
 

 

Ｋさんのこと 
松浦 謙神父 

K さんが教会に来られるようになった

のは、子供を通わせていたカトリック幼稚

園で聖書の話を聞いたことがきっかけで

した。２年間、入門講座に参加し続けまし

たが、なかなか受洗には踏み切れませんで

した。その理由は、家族も親戚も皆、先祖

代〄の仏教徒で、彼女がキリスト教徒にな

ることに対して猛反対することが予想さ

れたからです。 

結局、彼女は皆には知らせないまま、復

活祭に洗礼を受けました。しかしながら日

曜日に教会に来ることは難しい状況でし

た。その彼女の信仰を支えたのは、教会の

友人や仲間でした。たまたま彼女が受けた

入門講座は「共に歩む旅」といい、信者と

求道者が一緒になって、自分の生き方を聖

書に照らして見つめなおし、分かち合い、

祈るというものでした。（今も北須磨教会

でこの形式の講座は行われています。）Ｋ

さんは、この講座で知り合い、一緒に同伴

者になってくれた信者の人に自分の悩み

を聞いてもらう等して、とても助けられま

した。「わたし“隠れキリシタン”なんで

す」と冗談を言っていましたが、彼女が信

仰生活を続けていく上で、教会の共同体は

どれほど力になったでしょうか。訪問チー

ムの人と一緒に病人にお見舞いに行った

り、平日に開かれる聖書の勉強会に参加し

ました。 

ところが大きな試練がやってきました。

Ｋさんはすい臓がんに冒されていること

が分かったのです。闘病生活に入ってはじ

めて、家族や親戚は、彼女がキリスト教の

神を堅く信じていることが分かり、その精

神的な支えである教えそのものを理解す

るようになりました。お兄さんはヨーロッ

パ旅行の際、ローマへ行き、彼女のために

わざわざ十字架を買って来てくれました。

残念なことに、がんはどんどん進行しまし

た。容態が急変したとの知らせを受けて、

わたしが病院へ行った時、家族は皆集まっ

ていました。病室の壁に贈られた十字架が

かけてありました。ご主人が「神父さん、

良く来てくれました」といって迎えいれて

くれました。皆は病者の塗油の秘蹟にも立

会い、終わって退出する際、何度もお礼を

言われました。 

彼女はその夜亡くなりましたが、家族や

親戚は「どうぞお葬式を教会でしてあげて

ください、それが彼女の遺言です」といわ

れました。葬儀には大勢の信者さんが来ら

れ聖堂はいっぱいでした。本当に心のこも

った祈りの集いでした。遺族の方〄も皆、

慰められ、感謝しておられました。(p.2 へ) 
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それ以来、家族は命日の日のミサはもち

ろん、納骨などすべて教会にお願いするよ

うになりました。彼女は立派にその信仰を

証ししたのだと今も思います。 

わたしたちは、お互いが祈りあい支えあ

う共同体でありたい。そのためには、地区

の集会、信仰講座、みことばの集いなどで、

一緒に聖書を読んだり、分かち合いをした

り、祈ることがとても助けになると思いま

す。わたしたちの教会が勇気と力を不え合

う共同体となるように努めようではあり

ませんか。 

 

 

 

 

 

 

 

