
 

 

 

ただで受けたのだから… 

松浦 謙 神父 

わたしたちは、神さまがどれほど良いことをしてくださったかを思う時、心は感謝の

気持ちでいっぱいになります。それはとうていことばでは言い表せないくらいです。人

に無償で何かしてもらったとき、返礼をしたい。と思うのは当たり前です。とりわけ、

自分の命を救ってくれた恩人のような人には、どんな小さなことでも、何かできること

があればその方にしてさしあげたいと思います。 

イエス様はわたしたちのためにご自分の命をさしだされました。わたしたちに永遠の

命を徔させるためです。ご自身「人の子は仕えられるためでなく、仕えるため、多くの

人の身代金として自分の命をささげるためにきたのである」とおっしゃった通りです。

（マタイ 20:28 参照）そして復活されたイエス様は、昇天される前に弟子たちに命じ

られました「全世界に行ってすべての造られたものに福音を宣べ伝えなさい」。無報酬で、

この良い知らせをすべての人に伝えなさい、といわれたのです。「ただで受けたのだから、

ただで与えなさい」とは、かつて７２人の弟子を宣教に遣わす時にイエスがいわれたこ

とばです。 

わたしたちは微力ですが、どんなことから始められるでしょう。具体的に考えてみま

した。 

① 「刈り入れのために働き人を送ってください」と祈る。もちろん自分も働き手にな

る用意があることを付け加えましょう。「主よ、わたしがここにおります。御心なら

ばこのわたしをもお使いください」と。 

② “呼びかけの奉仕者”になる。信仰は聴くことから始まります。信仰講座や聖書の

集まりなどに誘うことです。身近な友達、職場の仲間、未信者の夫など。 

③ すでに洗礼を受けている子供たちの信仰を育てる。家庭で、教会学校で。初聖体や

堅信の準備、キャンプや泊まり会など子供たちのための楽しい企画。 

④ 一般の人〄にさまざまな形でキリスト教にふれる機会を提供する。ふれあいバザー、

コンサート、クリスマスキャロリングなど 

⑤ 広報宣教活動に力を入れる。掲示板、広報紙、パンフレット、ホームページなど 

⑥ 典礼を深みのある豊かなものにする。ミサは参加する人に神様との生きた出会いの

体験をもたらします。内容を十分理解できなくても礼拝集会の中で人〄は何かを感

じます。そのような典礼にするためにわたしたちそれぞれが心をこめて奉仕をする。

もちろん集会祭儀。通夜。結婚式なども同じです。 

他にもあるでしょう。でも一番大切なことは、私たち自身がキリストの教えに従って

生きる者となることです。「あなたがたは世の光である。あなたがたの光を人〄の前に輝

かせなさい。」（マタイ 5:16）病床にいても、仕事をしていても、人と関わる時も、休

んでいる時も、わたしが生きていること自体が、福音の光を放つものとなるように祈り

ましょう。 
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～神戸地区大会に寄せて～ 

 

マリア・マグダレナ  ＩＮ 

6月5日（主の昇天の祭日）、神戸海星女子学院講堂に於いて神戸地区大会が開催され

ました。微力ながら実行委員の一人として、小教区の枠を越えた活動に一年間参加させ

ていただきました。 

今回のテーマ〈生気あふれる教会に向かって共同体を育て、耕そう〉は、今後も継続

していかなければならない大きな課題ですが、〈生気あふれる教会〉とはどのような教

会を指すのか、信徒それぞれの捉え方があると思います。私個人としては、人間の身体

にたとえられる共同体の、頭から足先のすみずみまで福音が息づいている、そのような

姿をイメージしています。第二朗読(1コリント12・12～26  一つの体、多くの部分)

では、まさしく共同体のあるべき姿が読まれていました。『あなたがたはキリストの体

であり、また、一人―人はその部分です。一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に

苦しみ、一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶのです』 

また、池長大司教の説教の中でも、福音箇所 (ヨハネ 15・5、11～17  イエスは

真のぶどうの木)に加えて、ヨハネ5、7、8各章が引用され『互いに愛し合いなさい』と

いう掟を、共同体の中でどのように実践してゆけば良いのかが具体的に述べられました。 

サブテーマ〈つながり・まじわり，わかちあい〉では、神戸地区のみにとどまらず、

東日本大震災の発生に伴って、東北・関東の人〄ともつながり、交わり、分かち合いま

しょう、というメッセージが込められていたと思います。それは地区大会の中で、被災

者のための祈り・献金などで表現されていました。 

十六年前の阪神淡路大震災を経験している神戸地区としては当然のことでしょう。 

私自身も、自宅の全壊や所属教会の全焼、近隣の人〄の死という体験を持ち、今回の

災害がよそ事とは思えません。当時は私も、入浴できない臭い体と着たきりの姿で、寒

い冬空に炊き出しの列に並び、多方面からの義援金をいただき、幾多の人達の優しさに
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も触れることができました。しかし―方で、同じ被災地でも被害の尐ない地域や、近隣

