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私たちに必要な糧を今日不えてください（マタイ６：１１） 
ジェリー・レクダク神父 

 

私たちキリスト者にとって、主の祈りは

一番身近な祈りだと思います。子供たちも

教会学校で最初に覚えた祈りは主の祈り

です。あるいはキリスト教主義の学校や幼

稚園においても、主の祈りは覚えさせられ

ますから、洗礼を受けていない人でも、こ

の祈りは頭のどこかに残っている、という

人も多いと思います。主の祈りは神である

主イエスご自身が「こう祈りなさい」と教

え、不えてくださったものです。 

この主の祈りの後半のところにある「私

たちに必要な糧を今日不えてください、

（マタイ 6：11）」という祈りを、食べ物

に困らない毎日の生活の中で切実に祈り

にくくなっているのではないでしょうか。

別に神様にお願いしなくても食べ物に困

ることはないのです。こういう中で、食事

を神様に願い求め、この食事は神様から不

えられたものだと感謝して食べるという

ことはなかなか実感となりにくいことで

す。神学生の時代、実習で貧しい人々と一

緒に暮らしていたとき、そうではありませ

んでした。実に、その日の食べ物のために

必死で働かなければならない人がたくさ

んいたのです。「今日の糧を不えてくださ

い」と、神様に祈り求める、そうしてよう

やく、食事ができたなら、神様の恵みを感

謝するというのが実感でした。毎日の食事

に困らない私たちには、この祈りの意味を

失っているでしょうか。私は決してそんな

ことはないと思います。食事に困らない状

況の中で、私たちの魂を本当に養い、育て、

力を不える主食は、食べ物が満たされれば

徔られるというものではありません。食べ

物は確かにとても大切であり、なくてはな

らないものですが、しかし、私たちが本当

に元気に力強く生きていくことができる

ための糧は、それは別のものなのです。私

たちに必要な糧を今日不えてください」と

いう祈りはそういう魂の糧、私たちを生か

す糧を求める祈りであると言うことがで

きます。その糧を天におられる私たちの父

である神様に祈り求めるようにとイエス

様は教えてくださったのです。私たちの人

生は、神様が不えてくださる糧によってこ

そ養われるのだということです。イエスは

言われました。「人はパンだけで生きるも

のではない、神の口から出る一つ一つの言

葉で生きる。（マタイ 4：4）」 神様の御

言葉を聞き、それに従っていくことにこそ、

本当の糧がある、本当に良いもので養われ、

豊かに生きるための糧があるのだという

のです。神のみ言葉こそ本当に必要な糧だ

というのです。 
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 残ったパンの屑を集めると、十二の籠いっぱいになった（マタイ 14・20） 
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わたしは必ずあなたと共にいる 
                    （出エ３・１２） 