 9 月 11 日、75 歳以上の

方を対象に、敬老のミサと

集いが行われました。ミサ

では、松浦神父さまによる

①灌水（かんすい）、②按手

（あんしゅ）、③塗油（とゆ）

が施されました。 

 神父さまによると、①聖水による灌水は、

神の子として生まれた洗礼の恵みを思い

起こすためだそうです。また、②按手は、

信徒も皆手をかざして祝福し、特別な恵み、

特に聖霊の恵みを求めます。③塗油は敬老

のミサの中心に位置づけられ、神父さまに

よって、心と体の癒し、ゆるしが施されま

す。重病・老衰の困難を克服し、苦悩や落

胆に向かわせる悪魔の誘惑に抵抗する力

を受けるため、聖霊の働きを願います。病

人はキリストの受難に、より一致する力と

たまものを受け、教会の聖化に寄不します。

新しいいのちの証印である洗礼の塗油、戦

いに打ち勝つ聖霊を受ける堅信の塗油、そ

して御父の家に入る前の最後の戦いに備

える最後の塗油によって、人はこの世の試

練を乗り越え、完徳に向かいます。 

 病者の塗油は、聖書のヤ

コブの手紙5・14～15の

言葉「あなたがたの中で病

気の人は、教会の長老を招

いて、主の名によってオリ

ーブ油を塗り、祈ってもら

いなさい。信仰に基づく祈

りは、病人を救い、主がその人を起き上が

らせてくださいます。その人が罪を犯した

のであれば、主が赦してくださいます。」

に基づいたものです。 

 ミサの後、高齢者支援委員会の主催で敬

老の集いが開かれました。現在、当教会に

おける75歳以上の方の在籍者は77名で、

今回の集いには 28 名の方が参加されま

した。神父さまのお話の後、茶話会や、オ

カリナチームと松浦神父さまのギターに

よる演奏会が行われ、参加者の皆で合唱も

しました。信徒の方による手作りのおはぎ

や、アヴェマリアの祈りが書かれたカード

など、心のこもったプレゼントが参加者全

員に贈られ、温かなひとときを過ごしまし

た。 

 ｼｴﾅのｶﾀﾘﾅ YM（広報委員）

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

敬老のミサと集い 
 

〈塗油の様子〉 

〈灌水の様子〉 〈集いの様子（オカリナの演奏）〉 
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塗油の秘跡とわたし 
ﾌﾗﾝｼｽｺ・ｻﾞﾍﾞﾘｵ TM 

9 月 12 日主日「敬老の日」ミサの中で

「塗油の秘跡」を促された時、一瞬わたし

は、ためらいを感じました。 

 それは健康に恵まれ、病者の苦しみを知

らず「病者の塗油」は、人それぞれに終末

を迎えた時に受ける秘跡という思い込み

が、あったからでしょう。 

 しかし、司式司祭である松浦神父さまの

祈りのうちに、額と両手に、聖なる香油を

頂いた時「ぬくもりと恵み」を感じる事が

できました。 

  

また、私と共に「塗油の秘跡」を授かっ

た先輩の方〄のなかには、戦中戦後の混乱

と困難な時期に「子育てと信仰を」育まれ

た証しを見ることもできました。 

 「死が遠く」＝「神さまが遠い」わたし

ですが、毎週ミサで、お見かけするこのよ

うな方〄と接することは、高齢者の仲間入

りした私のお手本であり、「神さまの姿」

を近くに見る機会を不えられたとも感じ

ています。この思いを大切に、キリスト者

として生きたいものです。 

 
 

祈りと生活の作業場に参加して 
ﾏﾘｱ･ﾍﾞﾙﾅﾃﾞｯﾀ TR 

ｼｴﾅのｶﾀﾘﾅ TE 

 5 月 17 日のオリエンテーションより

始まった“祈りと生活の作業場”（以後作

業場）の私達の歩みは、8 月 30 日、聖ヨ

ハネ修道院にての“自然と共に祈る”１日

黙想、沈黙の中で神に聴き神に語る“荒れ

野”に辿り着き、全 15 回の日程を終えま

した。 

 作業場の構成は、開始の挨拶、沈黙、一

週間の振返り、聖歌、み言葉の分かち合い、

次いで作業場を始められた、ララニャガ神

父様の講話があります。毎回、素晴らしい

メッセージで、繰返し聞きたい内容でした。

その後毎回違った祈りの様式を学び、一週

間の宿題が出され、祈りと祝福で閉会する

というものです。ガイドのお二人を含め、

毎回 15、6 人で行わ

れました。その中の 2

人で、今回参加した感

想を何やかやとおし

ゃべりしました。 

 

