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戦戦戦戦いのいのいのいの呼呼呼呼びかけびかけびかけびかけ    

助任司祭 片柳 弘史 

「戦わなければならない、もっと深い戦いがあります。それは、悪とその誘惑を拒絶し 

て善を選び取ろうと、力強く勇敢に決意することです。それこそがキリストに従うということ

であり、自分の十字架を取るということです。それは、深い次元での悪との戦いなのです。」 

フランシスコ教皇 

 

9 月 7 日を「シリア、中近東、そして全世界の平和のために捧げる断食と祈りの日」と宣言し、サン・

ピエトロ広場で 10 万人での祈りの集いを開催するなど、世界の平和について積極的なアピールを続け

ているフランシスコ教皇が、9 月 9 日のアンジェラス・メッセージの中で全世界の信徒に向かって戦い

を呼びかけました。それは、暴力や武器による戦いではなく、祈りによる悪との戦いでした。 

 「わたしたちには、戦わなければならないもっと深い戦いがある」と教皇様はおっしゃいます。誰か

と悪口を言い合ったり、互いを傷つけ合ったりするような表面的な戦いではなく、もっと本質的な、わ

たしたちの人生を左右するほどの戦いがわたしたちを待っているというのです。それは、悪との戦いで

す。「悪とその誘惑を拒絶して善を選び取ろうと力強く決意すること」、そしてそれを実践していくこと。

それこそが、わたしたちの戦うべき本当の戦いなのです。 

 この戦いの戦場は、わたしたちの心の奥深くです。わたしたちは、自分の心の中に入り込もうとして

いる悪、あるいはもうすでにわたしたちの心の中に入り込んでしっかりとした陣地を作ってしまった悪

と戦わなければならないのです。たとえば誰かへの怒りや。「ほら、あいつはお前の評判を落そうとし

ているぞ」と、悪はわたしたちの心に囁きかけます。そして、わたしたちの心に相手に対する怒りを燃

え立たせるのです。そんな誘惑の声を聞いたとき、「そんなことどうでもいい。神

様がわたしをどう思われるか、それだけが問題だ」と言ってきっぱり拒絶するこ

と。それが、わたしたちの戦いです。一度、怒りが心に入り込むと、それは憎し

みとなって堅固な陣地を築き上げます。こうなると敵は強力です。深い祈りの中

で、謙遜とゆるしの武具を持って戦いを挑む以外にありません。どうしてもゆる

せない相手を、神の愛の中でゆるしてゆく葛藤。それが、わたしたちの戦いなの

です。 

 心の戦場でわたしたちの戦う相手は、悪そのものであり、悪に誘惑されて堕落

してしまったわたしたち自身です。悪に誘惑されたわたしたちの心と、神に 

立ち戻ろうとするわたしたちの心の間で戦いが起こるとき、心は乱れ、大きな苦し

みが生まれます。その戦いに打ち勝ち、悪を斥けるとき、初めてわたしたちの心に平和が訪れるのです。

真の平和を勝ち取るために「戦わなければならない戦い」を、戦い続けましょう。 

 

悪と戦う大天使ミカエル 
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新新新新シリーズシリーズシリーズシリーズ    

「「「「何何何何でもでもでもでも知知知知っとこっとこっとこっとこ」（」（」（」（７７７７））））    

    

““““ロザリオロザリオロザリオロザリオのののの祈祈祈祈りりりり””””    