シスター 木梨 一江 

東日本大震災の被災地に入ったのは６月６日。岩手県の一関市から宮城県の気仙沼市

へ電車で１時間２０分そこから総合体育館まで２０分で現場に到着。車窓からの美しい

緑の田畑や山並みを見ながら大震災は何処にと問いたくなるおもいがしました。 

気仙沼市に入って状況は一変、震災から３ヶ月が経ち、道路はかろうじて車が行き来

出来るようになっていましたが、瓦礫の撤去したものが集められていたり、倒れた電柱

が積み重なっていて、家は倒壊のままで無残な姿をあちこちにさらしていました。にも

かかわらず、塩水に浸かった土地に野の草は青々と天を目指してはえているのが印象的

でした。 

当初、避難所では１５００名の方がいらっしゃって足の踏み場もなく、環境整備に先

のチームは苦労をなさり、一人一人の健康管理と統括、市との交渉、人の出入りの調査

などうまくマネジメントをされていました。わたしが現場にいた時は奈良県保健師をコ

ーディネイト、横浜県看護師、介護福祉士、介護士、カトリック医師会、千葉県、横浜

県医療チーム、などが日数が細かく区分されて、入れ替わりが多いためになかなか全体

の掌握が困難でした。幸いに私は会から一カ月の奉仕をあてがわれていた為に尐しでも

筋道のたった仕事ができたことは嬉しいことでした。わたしの時は４００名が４か所お

られ、メインの建物には介護士の手が必要な方が集められていました。食事の方は地方

から送られた１７名の自衛隊の方が期間を区切り、お湯、お茶、味噌汁、ご飯の炊き出

しの世話をして下さっていました。朝食（菓子パン）、昼食、夕食の副食は企業からの援

助がなされていました。食事において皆さん感謝しながら戴くのですが、高血圧、糖尿、

腎臓心臓など病気を持っている人には難しい面が多く、一括したものだけしか準備でき

ないし、一般的には若向きであり、高カロリーで動きの尐ない中に肥満傾向となり困難

な状況でした。食中每を防ぐためにも自然と揚げ物が多くなります。午前、午後にラジ

オ体操を取り入れたり、スタッフも一日の過ごし方にも気を配っておられました。 

最近は天気、風向きによって、悪臭、ハエ、砂ぼこりと空気が悪く、風邪にかかると

呼吸器官を悪くする心配もあります。 

被災者の方々は働きたくても、雇用情勢は依然として先行きが丌透明で避難生活が長

引き心配と疲れて怒りを感じている人もありました。みんながしっかりと知恵を出し合

えば被災者の方々の気分も楽になり、アルコール依存からの脱退にもつながっていく事

でしょう。 

一人の老人は涙ながらに語られました。「わたしが生き残り若い人が何故死んだので

すか？生きていることが恥ずかしい」と、わたしは「今、いのちを不えられていること

をそのまま受けて、神様が後ろを見ずに前に向かって行くことを願っている。」というよ

うに答えました。“主よ、ともに生き、わたしの道を指し示して下さい。”とモーセは言

っています。 

岩手の地元新聞の一面にはかならず『再生へ心ひとつに』とある。この新聞社は気仙

沼の港の近くにあったが被災し看板と鉄筋の枠組みだけが残りあとは何もありません。

ゼロからのスタートです。 

前を向いて生きているはずが、思いと裏腹にどんどんと自分を見失っていくように感

じ、その時に起きた震災、変わり果てた姿を目前にするといまだに悪夢の中に投げ出さ 



きたすま３ 

 

れたような錯覚に陥り、呆然と立ち尽くす姿も見られました。 

避難所には、音楽が流れて慰めを不えていました。音楽は悲しみやつ

らさを軽くするのです。特になまのコンサートに触れた時は、みな目を

輝かせたり、涙を流して聞き入ります。音楽の力が被災された方々の心

を慰め、尐しでも復興を目指す力になればと願いました。 

７月３日カトリック仙台司教区で「新しい創造」宮城県大会がありま

した。大会は百合学園のロザリオのマリア聖堂で行われ６００名の参加

でした。その大会宣言文の一部を紹介します。 

 

◎私たちは、本日の宮城県大会を機に、谷間に置かれた被災地域とそこに暮らす人た

ちの心に共に生き、励まし、つなぎ、支え、寄り添う信徒として被災者のための祈りと

復興の手助けをしてまいります。 

一人ひとりが被災者のことを思い、一人ひとりができることを考え、被災者の心と痛

みを共有したいと思います。 

私たち信徒は常に「主においてわたしたちは一つ」であることを心に留め自分の力に

合った被災地の復興と再生に更なる努力をしながら歩み続けることを、ここに決意し、

表明いたします。 

 

今気仙沼の体育館は３００名になっています。仮設に入った方、自分の家に戻られた

方、それぞれ課題が山積みになっています。細く長い見守りが必要であり、その対策を

講じることが必要だと感じています。今回、この体験を通じて、時間の止まっている方、

何とかしてあげたかったと空しさや孤独感を味わっている方、丌安と苦しみからの声を

聞かせていただいた私は、小さいながらも被災者方の側で一緒に苦しみを共にさせてい

ただいた貴重な体験を感謝しております。被災者の方々が日々、前進していかれますよ

うに祈っています。 

 

信仰講座「共に歩む旅」に参加して 

エリザベト ＴＮ 

 

５月１４日から７月１４日（毎木曜日）まで行われた信仰講座「共に歩む旅」に参加

させて頂きました。 

今回のテーマは＜神は私達をよばれる＞です。 

メンバーは求道者、神父様、シスター、近隣教会の信者、当教会の信者、計２４人で

スタート致しました。 

プログラムは日常生活や身近における様々な題材を取り上げ、聖書の御言葉に耳を傾

け、分かち合いとお祈りする、それらを通してより深い信仰の道をお互いに助け合いな

がら共に進んでいく事になります。 

この講座は一方的な講義形式でなく小グループでの話し合いや分

かち合いをする、また参加者は、神父様のご指導を受け、輪番で進行

役を２人で担当し進めて行きます。 

役割を担う事で、最初は皆さん戸惑いながらでしたが、回を重ねる

ごとにスムーズにかつ自信をもって出来るようになりました。 
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会はなごやか、友好的、そして活発、とても良い雰囲気でしたので毎回楽しく参加で

