私たちはその正しさを実証で

きます。どんなことを言っているのでしょ

うか。 

 いろいろな仕方や異なる言語で、皆が同

じことを告白します。《死はイエスに対し

て何もできなかった。十字架に架けられた

方は生きておられる。神はこの方を復活さ

せた》と。 

私たちも、同じような大きな喜びを分か

ち合おうではありませんか。 

＊＊＊＊＊＊ 

私自身について、今の気持ちを伝えよう

とすれば、別れていく気持ちではない、つ

まり、離れていくつもりでもありません。

距離的にちょっと離れていても、祈りの中

や私の信仰の中では離れることはできま

せん。本当に満たされた九年間でした。今

まで、一番満たされた時だったでしょう

か？わかりません。とにかく、司祭の道は

すばらしい道だとしか言えません。 

感謝と反省！第一中川神父さんに

感謝いたします。八年間共に働いてきた中

川神父さんを忘れることはできません。将
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来の教会へのビジョンを常に持っていた

中川神父さん、すぐ決断ができ、実行に移

すことができた中川神父さんでした。本当

にありがとうございます。 

また、いつも暖かく司祭館と明石教会を

守ってきたクレニュー神父さんに心から

感謝いたします。神父さんのおかげで私は

常に「行け、行け」と心の中で聞こえてい

た声に従って、どこへも楽に、安心してい

くことができました。本当にありがとうご

ざいます。昼、夜、帰ってきたらいつも神

父さんがいる、何という幸せな教会でした。 

松浦神父さんとともに働いてきたのは

たった一年ですが、非常に意味深い一年と

なってきました。本当にありがとうござい

ます。 

信徒のみなさん、このブロックの三つ

の教会の信徒、シスターとともに九年間布

教、宣教活動ができたことを神様をはじめ、

皆様に心から感謝しています。たくさんの

人、皆様からいつもさまざまなお助けをい

ただき、今の気持ちを一言で表すことがで

きません。これからずっと、私の祈りをも

って尐しでもお返ししたいと思います。心

から感謝いたします。 

反省！「行け、行け」という声を抑

えることができなくて、外へ行き過ぎまし

た。ごめんなさい！第一に、この地域で誕

生をしていた「祈りと生活の作業場」を始

めました。池長い司教様が、「できれば、

大阪教区の他の小教区でも広げていきな

さい」と言われ、それを神様の声と認め、

たくさんの小教区に行ってきました。明石

教会で住みながら、留守にした日が多すぎ

ました。でも、これも皆様がゆるしてくだ

さいましたね！このような仕事ができた

こともクレニュー神父様のおかげでした。 

北須磨、垂水、明石の共同体の中にもい

ろいろな試練、苦しみの中に、今、歩んで

いるひとも尐なくありませんが、私の一つ

の大きな反省するところが、彼らを心から

愛していたにもかかわらず、その方〄のた

めに十分時間を取れなかったことです。今

これについて深く反省するところでは、涙

が出てきます、おゆるしください。これか

らも生きている限り何かの形で補ってい

きたいと思っています。 

終わりには、あと、ちょっとすれば、

明石教会から一人の新しい司祭の誕生を

見ることができることです。私たち司祭に

とっても、これ以上大きな喜びはありませ

ん。大久保武さん、神様の素直な預言者と

なってくださいね！この間の助祭式の武

さんの笑顔は素晴らしかったですよ！お

めでとうございます！ 

私のこれからの道も神様の召出しに

答えて歩もうとしている若者とともに歩

むことになります。小さな仕事ですが、大

きな夢を見ています。祈ってください。あ

りがとうございます！ 
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聖書百週間を終えて 
 

十字架のテレジア・ベネディクタ ＹＫ 

 