助任司祭 片柳 弘史 

今月は「ロザリオの聖母」の月なので、ロザリオの祈りについて簡単に説明しておきたいと思います。 

(1)祈り方 

途中で玄義を黙想する祈り方が一般的です。玄義には、喜び(月・土)、光(木)、苦しみ(火・金)、栄光

(日)の四玄義があります。玄義の代わりに、誰かのために取り次ぎの祈りをしたり、他の意向を入れた

りすることもできます。 

(2)由来 

・イスラム教や仏教にも似たような祈りのし方があり、人類共通の祈りの形だと言えます。広い意味で、

神秘主義の系譜に属しています。同じ祈りを唱え続けることで忘我の境地に至り、神の恵みに満たされ

ることを目指すからです。道具を使わないが、「主の御名の祈り」も同じ系統に属します。 

・呼び名は、13世紀のマリア伝説に由来すると言われています。あるシトー会士が唱えた 50 回の天使

祝詞が、薔薇の花となり聖母の冠となったというのです。天使祝詞の回数は、修道会等によってさまざ

まなものがあります。 

・13 世紀初頭、アルビジョア十字軍が最終段階を迎える中で、聖ドミニコがロザリオの祈りを広めたと

言われています。ロザリオは、異端と戦うための最高の武器として広まっていきました。 

・50 回の天使祝詞を 3回唱えることで、詩篇 150 篇全てを唱えたのと同じ効果があるという考え方もあ

ります。 

・10 月 7日は「ロザリオの聖母」の記念日です。1571 年のこの日、教皇、スペイン、ベネツィアによ

る神聖同盟軍が、オスマントルコを海戦で破ったことがロザリオの祈りの結果であるとされ、この日が

「ロザリオの聖母」の記念日とされました。 

(3)聖ドミニコとロザリオ 

 マリアは、聖ドミニコの夢に現れて次のように語ったと言われます。 

「あなたは余りにも異端者たちに対して議論しすぎる。あなたも自分だけの努力で彼らを信仰へ連れ戻

そうとしている。人々の心をかちとるには信仰の主な玄義を示す程度にとどめ、あなたのことばに耳を

傾ける人々とともに、中途で度々祈るようにせよ。ロザリオをひろめよ。そうすれば罪人は改心に導か

れよう。」 

(4)効果 

 ロザリオには、次のような効果があると考えられます。 

① 心を鎮め、わたしたちの行く手を聖霊の光で照らす。 

② 母のとりなしによって、大きな恵みが与えられる。 

 

祈ってみれば分かりますが、ロザリオの祈りの効果は絶大です。ロザリオは、わたしたちを絶望の淵

から救ってくれる命綱だとさえ言えます。しばらく祈っていないという方は、この機会にぜひもう一度

ロザリオを手に取ってみて下さい。 
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忘忘忘忘    れれれれ    なななな    いいいい    でででで！！！！    

～～～～東日本東日本東日本東日本のののの被災地被災地被災地被災地からからからから～～～～    

    

被災地被災地被災地被災地のみなさんものみなさんものみなさんものみなさんも頑張頑張頑張頑張っていますっていますっていますっています。。。。    

    

