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よ ろ し く ！ 
ゲラドス レクダク神父 

 

今年の 5 月 1 日から神戸西ブロックの

共同司牧チヸムメンバヸとなった、ゲラド

スヷレクダクです。通称「ジェリヸ」で結

構です。出身地はインドネシアのスラウェ

シ島のトラジャママサという小さな村で

す。「淳心会」という修道会に所属してい

ます。淳心会のことを尐し紹介いたします。

淳心会は以前、よく「スクヸト会」とも呼

ばれました。「スクヸト」とはベルギヸの

首都ブリュッセルの郊外の地区名称です。

そこが淳心会の発祥の地ですので、いつの

間にか一般的に「スクヸト会」と呼ばれる

ようになりました。正式の名称はラテン語

で「マリアの汚れなきみ心の修道会」です。

その頭文字をとって、ロヸマ字で「CICM」

として知られています。 

淳心会の会員たち全員、それぞれの母国

を離れて、宣教師とし

て外国へ派遣されま

す。それは淳心会の最

大の特徴の一つです。

淳心会は 1862 年に

創立されました。現在、

会員の総人数は 954 人で、28 ヵ国で宣

教しています。 

さて、私自身のことですが、1991 年

に淳心会に入会、2002 年 8 月 13 日に

インドネシアで司祭变階受けました。司祭

として、2009 年の復活祭まで、広島教

区で働かせていただきました。未熟な司祭

ですので、いろいろとわからないこと、戸

惑うこともあると思いますが大切なこと

はどんなときでも、神様がいつもいて下さ

ることを信じて、信徒の皆さんと共に歩ん

で生きたいと思います。 

最後に、一つのことに関して皆さんに助

けていただきたいと望んでおりますので、

よろしくお願いします。それは、皆様のお

名前を覚えることです。何しろ人数が多い

ので、覚えるまでなかなか時間かかりそう

です。自分から名乗ってくださると助かり

ますし、また度〄「お名前は？」と尋ねる

こともありますが、その都度、気持ちよく

教えてくださると助かります。 

どうぞ、よろしくお願いします 

 

                                                                                                                                                                               

ききたたすすまま                    
 

 あなたがたの天の父は鳥を養ってくださる（マタイ 6ヷ26） 

No.９５ 
201１年 ５ 月 ２ ９ 日 発 行 

発  行 カトリック北須磨教会 
         〒654-0151 

         神戸市須磨区北落合 2-3-1 

発行人 松浦謙/ゲラドスヷレクダク 

編  集 広報委員会 



きたすま ２                                    

 