きました。 

分かち合いでは自分の考えと近いこともあれば全く異なり斬新な意見、長年培われた

ものより発せられる奥深いことばなどが寄せられました。 

「敵を愛しなさい」（マタイ５－４３－４８）このテーマが不えられた時、私は敵の内

容にもよるでしょうが、とてもそんな事はできないと思いました。ところが分かち合い

で「敵を愛する」それは私を解放するためにある。イエス様が私に言われた事である。

御言葉は私を生かす為にあると教えられました。その言葉を聞いた時、心を揺さぶられ、

深く感動しました。他の参加者の方々も感動されており、皆で豊かな分かち合いができ

ました。 

自発的な祈りも前半は尐なかったのですが、後半では積極的に行われてくるようにな

っていました。 

今回この講座に参加させて頂き、自分の信仰を見つめなおし、深められるように日々

過ごさないといけないと思いました。 

松浦神父様、ジェリー神父様、シスター木梨、ご指導ありがとうございました。 

 

 

 

神戸地区大会を終えて 
ＫＫ 

 

６月５日、神戸地区大会が行われました。

この準備のために約１年の間各小教区か

らそれぞれ実行委員として２名ずつ選出

された（北須磨教会からはＩＮさんと私が

選出されました）方が集まり何度も会議を

重ね白紙の状態から尐しずつ大会の具体

的な形ができてきました。 

第一回の準備委員会の時、大会実行委員

会の方から典礼とイベント部に分かれて

話を進めていくことになっているという

事で、私はイベント部の代表を引き受ける

ことになりました。具体的にイベントのま

とめ役としてどんな事が私にできるのだ

ろうか？丌安でした。しかし私には今回の

大会でやってみたい事がいくつかあり、そ

れを小教区の担当者に呼びかけ協力して

いただき実現することができました。それ

は今回のテーマ「共同体を育て耕そう」に

沿って、各小教区の共同体をみんなで分か

ち合いたいという考えもあって「信徒によ

る信徒のための小教区の紹介」を行う事で

す。この紹介によって普段自分が所属して

いる教会だけではなく、神戸地区の１１小

教区を映像を通して見る事によって自分

の教会とはちがった問題点やたのしい行

事、イベント等わかちあう事ができたこと

と思います。また司祭紹介においては、大

会に参加された神父様が会場で紹介され

るだけで終わっていたのを、今回は写真と

プロフィールまでを掲載し、司教様や神父

様をもっと身近な存在と考えられるよう

に、また今召命を考えている青年たちへの

後押しとなれるよう頑張って作りました。 

北須磨教会からもたくさんの方が参加

され実りある大会が成功の内に終わるこ

とができた事は、大会を企画してきた者に

とって大きな喜びであり、感謝の言葉でい

っぱいです。この大会の交わりを通して出

合ったものがこれからも深くつながって

行くことができますように祈ります。 
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フィリピン、視・学・遊の初体験(3) 
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行き、5 日間のセミナ