2008年４月の派遣式で始まった聖書百週間は、2011年４月19日に修了式を迎え、

３年間に及ぶ聖書全巻の通読を終えました。旧約聖書の創世記から新約聖書の黙示録ま

で読破するという旅路は、長く、楽しく、また、時には厳しくもあり、何度も挫折しか

けては立ち上がるということの連続で、みなさんのおかげでなんとか達成できました。 

聖書百週間は初めてという方、また、すでに何度か体験されていた方、さまざまな背

景を持った方〄が、毎週火曜日一同に会し、あらかじめ読んできた所定の聖書箇所につ

いて、約３分間、感想や学んだことなどを発表し、祈るというこのプログラム。最初は

なかなか慣れなかった発表も、回数を重ねるうちにすっかり熟練（？）され、それぞれ

個性あふれる発表になり、その発表を通して自らの信仰を毎回新たな気持ちで告白して

いるように感じられ、大変すばらしいと思いました。旧約聖書は特に歴史的な理解が必

要でしたが、そういう歴史的な内容を詳しく発表してくださる方、また、関係資料を自

ら探して人数分コピーしてくださる方、関連図書を積極的に読んで調べたことや感じた

ことを発表される方、自分の信仰体験を証してくださる方、また、音楽に詳しい方は聖

書の箇所に合ったオペラやクラシックの曲を紹介してくださったりと、いろいろな賜物

を持った方〄が、お互い助け合って感動を分かち合い、一人では決して味わえない実り

豊かな聖書百週間を過ごすことができたと思います。また、午後１：３０～３：３０ま

で続くこの時間のちょうど真ん中辺りで始まるセグラ神父様の解説や講話は、ユーモア

と洞察に富み、大変勉強になると同時に心の和むひとときでした。 

感動したみことばに線を引いているうちに、みなさんの聖書はいつのまにか赤や緑や

オレンジ等〄の線や小さな書き込みでいっぱいになり、３年の間にずいぶん良い感じの

使用感が現れるようになって、他にはどこを探しても見つからない自分だけの”My 聖

書“になったのではないでしょうか。 

４月 19 日の私たち約 20 名の小さな修了式は、シスター木梨が企画してくださった

もので、修了式の冒頭、セグラ神父様が頭上に聖書を高〄と掲げながらお聖堂に入場し、

その後ろに私たちが続いて入場しました。その光景はとても感動的で私は涙を覚えまし

た。神父様の手に掲げられた聖書は、まさに、私たちの信仰の源泉がみことばに在ると

いうことを力強く象徴しており、聖書を読み終えた私たちはこれからもなお、みことば

との新しい出会いに赴いていく、しかも共同体として･･･ということが示唆されているよ

うに感じられ、心が熱くなりました。 

この聖書百週間で私たちのために尽力してくださったセグラ神父様、シスター木梨、

川島さん、本当にどうもありがとうございました。そして、参加したすべての戦友（？）

のみなさんに心から感謝いたします！聖書百週間をこれからも体験する人〄が増えます

ようにお祈りいたします。「あなたのみことばは、わたしの道の光。わたしの歩みを照ら

す灯。」（詩 119:105）神に感謝！アレルヤ！！ 
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              新諮問評議員 決定 
 

 

新諮問評議委員６名の方が決まりました。（50 音順） 

 男性：ＫＮさん       女性：ＴＡさん 

    ＴＨさん          ＨＴさん 

    ＮＳさん          ＹＫさん 

４月１７日（日）の評議会で、新諮問評議員より会長・副会長が選出されました。 

    会長：ＮＳさん     

副会長：ＹＫさん 

＊ 新年度会計監事を、ＦＡさん（６A）とＹＳさん（６A）に 

お願いしました。任期は２年です。 

 

新しい体制の発足は 5 月からです。 

皆さん、よろしくお願い致します。 

 

 

2011 年 5 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 

５・１（日） 9 時 

復活節第２主日 
Fr.ジエリー ＫＴ ＹＳ 

ＩＲ 

（北） 

①ＡＹ 

②ＳＭ 

3,6B,7 

地区 

Ｎ・Ｏ 

(洗)ＫＲ 
 

５・８（日）9 時 

復活節第３主日 

 

Fr｡松 浦 

 

ＴＭ ＹＳ 
ＫＴ 

（南） 

①ＩＲ 

②ＵＮ 

3,6B,7 

地区 

Ｋ・Ｈ 

(洗)ＫＲ 

子供の日 

の祝福 

５・15（日）９時 

復活節第４主日 
Fr.クレニュ ＴＹ ＹＳ 

ＮＹ 

（北） 

①ＩＭ 

②ＯＲ 
５地区 

Ｋ・Ｙ 

(洗)ＫＲ 

Fr ｸﾚﾆｭ(迎･送) 

Ｈ 

５・22(日)９時 

復活節第５主日 
 Fr.松 浦 

(子供ミサ 

担当) 
ＹＳ 

ＮＳ 

（南） 

①子供ﾐｻ担当者 

②  〃 
(子供ﾐｻ担当) 

Ｎ・Ｏ 

(洗)ＫＲ 

 

 