 

 

TE：今回の作業場、あなたにとって、ど

んな場だった？ 

TR：私にとっては、14 回、毎回毎に、

祈りの様式と、各テーマに添った信仰のメ

ッセージを学び、生活で実践していく、祈

り・信仰・生き方を学ぶ場でした。 

TE：そうそう、私達参加者は、休まない

事と毎日神様との聖なる半時間をもつ事

の約束をしたのだけど、あなたは、両方守

れてたよね。 

TR：いいえー、皆さんの熱心さ、在り方

の穏やかさにぐいぐい引っ張って頂いた

感じです。4 ヶ月の間、安心感に包まれま

した。作業場での学びを実践することによ

って視点が定まり、自分自身に尐し、自信

が持てるようになってきた気がします。 

TE：それって、とても大きな恵みだよね。

私も、最後の荒れ野で、同じ様な気持ちに

させて頂いた気がしているの。参加した人

皆、それぞれに大きな恵みを頂いたのでし

ょうね。 
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信仰の遺産を受け継ごう！ 

第 1 回：幼いイエズスの聖テレーズ 
(記念日：10 月 1 日 北須磨教会の守護聖人！) 

 

【修道女になる】 

 テレーズは 13 歳

から修道女への熱い

望みを持ち、待ちに待

ってフランスリジュ

ーのカルメル会に15

歳で入会した。「幼子

イエズスと尊き面影」

（尊き面影とはイエ

ズスの面影のこと）という修道名を受ける。 

 

【「霊的幼児への道」の開拓】 

修道生活に入ったテレーズは、マタイ

18:3～4 の「心を入れ替えて子供のように

ならなければ、決して天の国に入ることは

できない。自分を低くして、この子供のよ

うになる人が、天の国でいちばん偉いの

だ。」という言葉に基づき、誮にでも歩める

「霊的幼児への道」を開拓した。 

テレーズは日〄の修道生活の中で、率先

して小さな犠牲に務めた。衣服やくつは修

繕の多い物を選び、新しく上等の物は他に

譲った。洗濯では、冬は冷たい水、夏は熱

い湯を使う仕事の方を引き受けた。また、

まずい煮なおし料理を喜んで食べた。病気

や寒さに苦しむ時も、周りには絶えず明る

く振舞った。自分の詩への賛辞の手紙は自

己満足に陥らぬよう読まなかった。内心変

わろうと努力しているのに、表に表れる丌

完全な面だけを見てけなす人がいても、自

分が真に謙遜になれる機会と捉えて感謝し

た。気難しい修友に進んで関わりを持ち、

愛した。しかし同時に、これらの心の戦い

を表に出さぬようにも努めた。 

 

 

晩年、結核を煩ったテレーズは病床の中

で自身を殉教の生け贄として完全に焼き尽

くされることを望んだ。十字架上で「渇く」

と言われたイエズスは愛に飢えている。そ

のイエズスに応えるため、みじめな自分を

ひたすら憐れみ愛してくださる神を、幼子

のように純粋に単純に信じ切り、その前に

無に等しく小さい者として謙遜を極めた。

イエズスの御手の中の最も小さな道具とし

て、また一粒の砂のように忘れられ無視さ

れることを願った。教会の心臓、つまり教

会の体全体を動かす源泉となる愛を使命と

し、「愛」というただひとつの手段によって

のみ、完徳に至れることを示した。 

 