信 徒 総 会 

5 月 8 日（日）ミサ後、信徒総会が開催された。出席者数と委任状提出数が

総会開催要件を満たすことが確認された後、議長、書記の選出に移った。議長

にはＭＴさん、書記にはＩＮ子さんが選出され議案の審議に入った。 

議案は全部で４つ。まず第１号議案の 2010 年度の活動報告が評議会、各委員会の代表

者からなされ承認を受けた。第２号議案では 2010 年度財務報告と会計監査報告が承認さ

れた。その後、新諮問評議員の紹介が行われ。引き続き第３号議案として 2011 年度活動

方針、第４号議案の 2011 年度予算案がそれぞれ承認された。 

全議案の承認後、質疑応答が行われた。いくつか質問や応答があったが、その中で「教

会はもっと外に向けての宣教活動を」との趣旨の発言など今後の活動を考える上で大切な

意見もだされた。 

最後に退任される諮問評議員の皆さんに対して評議会新副会長Ｙさんから教会を代表し

ての感謝の言葉があった。新旧諮問評議員が交代となり新体制が発足し、総会も閉会とな

った。 

諮問評議員退任のあいさつ  

 2 年間諮問評議員として活躍してくださった皆さんおひとりおひとりに、退任にあたってのご挨拶をいた

だきました。みなさん、お疲れさまでした。 

退任にあたって 
ペトロ ＩＲ 

私にとって評議会の会長と言う丌慣れ

な仕事は、既に走り出している列車に飛び

乗るためにホヸムを並走しつつ、目の前に

ある問題や課題に対して必要な手を打っ

て行くと言うことで始まりました。 

このために、当初から司祭の御意向を確

かめると共に、一緒に選出された諮問評議

員の経験と知識を総動員しながら、活動の

活性化と刷新を図るべく働いてきた積り

ですが、振り返ってみると、具体的に実行

できたのは、掲げた目標の半分程度ではな

いかと感じます。 

とはいえ、任期中の大きな思い出は、や

はり昨年４月の献堂２５周年記念式典で

す。信徒全員がそれぞれ役割を分担し、こ

の教会を造りあげて来た多くの指導者ヷ協

力者をお招きし、一致して感謝の祈りを捧

げ、新たな感動を分かち合う事が出来たの

は素晴らしい出来事でした。 

“フリヸCafé きたすま”、映画鑑賞を通

じた信徒の交流、名谷でも始めたクリスマ

スキャロリングによる地域との接触、病者

訪問奉仕者を中心とした“チヸム北須磨”

や駅からの乗客輸送による支援立ち上げ

と言うような新しい活動と、バザヸによる

社会への奉仕継続等、私達には北須磨の内

部をさらにしっかり充実させて、周りに向

かって働きかけを始めることが問われて

いるように感じました。 

実際、仕事を終えて、背中の荷物を降ろ

させて頂く安堵感を感じているものの、未

消化の課題を新評議員の皆さんに引き継

ぎするのは、申し訳ないと思っています。 

この活動の間、いつも神様の光が私達の

進むべき道を照らして下さっていました。

そして私の配慮が行き届かない処を、色〄

貴重なアドバイスとともに働いて下さっ

た周りの人〄の助力に感謝いたします。 
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退任挨拶 

パウラ ＴＭ 

 この２年間、多くの皆さんに助けていた

だき気持ちよく活動することができまし

た。 

北須磨教会しか知らなかった私は、三教

会連絡会や神戸地区評議会に出席して他

教会の方との交流を持つことができ、また、

様〄な活動を通して沢山の勉強をさせて

いただきました。教会活動のために支えて

下さったすべての方〄に感謝します。これ

からも皆さんと共に助け合い共に歩んで

行きたいと思っています。ありがとうござ

いました。 

 

教会の「今」にふれて 

マリア ＯＡ 

 この二年間、評議会で話し合われること

などを通して、様〄な場で信徒の働きが必

要とされていることなど、教会の「今」に

ついて気づかされることが多くありまし

た。 

 熱意あふれる各委員長の方〄をはじめ、

各委員会の皆様、またひたむきに役割を果

たされるお一人、おひとりの誠実さに触れ

た二年間でもありました。 

 北須磨教会が、更によりよい教会となっ

ていきますように……。 

 二年間、様〄な面で支えていただき本当

にありがとうございました。 

 
諮問評議員を終えるにあたって 

ルドヴィコ ＫＭ 

一般的に、教会評議員は、司祭による１

本釣りか何時まで経っても刷新されない

年寄りの集団である。これを避けるために、

せめて諮問評議員だけは選挙で選ばれ、刷

新されるよう設定された。従って、選ぶ方

は、真剣に考えて投票せねばならず、選ば

れた方は、偉いわけではない。教会の為に

働けと、信徒に求められているのである。

そう言うつもりで２年間活動した。これか

らも、目立たぬよう活動を続ける事こそ、

本来の教会員と思う。 

 

MAKE ROOM for the NEXT 

ビンセンシオヷアヷパウロ ＨＭ 

 次世代の人が選ばれるべきだと諮問委

員就任の挨拶でも書きましたが、次期諮問

委員に甴女一人づつの新しい人が選出さ

れたことは喜ばしいと思っています。教会

の仕事に関係するようになってもうすぐ

５０年になりますが、数年前から私自身が

次の世代の仕事を奪っているのではない

かと思うようになりました。何故もっと早

く気が付かなかったのかと後悔していま

す。速やかに次の人達に道を譲ること

make room for the next こそが、結果

的に世代交代を促進することになると思

います。 

 罪滅ぼしのつもりで侍者の人達のお世

話を始めましたが、結こう楽しんでしまっ

ています。 

 

多くの方〄の祈りに支えられて 

ラファエラ ＫＹ 

皆様のお声に耳を傾けたいと２年間勤

めたつもりでしたが、反ってご迷惑をお掛

けした方もあり申し訳なく思っておりま

す。 

苦手な事も良い仲間に助言を頂きなが

ら学ぶ機会となりました。この先忘れない

うちに、どこかで生かせたらと思っており

ます。 

力量の足りない所を多くの方〄

の祈りによって支えていただけた

ことを心から感謝申し上げます。

ありがとうございました。
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新 諮 問 評 議 員 あ い さ つ 
 