ーのあと観光にもでかけました。 

 まずはマニラ発祥の地、イントラムスへ。16

世紀にスペインが砦を作って以来、アメリカ、

日本と統治者が変わる中で拠点とした河口の

城塞都市の跡。娘のところから市街を横切って

行く。道すがら様々な教会が見える中、一際白

い大きな教会が目についたので何かと聞くと

Iglesia Ni Cristo という新興宗教という。 

 イントラムスの中にカテドラルがあり、ミサ

に不る。大きな聖堂ではミサが行われているの

に後ろでは観光客が次々と入ってきておしゃ

べりを。まるで日本の有名寺院のよう。 

 聖堂の前には観光馬車が並ぶ。30 分 350 ペソ(700 円)と言うのでこんな時にしかと思

い乗ることに。砦の跡やスペイン時代の屋敶など古い建物が並ぶ。砦の中には独立の英雄リ

サールの記念館(監獄跡)がある。帰りは最寄りの駅まで今度は人力三輪(ペダシクル)で。3 人

で 90 ペソ払い乗り込むが、さすが重くて大変そう。中には女性のドライバーもいて驚く。 

 市内観光もそこそこに、ハウス･オブ･ジョイでおなじみのダバオへ向かう。ダバオはフィ

リピン南方ミンダナオ島の州都。飛行機で 1 時間 50 分ほど、丁度大阪･沖縄の感覚か。2

泊 3 日の旅というと皆もったいないという。 

 島影を見ながら空港へ降り立つとマニラとは空気が違う。迎えのカップルの車で山腹のレ

ストランへ。入り口で日本兵の人形が迎える。あとで知ったがダバオは戦前から日本とは深

い関係。今も多くの日本人、日系人が住み、日本人学校もあるという。ダバオの夜景を見な

がら食事をいただく。夜風が涼しく南国にいるとは思えない程だ。 

 翌日は対岸のサマール島へ渡る。リゾート開発が進むが私たちはその中でも南端の地をめ

ざす。4WD に食材を積んでフェリーに乗り込み 15 分、船上でも車のまま。バスも乗客を

乗せたまま乗り込み又島内を走っていく。だんだん道が凸凹になり、ついには山の中のオフ

ロード。ジプニーも走れず、乗り合いのバイクが行き交う。お客は 2,3 人前後に跨っている。 

 山道を行くと痩せたヤギや豚が。川筋には洗濯の人が。椰子やバナナの林が広がる中を走

っていると昔見た日本兵がジープに乗って揺られていく映像を思い出した。1 時間余り走っ

てようやく浜に下ると突然青い海と白い砂浜が見えてきた。椰子の林の中にバンガローが

点々。絵のような南の島の風景に童謡「椰子の実」を思い出す。 

 ハンモックで昼寝をしたり、シュノーケ

ルで海中散歩を楽しんだり、夢のような時

間が過ぎていく。手の届くところに魚がい

る。夜はキャンプファイア、見上げると満

天の星。久しぶりの体験に心が躍った。次

は星座表を持ってこようと思った。 

 あっという間のダバオだったが、ぜひ今

度はゆっくり滞在し、日本軍の遺跡なども

周りたいと思った。せっかち病の私たちに

は最高の癒し薬となるに違いない。ご一緒

しませんか?                (おしまい) 

遊 
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              野尻先生講演会 
 

 

『忘れられた巨人、賀川豊彦』 (2011/6/19) 

シエナのカタリナ ＹＭ 

 

 今回は、牧師、作家、詩人、社会運動家という多岐の分野にわたって活躍し、キリス

トへの愛と正義の実現に生涯を捧げた賀川豊彦をテーマとした。 

 賀川は、徳島を出て神戸の神学校に入学するも、重度の肺結核を患う。残りわずかと

宣告された人生を、全て人に捧げようと決心し、神戸のスラムで過酷な救貧活動に励ん

だ。やがて、神の恩寵により、奇跡的に病が癒される。 

 アメリカへの留学を機に、賀川は、活動の主軸を「救貧」から「防貧」（貧困を生み出

す元となる社会体制自体の改革）へと移す。その一貫として、労働組合運動、協同組合

運動、農民運動など様々な運動を展開した。 

 金融恐慌(1927)、世界大恐慌(1929)によって、自由資本主義が否定され、共産主義・

ファシズム・ナチズム・社会民主主義が台頭し始める。しかし賀川はそれぞれの限界を

指摘し、第三の道「協同組合主義」（＝協同組合を基礎とした社会体制）を新たに提唱す

る。 

 その柱となる理念が、「人格経済」、「友愛経済(Brotherhood Economics)」、「唯心

論」である。神に似せて創られた人間は、神と同じ"person"としての尊厳をもつ存在と

して扱われ、互いの友愛のために生きることが経済の目的とされるべきである。しかも

その友愛は、心だけの信仰ではなく、愛の行いによって実現される。また、唯物論を否

定し、意識改革や教育といった精神的な支援こそ人間に決定的に必要なものであるとし

た。  

 現代では、当時と比べ社会環境が大きく変化した。自由競争か中央計画かという二者

択一の時代は終わった。中間的組織（NGO など）が急増し、協同組合の位置づけを再

考する必要も出てきた。資源や自然の限界にも直面している。かつての一国中心から、

多極化の世界体制へと変化している。 

 賀川構想の中には、資本主義批判、近代文明批判（物質主義、

個人主義、効率主義）といった今に通ずるものが多くある。こ

れらを見直し、現代の環境に合わせた新しい展開が、今求めら

れている。 

 

 ☆おしらせ：7・8 月はお休みとさせて頂きます。 

次回のテーマと日程はまたお知らせします。 

 

 

広報「きたすま」では皆様からの寄稿をお待ちしています。 

詳しくは広報委員までお問い合わせください。 



きたすま７                                                 

 

2011 年 8 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 

8・ 7(日)9 時 

年間第 19 主日 
Fr.ジエリー ＩＨ ＹＳ 

ＨＫ 

（北） 

①ＭＳ 

②ＹＫ 
6A 地区 

Ｋ・Ｈ 

(洗)ＫＲ 
 

8・14 (日)9 時 

年間第 20 主日 
Fr.松 浦 ＫＭ ＹＳ 

ＨＴ 

（南） 

①ＹＹ 

②ＹＫ 
６A 地区 

Ｋ・Ｙ 

(洗)ＫＲ 

 