５・29(日)９時 

復活節第６主日 

（集会祭儀） 

司式：中山 

勧め：山口 
ＭＳ ＹＳ 

ＩＲ 

ＨＴ 

①ＵＨ 

②ＫＳ 
６A 地区 

Ｋ・Ｈ 

(洗)ＫＲ 
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おお 知知 らら せせ  

編 集 後 記 
 
春はいつも慌ただしく、ゆったりした
心持ちで桜を眺めた覚えがありませ
ん。いつかいつかと思いながら、はや
ウン十年。いつの間にか子供達は巣立
って行き、私は私で毎日必死に働いて
います。いったいどこまで修行は続く
やら…。息の止まるその瞬間まで続く
んでしょうかねぇ。大事なものをたく
さん見過ごしているような気がしま
す。せめてゆったり祈る気持ちを忘れ
ずにいたいものです。   (R.K) 

 

 

 

・５月８日（日）ミサ後 

２０１１年度信徒総会を御聖堂にて開

催します。尚、当日ご都合上欠席される

方は委任状の提出をお願い致します。 

・５月２２日（日） 

  諮問委員派遣式 

・５月２９日（日）ミサ後 

  ＤＶＤ映画鑑賞会「ポー川のひかり」 

是非ご参加下さい。 

 

 

 

・信仰講座「共に歩む旅」 

    テーマ「神はわたしたちを呼ばれる」 

  日時：毎週木曜日：10:00～12:00 

  期間：5 月 12 日から 7 月 15 日まで 

全 10 回 

     対象：求道者中心ですが、共に信仰を深め 

       たい一般信徒も可。 

  内容：キリスト教の入門。毎回、日常生活 

におけるさまざまな題材をとりあ 

げ、みことばに触れながら、分か 

ち合いと祈りをします。各自聖書を 

お持ちください。 

  指導担当：松浦神父 

  問い合わせ：ＯＡさん 

・５月１日（日）10:30～12:00 頃 

  野尻先生講演会 

  北須磨教会 集会室２にて 

（一番大きなお部屋） 

  テーマ「子育て支援、これでよいのか」 

         パート５ 

   

子育ては人間形成の基盤であるからこそ、 

 子育て政策の背景となる思想が非常に重

要であり、それがどうあるべきかを考えま

す。とても興味深いお話ですので、ぜひ皆

さまお越し下さい。 

 

 

 

 

 

 

☆転入されました☆ 

 
友が丘（第 2 地区）へ 

アンジェラ ＴＡさん 

ミカエル ＴＴさん 

第７地区へ 

SA さん 

  S I  さん 

 

ようこそ北須磨教会へ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

評評 議議 会会 よよ りり  
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日 ・ 曜日 2011

5/1 日 復活節第２主日 ミサ 9:00～ 信仰講座(ミサ後) 　　　

2 月 朝ミサ　７：30～ 卓球（13～17）

3 火 憲法記念日

4 水 みどりの日

5 木 卓球（13～17） こどもの日

6 金 朝ミサ　７：30　～

7 土 教会清掃なし

8 日 復活節第３主日 ミサ 9:00～ 信仰講座(ミサ後) 　　　

14:00～　西区ミサ

9 月 朝ミサ　７：30～ 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」(毎週木曜10:00～) オカリナ(第2･4木曜13～15)卓球(13～17)

13 金 朝ミサ　７：30～

14 土 教会清掃( 第５地区)

15 日 復活節第４主日 ミサ 9:00～ 信仰講座(ミサ後) 　　　

16 月 朝ミサ　７：30～ 卓球（13～17）

17 火 祈りと生活の作業場（13:30～）

18 水

19 木 信仰講座「共に歩む旅」(毎週木曜10:00～)　卓球（13～17）　男の料理教室（第3木曜17～）

20 金 朝ミサ　７：30～

21 土 教会清掃なし

22 日 復活節第５主日  ミサ 9:00～ 信仰講座(ミサ後) 　　　

23 月 朝ミサ　７：30～ 卓球（13～17）

24 火 祈りと生活の作業場（13:30～）

25 水

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

27 金 朝ミサ　７：30～

28 土 教会清掃( 第６Ａ地区)

29 日 復活節第６主日  ミサ 9:00～ 信仰講座(ミサ後) 　　　

30 月 朝ミサ　７：30～ 卓球（13～17）

31 火 祈りと生活の作業場（13:30～）

6/1 水

2 木 信仰講座「共に歩む旅」(毎週木曜10:00～)　卓球（13～17）　

3 金 朝ミサ　７：30～

DVD映写会「ポー川のひかり」　

14:00～神戸地区評議会（垂水教会）

北須磨評議会（ミサ後）

2011年度　信徒総会　　　　　母の日

フリーＣａｆｅきたすま(ミサ後)予定