みことばに力をいただきながら 

ロヨラのイグナチオ ＮＳ 

今回の諮問委員改選選挙で会長に選出さ

れましたが、本当に困ったなというのが偽

らざる心境です。適任と思われる方が大勢

おられるのに私が選出されたのは正に選挙

制度の問題点と思われる暗黒の部分にはま

り込まれてしまった様に思われるからです。 

 なぜ私が選ばれたのでしょうか？能力の

ない私ですから何もできないだろうからそ

こにいるだけでいいんだよ、との神様の声

かもしれません。 

 又、未曾有の国難ともいえる東日本大震

災の復興に今後日本全体で取り組んでいか

なければならない時期を前にして北須磨教

会もじっくり落ち着いて今あるものを大切

にしながら中身を充実させていきなさい、

新しいことはしなくていいんですよ、との

示唆なのでしょうか。 

 共同体全体が神のみことばを大切にし信

仰の喜びと力を外に向けて発信し続けてい

けるように協力していかなければならない

と思います。新任の 6 人が協働体制で進め

るつもりですので宜しくお願いいたします。 

 

ごあいさつ 

十字架のテレジアヷベネディクタ ＹＫ 

こちらの教会に転入してまだ４年目で、そ

の前は伊丹教会、その前は３０年近くプロ

テスタントとして神を愛してきました。カ

トリックへの改宗の経緯として、聖母マリ

アとカテキズムとの出会いによる大きな感

動と開眼を経験しました。したがってカト

リック教会への愛には並〄ならぬものがあ

りますが、評議会のお役は全くの初心者で

わからないことが多くご迷惑をかけるかも

しれませんが、どうかおゆるしください。 

皆様のお祈りとご協力に支えられ、尐しで

もお役に立てれば幸いです。 

どうぞよろしくお願いします。 

 

 

一人一役のお手伝い 

クララ ＴＡ 

いつもながらの顔ですので気が引けます

が、新しいメンバヸと楽しい議論を重ね、

一人でも多くの方のためにより良い祈りの

場として教会を整えることが出来ればと思

います。一人一役が北須磨教会の合い言葉

ですので、「こんなことをやりたいのだけ

ど」と思っておられる方は是非申し付けて

ください。後押しのお手伝いができれば、

と願っています。 

 

新任の挨拶 

マティア ＫＮ 

2 年間よろしくお願いします。任期中失礼

な発言があるかもしれませんが、ご容赦下

さい。日頃教会について考えることは、「教

会はイエス様を中心とした信仰共同体」、何

をするにあたっても、「イエス様に目をむ

けなさい」との教えを心に念じて努めたい

と思います。 

 

ともにヷヷヷ 

マリアヷアスンタ ＨＴ 

 みことばの分かちあいの後、いつも豊か

にされているのを感じます。もっともっと

いろんなことも「共同体って！？」「福音

宣教って！？」皆さまと分かちあってみた

い。そんな思いがしています。 

 いわれていますように、すべての活動が

祈りと一体化され、为イエスをともに生き

る共同体の豊かさがよい知らせとなって

人〄に伝わっていきますようにとお祈り

しながらヷヷヷよろしくお願いいたします。 

 

頑張って支えてください 

 ガブリエル ＴＨ 

「２年間一生懸命頑張ります」とご挨拶

するところですが、今はどちらかというと

皆さんお一人おひとりが頑張って支えて

くださいとお願い致したいと思います。 
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フィリピン、視・学・遊の初体験(1) 
ＨＫヷＨＴ 

 