 

8・15(月)10 時 

聖母の被昇天 

 

Fr.クレニュ ＫＴ ＹＳ 
 

 

①ＡＮ 

②ＩＮ 
同 左 

Ｎ・Ｏ 

(洗)ＫＲ 

Fr ｸﾚﾆｭ(迎･送) 

Ｎ 

8・21(日)９時 

年間第 21 主日 
Fr.クレニュ ＴＭ ＹＳ 

ＭＳ 

（北） 

①ＡＹ 

②ＵＭ 
1･4 地区 

Ｋ・Ｈ 

(洗)ＫＲ 

Fr ｸﾚﾆｭ(迎･送) 

Ｆ 

8・28(日)９時 

年間第 22 主日 
  Fr.松 浦 ＴＹ ＹＳ 

ＹＫ 

（南） 

①ＩＲ 

②ＵＮ    
1･4 地区 

Ｋ・Ｙ 

(洗)ＫＲ 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

・信徒による通夜司式に関する 3 教会内

規（案）作りのために取り組んでいます。 

西ブロック 3 教会の各々専門の通夜・

葬儀対応チームが合同で原案を作り、 

評議会で議題に乗せて成案に向けて取

り組んでいます。本年 11 月実施が目標

です。 

 

☆お悔み☆ 
 

7 月 24 日(日)  

ＨＨさまのお葬儀が行われました。 

 

☆転入されました☆ 

 

姫路教会より第５地区へ 
ＯＴさん 

ようこそ北須磨教会へ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

永遠の安息と 

ご遺族の平安をお祈りします。 

 

 

 

評評 議議 会会 よよ りり  

編 集 後 記 
 
毎朝通る県立美術館に、「出会う時は
出会う」という大きな看板が掲げられ
ています。絵画や芸術にも出会いがあ
るということを伝えているのかと思い
ますが、見る度にいつもいろいろなこ
とを考えさせられてしまいます。人と
の出会い、神様との出会い、本との出
会い。偶然の積み重ねのように見えて
必ず何か意味があるのだと。出会って
も通り過ぎてしまうことはあるけど、
時が満ちて本当の意味で出会えること
もあると、この年になって感じていま
す。ひとつひとつの出会いを大切にし
ていきたいものです。 （R.K）             

松浦神父様の携帯 080-1404-4217 

(緊急時等の連絡にご利用ください) 
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日 ・ 曜日 2011

8/1 月 卓球（13～17）

2 火 祈りと生活の作業場（13:30～）

3 水 朝ミサ　７：30～

4 木 卓球（13～17）

5 金 朝ミサ　７：30　～

6 土 教会清掃( 第６Ａ地区)

7 日 年間第１９主日 ミサ 9:00～

8 月 卓球（13～17）

9 火 祈りと生活の作業場（13:30～）

（教会でのおにぎり作りはありません）

10 水 朝ミサ　７：30～

11 木 オカリナ(第2･4木曜13～15)卓球(13～17)

12 金 朝ミサ　７：30～

13 土 教会清掃なし

14 日 年間第２０主日 ミサ 9:00～ 14:00～　西区ミサ

15 月 聖母の被昇天 ミサ 10:00～ 卓球（13～17）

16 火 祈りと生活の作業場（13:30～）

17 水 朝ミサ　７：30～

18 木 卓球(13～17)男の料理教室（第3木曜17～）

19 金 朝ミサ　７：30～

20 土 教会清掃( 第１，４地区)

21 日 年間第２１主日  ミサ 9:00～

22 月 卓球（13～17）

23 火 祈りと生活の作業場（13:30～）

24 水

25 木 オカリナ(第2･4木曜13～15)卓球(13～17)

26 金 朝ミサ　７：30～

27 土 教会清掃なし

28 日 年間第２２主日  ミサ 9:00～

29 月 卓球（13～17）

30 火 祈りと生活の作業場（13:30～）一日黙想）

31 水 朝ミサ　７：30～

9/1 木 卓球（13～17）

2 金 朝ミサ　７：30～

3 土 教会清掃なし

今月のお茶当番は第３地区(東落合・中落合・南落合)第６Ｂ地区(西神南・学園都市・垂水)第７地区です。

　　　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。

ミサ後高齢者支援者委員会チーム北須磨例会

西ブロック３教会連絡会（垂水教会）

社会活動センター炊き出し( 第2火曜9:30～)