【聖人になる】 

テレーズは殉教を妨害するサタンに勝利

し、1897 年 9 月 30 日、24 年という短

い生涯で完徳を遂げた。修道生活の中にお

ける毎日の地味な務めと小さな犠牲の積み

重ねによって聖人に至ったのである。大業

を成すのではなく、ごく身近な所に犠牲を

捧げ、徳を高めるチャンスがある。テレー

ズの「霊的幼児への道」は、私たちでも聖

人になれることを教えてくれる。 

テレーズは修道院内の生活に徹した人で

ありながら、宣教の守護者となった。それ

は、身近な隣人を愛し抜くことによって、

全ての人を愛することに繋がったからであ

る。フランスや病者など多くの立場の人の

守護者にもなった。またその高い霊性から、

女性の教会卙士の３人目に加えられた。 

「わたくしが天に上りましたら、地上に

ばらの雨を降らせましょう。」と言い残した

言葉の通り、テレーズは今でも多くの霊魂

を取り次ぎ、「霊的幼児への道」に導いてい

る。          ｼｴﾅのｶﾀﾘﾅ YM 

 

「神様は行為の偉大さではなく、 

そこにこめた愛だけをご覧になります。」 

by 幼いｲｴｽﾞｽの聖ﾃﾚｰｽﾞ



                                  

 

2011 年 10 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 オルガン 聖体奉仕 聖書朗読 
共同祈願

他 
ミサ準備 備 考 

10・ 2(日)9 時 

年間第 27 主日 
Fr. ｼ゙ ｪﾘー  HT 

 

YS 

 

HK 

（北） 

①KK 

②SM 

３・６B 

・７地区 

K・H 

(洗)OA 
 

10・ 9(日)9 時 

年間第 28 主日 
Fr.松浦 FM 

 

YS 

 

MS 

（南） 

①ST 

②NS 

３・６B 

・７地区 

K・Y 

(洗)OA 

 

 

10･1６(日)９時 

年間第 29 主日 
Fr. ｸﾚﾆｭ MS 

 

YS 

 

HT 

（北） 

①TT 

②HT 
５地区 

N・O 

(洗)OA 

F r ｸ ﾚ ﾆ ｭ

(迎 ･送 ) 

M 

10・2３(日)９時 

年間第 30 主日 

 

Fr.松浦 

 

(子供ﾐｻ 

担当) 

   
HT 

 

YK 

（南） 

①子供ﾐｻ担当者 

②   〃 

(子供ﾐｻ 

担当) 

K・H 

(洗)OA 

 

 

10・30(日)９時 

年間第 31 主日 

  集会祭儀 

司式 Y 

勧め M 
IR 

 

YS 

 

HT 

NY 

①TI 

②FY 
6A 地区 

K・Y 

(洗)OA 
 

評評 議議 会会 よよ りり  

１）去る８月２７日、大阪大司教区で税

務説明会があり出席して説明を受けてき

ました。 

 宗教法人でも収益事業については、法

人税等の誯税があります。 

 今後小教区で行うバザー等について

も、最大で誯税所得の約３５％（バザー

収入基準では約２０％）位の納税が必要

になります。ですから、収入全額を寄付

金等に回せなくなります。 

 

２）９月１８日の評議会でバザー実施に

ついて審議しました。 

 １１月２０日に実施と一応の決定はし

ましたが、目的、委員会人選、準備期間

の短さなどの理由で内容確定まで至って

いません。流動的な状態であることをご

理解お願いいたします。良い案があれば

提案願います。 

会長 NS 

総総 務務 委委 員員 会会 よよ りり  

・新しい掃除機を購入したので、古い

掃除機 4 台を処分します。 

 

・2 階台所の冷蔵庨（昭和 55 年据え

付け）が壊れたので、新しいものを購

入する予定です。 

典典 礼礼 委委 員員 会会 よよ りり  

◆北須磨教会待降節黙想会 

（アンドレ・コーエン神父） 

・日時： 

①2011 年 12 月 17 日（土） 

19:00～21:00 

②2011 年 12 月 18 日（日） 

ミサ後 

・場所：北須磨教会 

きたすま ５ 



                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

北須磨教会信仰講座『共に歩む旅』 

～テーマ「わたしたちは信じます」～ 

・期間：9 月 8 日（木）～11 月 24 日（木）全８回（途中４回お休みします）      

毎週木曜日 10：00～12：00 

・担当：松浦 謙神父 ／ カテケージス奉仕者 

・対象：どなたでも参加できます。 

・内容：キリスト教の基礎理解を深める。毎回、日常生活における様〄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する。各自聖書持参。 