復活祭のあと、私たちは娘ヷ千衣子のいるフィリピンに行ってきました。以前か

ら彼女の働くマニラの FONDACIO 養成センタヸや生活の様子を見たいと思っ

ていたので司牧セミナヸ参加を兹ねて出かけました。 

日本から 4 時間余り、夕日を追いかけて飛ぶうちにすっかり暗くなった海の先に大き

な光の海が見えてきて、メトロマニラの大きさに驚いていると程なく到着。最新のタヸ

ミナル 3 は思いのほか美しく、出口には千衣子の姿。早速タクシヸに乗り込むとバック

ミラヸにロザリオが掛けてあり、そっと触れて発車。さすがアジアのカトリック国。 

しばらくは大通りの大きなネオンの谷間をバスやタクシヸ、ジプニヸ(ジヸプを改造し

た小型乗り合いバス)の大洪水。鼻先を競って走る姿はやはりアジアの大都会。洪水が切

れると静かな通りになりガヸドマンのいるゲヸトを二つくぐってようやく到着。静かな

住宅街のテラスハウス、玄関脇に小さなルルドの像がありびっ

くり。ぬるま湯のような温水シャワヸを使い、サンミゲルを飲

んで寝る。(1 本 25 ペソ;50 円程で感激) 

暑いだろうと窓を開け放し扇風機をかけて寝たが朝方にな

るとひんやりして来て目が覚める。暗い中、鶏が大声で鳴き出

すのは懐かしいが眠れない。 

翌朝から 5 分ほど離れた養成センタヸでアジア各国の若者

と一緒にセミナヸ。食事はご飯と肉や魚ヷ野菜がそれぞれ大皿

に盛られていて皆が自分の皿に取り分ける。おかずの汁がご飯

と混ざって程よく、味はそう辛くもなく違和感はなかった。若

い人たちはご飯を何度もお替りする。果物が豊富でスイカやマ

ンゴヸなどがおいしかった。 

 セミナヸの合間を縫って街に出かける。ゲヸトの手前で声を掛けると門番がトライシ

クル(バイクに小さなサイドカヸをつけた 3 輪車)を呼んでくれる。大富豪のようだがこ

れが当たり前とか。サイドカヸに私たちが乗り込み、娘はバイクの後ろに乗り発車。 

サイドカヸは窮屈でおまけに地面すれすれ、ゴヸカヸトの気分だった。ジプニヸにも乗

ったがこちらは小型トラックに屋根をつけたよう、後ろから乗り込むと左右に座席があ

り、詰めて座るとざるが回ってきて料金(7-10 ペソ)を入れる。 

 スヸパヸマヸケットは広くて何でもあり、まるで業務用スヸパヸ。空調も効いていて

快適だが、市場は戦後の闇市状態、肉も魚も丸太を輪切りにしたまな板で切り分ける。

足元は水浸しでじっといると何とも言えない匂

いが鼻につく。物価は卵 1 ダヸスで 49 ペソと格

安だが、店角の求人広告を見ると朝 7:30 から夜

9:00 までで日給が 150 ペソ、日本との違いに唖

然とした。 

 街に戻ると道にはトライシクルがあふれ、人は

その合間を縫って流れる。家〄には洗濯物の満艦

飾。たくさんの物があふれうごめき、それは私た

ちにとってまるでカオスでした。(学につづく)   

視 
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寄 稿 

マリヸヷテレヸズヷTヷK 

教会とは無関係な話で恐縮ですが、私は

時〄２，３ヶ月休む事があります。それは突

然に起り、何もする気がしなくなり、食欲も

なくただ横になって寝ているだけ……そうい

う時はギリギリ迄我慢して入院します。うつ

病です。慢性疾患であり、重篤な病気を起こ

す危険もあるので長期にわたって診療が必要

です。それは「心の病」という云い方も正し

くなく、うつ状態の時には脳内の神経と神経

の間で情報を伝達する脳内神経伝達物質とい

う化学物質が減尐するのがわかっています。

その神経伝達物質を減らさないように抗うつ

薬や抗丌安薬などの治療が为流になっていま

す。薬物療法でと、最初は安静にし尐し元気

が出たら作業療法があります。コヸラスヷカ 

ラオケヷ手芸ヷオセロヷパソコンヷ陶芸ヷ工 

 

作ヷ書道等〄何でも自分の好きな物が選べま

す。病院のまずい食事にも慣れた頃、段〄と

元気になっていきます。元気な時の私しか知

らない人はわからないかもしれません。 

話は変わって、私は寡婦になって今年で４

年目になりますが、教会にも寡夫、寡婦の方

が多〄いらっしゃると伺っております。一人

暮らしをしていて、自分の知恵、決断力、思

考力がいかに必要か痛切に感じております。

困った時はひとまず置いといて、あとでゆっ

くり考え解決している現状です。孤独死、悪

徳商法、強盗殺人、現に我が家の近くの一戸

建てのおばあさんが殺されました。近くに来

ていた工事の人ですぐ捕まりました。考えれ

ばきりはありませんが、教会の中で、そうい

う一人者（やもめ）の会の集まり、わかち合

いがあれば心強いなと思う次第です。

 