教会との温度差に戸惑ったり、不用意な言動に傷つきもしたのです。 

今回の災害発生後、全国各地の教会が義援金を募り、祈りの呼びかけをして、多くの

信徒がそれに応じています。私もこの度は義援金を供出する側、炊き出す側に立場が移

りましたが、過去の様〄な思いが交錯して何か割り切れないのです。 

満たされた胃袋、明〄とした照明、心地よいエアコンの中での祈り、懐の痛まない献

金などを神様はどれほど喜ばれるだろうか、と考えてしまうのです。いつも私達が捧げ

ている“被災者のための祈り” の中にも 「その人達のために犠牲を捧げ、祈り続けま

す」という文言が入っていますが、〔痛みの分ち合い〕がなければ被災者に温度差を感

じさせ、傷つけることにもなりかねません。 

本年の地区大会において感じたことですが 〔たかだか千円〕 の人〄もいれば、同じ

千円が 〔何食分かの食費〕に当る人達もいることを忘れてはならないと思います。せめ

てそこに思いを寄せ合い、私達にできる犠牲を捧げて痛みを共有することが、主の御心

に適うことではないでしょうか。第一朗読の申命記7・6～8には『他のどの民よりも貧

弱であった』から『御自分の宝の民とされた』とありました。今もいつも働いておられ

る主の御心は、弱く貧しくされた人〄の側にあることは明らかだと思われるのです。 

二年後の神戸地区大会は、当教会が属している西ブロックが担当となっています。よ

り意義ある大会となるように願いながら『わたしを離れては、あなたがたは何もできな

い(ヨハネ15・5)』といわれた主の御言葉を教訓にしたいと思います。 

 

 

2011 年７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 

7・3（日） 9 時 

年間第 1４主日 
 Fr.ジエリー ＨＫ ＹＳ 

ＹＫ 

（南） 

①ＳＴ 

②ＨＴ 
2 地区 

Ｋ・Ｙ 

(洗)ＯＡ 
 

7・10（日）9 時 

年間第 1５主日 

 

Fr.松 浦 

 

ＨＴ ＫＫ 
ＩＲ 

（北） 

①ＴＴ 

②ＮＳ 

3・6B・7 

地区 

Ｎ・Ｏ 

(洗)ＯＡ 
 

7・17（日）９時 

年間第 1６主日 
Fr.クレニュー ＦＭ ＹＳ 

ＫＴ 

（南） 

①ＴＩ 

②ＦＹ 

3・6B・7 

地区 

Ｋ・Ｈ 

(洗)ＯＡ 

F r ｸ ﾚ ﾆ ｭ

(迎 ･送 ) 

Ｓ 

7・24（日）９時 

年間第 1７主日 
 Fr.松 浦 

（子供ミサ 

  担当） 
ＹＳ 

ＮＹ 

（北） 

①子供ﾐｻ担当者 

②   〃 
５地区 

Ｋ・Ｙ 

(洗)ＯＡ 
 

7・31（日）9 時 

年間第 18 主日 
 Fr.クレニュー ＭＳ ＹＳ 

ＮＳ 

（南） 

①ＭＡ 

②ＭＮ 
５地区 

Ｎ・Ｏ 

(洗)ＯＡ 

F r ｸ ﾚ ﾆ ｭ

(迎 ･送 ) 

  Ｎ 
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フィリピン、視・学・遊の初体験(2) 
ＨＫ・ＨＴ 

 