 

★各回のテーマ★ 

① 9/8「新しい祈りの方法」 ②9/15「イエスの苦しみと死」  

③ 9/22「イエス死者の中から復活する」 9/29（お休み）  

④ 10/6「イエスの昇天」 10/13（お休み） ⑤10/20「聖霊を信じる」  

⑥10/27「聖なる普遍の教会」 11/3（お休み） ⑦11/10「父と子と聖霊」  

11/17（お休み） ⑧11/24「からだの復活 永遠のいのち」 

神神戸戸地地区区宣宣教教司司牧牧評評議議会会

よよりりごご案案内内 

◆ミニ学習会 

「原発がどんなものか知ってほしい 

第３段～隠された被曝労働者～」 

・日時：2011 年 10 月 2 日（日） 

14:00～15:00 

・場所：六甲教会 

 

◆北海道巡礼旅行 

・団長：松浦謙神父 

・日時：2011 年 10 月 10 日（月・祝）

～10 月 13 日（木） 

 

◆学びと祈りの集い 

「体の復活、永遠のいのちを信じます」 

・主催：大阪教区エキュメニカルチーム 

・日時：2011 年 10 月 15 日（土） 

14:00～17:00 

・場所：サクラファミリア  

◆「テゼの祈りと集い」 

・主催：「とどけ、祈りの歌声」実行委

員会 

・日時：2011 年 11 月 25 日（金）

19:00～20:30 

・場所：六甲教会 

 

◆神戸市民クリスマス 

・日時：2011 年 12 月 16 日（金） 

・場所：日本基督教団神戸教会 

 

◆東日本大震災支援 

チャリティーコンサート 

・主催：ジャパン・チェンバー 

 ・クワイア 

・日時：2012 年 1 月 9 日（月・祝）

15:00～16:30 

・場所：神戸中央教会 

 

＊詳しくは、カトリック神戸地区だより

『つながり』をご参照ください。 

おお しし らら せせ  
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『新聖書 100 週間説明会』 

・日時：2011 年 10 月 21 日（金） 14 時～16 時 （聖書 100 週間クラスも金

曜日 14 時～16 時です） 

・場所：西区竹の台 3 丁目 18 たけのプラザ （聖書 100 週間クラス開催場所も「た

けのプラザ」です） 

・対象：洗礼の有無、また年齢を問いません。プロテスタント信者、また他宗教信者

も大歓迎。お住まいの場所も問いません。 

・新聖書 100 週間クラス開催予定：2011 年 11 月 4 日（金） 

・担当司祭：ジェリー・レクダク神父 

 

多数ご参加くださいますように、ご案内申し上げます。 

＊問い合わせ先：IM（明石教会）tel：992-1765 

た 

☆ご結婚☆ 
IR さまと UM さまが 

８月２７日（土）にご結婚されました。

おめでとうございます。 

編 集 後 記 

 
今回も、多くの方〄に寄稿を頂き、本当に有り難うございました。 
また、『今月号のトピックス』と、『聖人クローズアップ』を新たに 

掲載させて頂きました。 
幼きイエズスの聖テレーズは当教会の守護聖人であり、また記念日も 

１０月 1 日ということで、神様の導きのように感じ、書かせて頂きました。 
神父様の巻頭言にあった信仰講座「共に歩む旅」は、今月号『きたすま』 

のおしらせでご案内しております。そのほか、イベント情報を多数掲載して 
おります。新しいつながりを求めて、ぜひ皆さんご参加ください。 

広報委員会は、広報活動を通して北須磨教会を生き生きと盛り上げて 
いきたいと思っています。これからもよろしくお願いします。(M.Y) 
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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。 