                     マリアの宣教者フランシスコ修道会  

原町修道院（福島県南相馬市）シスター小沢  

私たちがこちらに来て間もなく５カ月が経とうとしています。お陰さまで、ここの生活にもだいぶ慣

れてきました。道もいろいろ覚えて、近道や回り道も分かってきました。“何を買うとき”は、どこの

スーパーが良さそうと言うのも分かってきました。しかし、大震災から２年半になりますが、人々が希

望を見出しているのかどうかは良く分かりません。「うちの主人がまだ見つかっていません」という方

にも出会いました。個人のお宅の除染がだいぶ進んで、私たちの近くでも、屋敷林の杉の木を 60本、

160 本と切り倒した家族があります。せっかく何十年もかけて育ってきた木が切り倒されるのは本当に

もったいないです。また切り倒された沢山の木は、放射線量を調べて問題なければお風呂の薪にできる

ようですが、その検査さえできず、そのまま放置されているところもあります。それ以外にも今年のよ

うに激しい雨が降ると、土砂崩れしないかと地域の人の大きな心配の種になっています。 

ご近所の方で除染をしたから早速家庭菜園で、きゅうり、なす、ししとう、ゴーヤなどを作り始めた

人もあります。ある日「よかったら食べて！」と、沢山持ってきてくださいましたが、内心「大丈夫か

な？」と気になりました。でもここに来て早５カ月、放射能に対する度胸？も付き、気持ちよく頂いて、

早々に神戸時代覚えた「ゴーヤのおひたし」を作りました。そして、地元の皆様にもお裾分けしました

ところ「珍しいねぇ～、おいしいねぇ～」と喜んで食べてくださいました。 

稲の試験田の苗が大きく育ってきました。収穫して問題がなければ来年から本格的に水田を再開する

のでしょうか。機械によって植えた苗ではないのに、稲の育ち具合がよく、揃って一面同じ高さに見え

ることに感動します。隣の田んぼには水だけ張ってあります。シラサギが一羽やってきて餌を探して真

っ黒になって飛んで行きました。しばらくするとまた、まっ白なシラサギが一羽飛んできました。近く

の川で身を清めてきたのでしょうか。田んぼのある周辺には川が必ずあります。水路もいたるところに

流れています。勿論、水がなければ水田は出来ませんが、こちらに来て改めてそのことを強く感じまし

た。水田と水田の間を涼しげに軽やかな音を立てて、澄み切った清流が荒んだ心を洗い清めるように流

れています。そんな清流だけを見ていると、のどかで平和な田園のある里山のようです。しかし、悲し

いかな周りを見回すと現実はそうでないことを思い知らされます。 

さて大家さんの提案で大家さんのログハウスを使って、毎月１回「気晴らし会」をしています。私た

ちはチラシを作るだけで、人を集めるのは大家さん。第１回は４５人、２回目以降は３０人前後で安定

してきたようです。お茶を飲んでおしゃべりをするだけの茶話会ですが、時々思いがけず親しい方と出 

会うこともあるのです。残念なことは、この地域から遠く離れた場所に避難した若い世代の方々です。

したがって、この地域に残っているのは、年老いた「じいじ」「ばあば」の世代が大半を占めています。 

共同体とは、あらゆる年代の集合体でなければ、どんなに素晴らしいグループ 

であっても限界があることをこの現実を見て知りました。この地域に住む人々も、 

そのことに初めて気づかされたと思います。なぜなら茶話会に集う人々から聞か 

される言葉に「他に楽しみがない」と、そう言って集まって来られるからです。  

また、信徒の方を対象に、主任司祭の提案で、毎月初金曜日（六甲？）ではなく、 

初木曜日に「聖体礼拝とロザリオの祈り」を修道院でしています。集まるのは 
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６・７人から 10 人程度で、メンバーは固定してしまいますが、共に祈り、あとでお持ちよりの茶話会

もあって、楽しいひと時を過ごしています。神父様のお考えは、いずれ仙台教区の教会が再編成（地区

割り）される時に備えて、少しでも信徒を霊的に養成しておかなければ、とお考えのようです。 

 ７月 27日～29 日には恒例の「相馬野馬追い祭」が開催され、今年は 420 騎が行列に参加しました。

今年の最年少の騎士は 5歳とか。「執行委員長 南相馬市長 桜井勝延」という大きな「肩書」を左肩

にかけて、市長さんは馬上からマイクなしの大声でご挨拶。ここでは市長さんも馬に乗れないといけな

いのでしょう。市長さんも、きっと子供の時から乗馬で鍛えられているのだろうな、などと考えていま

した。震災時、津波に流されたのは人間だけではなく、動物も沢山いたのです。その証拠に今年行列に

参加した馬の中には、津波に流されて泳ぎ、顔や脚に大けがを負いながらも助かった馬も何頭か含まれ

ていたそうで、そのことを聞かされ非常に感動しました。 

「馬も人も 2 年半近く経ってもまだ心の傷も外傷も完治していない。しかし馬一頭だったけど助かっ

てよかった。必死に泳いで助かろうとしたんだ！」と。どのような厳しい状況であっても市民が一丸と

なって大きなお祭りをやり遂げる中で、復興への意気込みも高まったでしょう。 

やっと立ち入り禁止が解除され、入れるようになった浪江の町も、まだまだ震災直後のままです。住

民の方々はどのような気持ちでおられるのでしょうか。事故を起こした原発の煙突が遠くに見える距離

です。その煙突を見ながら思うことは、現場で収束のために働いている方々が、今、どのような気持ち

でおられるのだろうか。汚染水が漏れたとか、次々に問題が出てきて、対応が間に合わない状況は、頑

張ろうとする元気さえ損なってしまうのではないかと心配です。少しでも早く新しいエネルギーが開発

されて、エネルギー問題全体が安定へと向かうようにと祈らざるを得ません。 

六甲教会の皆さまから、野菜畑の支援に沢山のご寄付をいただき、ありがとうございました。阪神淡

路大震災の復興のように、東日本も一日も早く復興できることを信じたいですが、原発問題が片付かな

いうちは、まだのような気がして弱気になります。でも神様は、すべてをご存知です。きっとその日が

来ることを信じ、みんなで力を合わせて前向きに歩んでまいります。どうぞ、これからも末永くご支援

とお祈りをよろしくお願いいたします。 

 

 

 

解体解体解体解体がががが発表発表発表発表されたされたされたされた住宅地住宅地住宅地住宅地にににに座礁座礁座礁座礁したしたしたした漁船漁船漁船漁船「「「「共徳丸共徳丸共徳丸共徳丸」」」」（宮