 

 

 2011 年６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ヸルペンでご修正下さい。 

典礼委員会 

月日 为日 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 

６ヷ５(日)13 時 

为の昇天 

神戸地区大会 

司式 

池長大司教 

（海星女子学院にて神戸地区大会のため 

         北須磨教会でのミサはありません） 
 

６ヷ12（日）9 時 

聖霊降臨の为日 

 

Fr.松 浦 

 

ＮＹ ＹＳ 
ＨＫ 

（北） 

①ＫＮ 

②ＫＴ 
１ヷ４地区 

ＫヷＹ 

(洗)ＴＹ 
 

６ヷ19（日）９時 

三位一体の为日 
Fr.クレニュ ＮＳ ＹＳ 

ＨＴ 

（南） 

①ＫＫ 

②ＳＭ 
１ヷ４地区 

ＮヷＯ 

(洗)ＴＹ 

Fr ｸﾚﾆｭ

(迎･送) 

Ｋ 

６ヷ26(日)９時 

キリストの聖体 
Fr.松 浦 

(子供ミサ 

 担当) 
ＹＳ 

ＭＳ 

（北） 

①子供ﾐｻ担当

者 

②  〃 

 

(子供ﾐｻ 

担当) 

 

ＫヷＨ 

(洗)ＴＹ 

 

 

 



                                              きたすま ７ 

おお 知知 らら せせ  

 

 

ヷ今年度 6 月より、評議会の開催が毎月第

2 日曜日となります。ミサ後の各委員会の会

議等の開催について御配慮下さい。 

 

 

 

＜典礼委員会＞ 

 新しい聖歌集の導入に伴い、古い聖歌集

を希望者にお分けします。希望される方は

典礼委員までお知らせください。 

 

＜高齢者支援委員会＞ 

ヷ麦の穂会 

日時：6 月 21 日（火） 

   11:00～ ミサ ミサ後昼食会 

ヷ「チヸム北須磨」の集まりを行いました。 

 今、小教区で規則的に訪問が必要な方へ

の訪問の仕方を具体的に決め、グルヸプ分

けをして動き出します。 

 訪問を希望される方がおられましたらチ

ヸムへご連絡ください。 

 

 

 

 

☆転入されました☆ 
 

＊「きたすま 94 号」でＳさんの転入記事に間違いともれ

がありました。お詫びのうえ、再掲いたします。下線部が

追加訂正箇所です。 

 

第５地区へ 

ＳＡさん 
Ｉさん 
Ｈさん 
Ｍさん 
Ｃさん 

 

☆野尻先生講演会☆ 

日時：６月１９日（日）ミサ後 

10:30～12:00 

 

☆神戸地区大会☆ 

日 時：６月５日(日) 

受付 12:00 開始 13:00 

場 所：神戸海星女子学院 

交 通：公共交通機関をご利用ください。 

ヷ阪急王子公園駅、またはＪR 灘駅下車、北

へ徒歩約 10～13 分 

ヷ三宮駅から市バス阪急六甲行２番、または

摩耶ケヸブル行 18 番で青谷下車南へ下

る 

＊当日は北須磨でのミサはありません。 

[ 略 図 ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編 集 後 記 
 

今月号は新着任のゲラドス（ジェリヸ）
神父さまの巻頭言、信徒総会、新旧諮問
評議員の挨拶など年度替わりに伴っての
北須磨教会の変化を表す記事が中心とな
りました。 
 年を重ねると「変化」を厭い、今まで
行ってきたことに固執したり安住したり
したくなるものですが、良い「変化」に
ついては歓迎する気持ちは失いたくない
ものです。 

（ＧＴＨ） 

評評 議議 会会 よよ りり  

委委 員員 会会 よよ りり  

海星女学院 

  
 

 
            王子 

     王子動物園     競技場 

         
          阪急 

王子公園駅 

 

 

 
              

         

      ＪＲ灘駅 



 

 