4 月の末から 5 月にかけて私たちは娘・Ｃのいるフィリピンに司牧セミナー参加を兹

ねて行ってきました。 

 日曜の午後出発し、夜遅くマニラに着き翌朝 8 時

半から早速セミナー開始。FONDACIO の養成を受

けアジア各国で司牧のリーダーとして働く若者たち

と養成センターのスタッフを対象とした「Strategic 

Pastoral Planning(戦略的司牧計画)」という 5 日

間のコース。20 人余りの参加者の中で私たちは最高

齢。指導者はカナダ在住のフィリピンのご夫妻で、

実業家として働きながら半分は世界各地をボランテ

ィアでセミナーを指導して回っているという。日本

にも一度来たことがあるそうだ。 

 早速二人ずつ組になり、セミナーの間互いに主の僕として謙遜に信頼し助け合うことを誓

いあう。教会の計画が世の計画とどのように異なり、聖霊の導きを聞き分けるにはどうすれ

ばよいか。現代の世のしるしがどのように教会に影響を与えているか。など、パワーポイン

トを使い映像を駆使しながら説明し、またグループで分かち合う。その結果を模造紙に書い

て発表する。私たちは娘と三人で日本の、北須磨の現状を思い浮かべて作業しながら、一人

一人に固有の召命が与えられていることを強く感じました。 

 夕方は、祈りの習慣の大切さ、祈りの生活がなければ霊性はないと教えられ、只ただ祈る

よう促されて、毎日一時間!!の沈黙の祈り。最初はいろいろ気になって集中できなかったが、

だんだん慣れてきて時間を忘れる。いま「静」へのあこがれが強くなってきている。又毎日

近くのビンセンシオ神学院から司祭が来て下さりミサがあった。 

  翌日からも自分の使命をはっきりと具体的に描きだし、10 年後のビジョンを雑誌の写真

などの切り貼りでボードに描く。ビジョンを具体化するための様〄な才能・タレントをそれ

ぞれうまくいった時を思い起こしながら恵みを実感する。そんな実践的なプログラムが休憩

を挟みながら続く。夜は 8 時からインターネット、ブログ、Facebook などの活用を教わる。

こんなわけであっという間に 5 日間が過ぎた。 

 最後に互いに 7 人の仲間からより良く働くために続けたらよいこと、止めたほうが良いこ

と、始めたら良いことを聴かせていただき、また全員一人づつの顔を見つめながらその人の

中にいるキリストを見出し感謝の言葉を伝えるという体験は涙が出るほど感動的なもので

した。 

 このセミナーで深く祈り分かち合う多くのアジ

アの若者を見、豊かな恵みに希望を抱くとともに、

彼等の養成に尽力している養成センターの働きに

感服しました。 

 私たちにとっては自分たちの使命、ビジョンなど

を互いに確認することができ、二人がカテキスタの

ために 3 年間学んだ神学講座の様〄な知識や生涯

養成等で受けた色〄な養成を全て包み込んで新し

い命をもらったような実りある喜びの体験でした。

プログラムはそれぞれ味わい深いもので、また折が

あれば紹介したいと思っています。 (遊につづく)  

学 
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おお 知知 らら せせ  

 

 

 

・葬儀専用電話番号が変更になりました 

 (新番号) 

   080-4483-2507 

   080-4484-2508 

お手数ですが冊子「その日のために」の 

  番号を新番号にお書換えください。 

 

・7 月から朝ミサが水曜と金曜の朝 7 時半

からとなります。 

 

 

 

 

＜青尐年委員会＞ 

・教会学校キャンプ 

日時：7 月 30 日(土)～7 月 31 日(日) 

場所：高槻教会 

 高山右近ほかキリスト教ゆかりの場

所を訪ねる予定です。大人の方の参加も

お待ちしています。 

 

 

 

・ご結婚おめでとうございます 

ＳＫさん  ＳＭさん 

お幸せに 

 

☆船員司牧セミナーin “神戸”☆ 

「船員さんに感謝 船員さんを訪ねよう」 

日 時：7 月 9 日(土) 

       10:00～16:00 

場 所：神戸中央教会 

    参加費無料 

 

 

 

 

☆神戸地区講演会☆ 

≪宝の島・スリランカ≫ 

ブラッドリー神父(三田教会) 

日 時：7 月 18 日(月･祝･海の日) 

13:00～15:30 ミサ含む 

場 所：神戸中央教会 

    参加費無料 

たくさんの方のご参加をお待ちしています。 

 

☆聖書セミナー☆ 

「ヨハネの註解とその神学」 

講 師：池長 潤 

日 時：7 月 14 日、21 日、28 日 

場 所：神戸バイブルハウス 

 お問い合わせは ℡ 078-782-9697 まで 

 

 

編 集 後 記 
 

梅雨入り宣言を待っていたかのような大豪雨、夏至とともに酷暑のおとずれ。地震以来、自然が力
くらべをしているのではないかと思われるほどの今日この頃。これまでクーラー頼りだった現代人が
今年はどんな知恵を出して夏を乗り切れるのか? ひ弱な私たちが試されているかのように思えま
す。「いつも喜んでいなさい、、、」をどう生きていくのか。 

100 日を超えてなお先の見えない被災地の人〄に心を寄せながら、この夏を喜んで過ごすことが
できますように。（KJＨ） 

評評 議議 会会 よよ りり  

委委 員員 会会 よよ りり  



 

 

 