城県気仙沼） 

津波によって遥か内陸に乗り上げた、大きな漁船の光景を

ご存知でしょうか。気仙沼市内の鹿折地区に座礁した「共徳

丸」です。津波被害を象徴する光景として、世界中に取り上

げられて来たこの船も、ついに取り壊しがきまったようです。

存続か解体かを巡り様々な議論が行われる最中の、取り壊し

の決定でした。   （山本）                  

 

 

※広報部ではシリーズ「忘れないで！東日本の被災地から」への原稿を募集しています。被災地でのボ   

ランティア活動に限らず、遠く神戸からの支援活動や被災地への思い等、皆さまからのご寄稿お待ちして

おります。                                 （広報部） 
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＜行事報告＞ 

第第第第 34343434 回回回回    三日月会総会三日月会総会三日月会総会三日月会総会のごのごのごのご報告報告報告報告(9(9(9(9 月月月月 16161616 日日日日    敬老敬老敬老敬老のののの日日日日))))    

三日月会会員 浅沼 

2013 年 9月 16 日(月)午後 1 時より、大聖堂に、三日月会

会員が集い、松村神父様司式による御ミサに与りました。

引き続き、神父様の講話をお聴きした後、イグナチオホー

ルにおいて、三日月会総会が開催されました。 

鈴木会長司会のもと、松村神父様の、「敬老の日」に相応

しいご挨拶と、お祈りの後、事業報告、会計報告、審議事

項等が行われました。会員総数 518 名のうち、90 名を超え

る会員が出席され、新入会員や、初めて三日月会に出席さ

れた会員のご挨拶、90 歳を超える会員のご紹介等、和気藹々とした、和やかな雰囲気の中で、進められ

ました。 

総会日を除く、通常の例会日は、参加者が少なくなる傾向がありますが、会員同士の相互の交流を深

めるためにも、積極的にご参加戴きたいと思います。六甲教会からもお土産をご用意戴き、散会となり

ました。 

            

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊    

≪≪≪≪    各各各各    部部部部    だだだだ    よよよよ    りりりり    ≫≫≫≫  各専門部会の活動をお知らせいたします

三日三日月会三日月会三日月会三日月会  

10 月 21 日(月) 例会 

 

     典礼部典礼部典礼部典礼部    

10 月 19 日(土) 10:00 部会 

 

   宣教部宣教部宣教部宣教部    

10 月 27 日(日) 11:15 部会 

    

    

社会活動部社会活動部社会活動部社会活動部    

10 月４日(金)初金ミサ後 連絡会 第２会議室 

チャリティ－バザーの打合せを致します。 

出店ご希望グループの責任者は必ずご出席下さい。 

 

  施設管理部施設管理部施設管理部施設管理部    

10 月 27 日(日) 10 時ミサ後 部会 

 

    広報部広報部広報部広報部    

11 月 2 日(土) 教会報 11 月号発行 

    

≪≪≪≪    おおおお    知知知知    らららら    せせせせ    ≫≫≫≫    教会のみなさまに知って頂きたい活動やお知らせです 

★ 社会活動部社会活動部社会活動部社会活動部よりよりよりより    ★ 

10 月 2 日（水） 10 時      手芸の集い （第 1・2 会議室） どなたでも参加ご自由です。 

10 月 12 日（土）10 時      炊き出し （イグナチオホールお台所）  

※  小野浜グラウンドにて配食や、おじさん達のお話し相手だけでも OK です。 

10 月 20 日（日）10 時ミサ後 ふれあい広場（イグナチオホール）  

お弁当・食料品・手作り作品等の販売。東北物産展。 

10 月 28 日（月）9 時 30 分   ともしびケーキづくり（イグナチオホールお台所） 
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社会活動部社会活動部社会活動部社会活動部よりよりよりより支援支援支援支援のおのおのおのお願願願願いいいい！！！！    

 

10 月 6 日・13 日・20日の日曜日の 10 時ミサ後に、山口カルメル会・ 

教会の母マリア修道院（観想修道会）支援のための、手作りのクリスマス 

カード・スリッパの予約注文を受付けます。 

       日曜日以外にも、教会受付けでも予約注文を受付けますので、多くの 

      みな様のご協力をお願いします。 

       

♪♪♪♪（（（（クリスマスカードクリスマスカードクリスマスカードクリスマスカード＆＆＆＆スリッパスリッパスリッパスリッパはははは、、、、見本見本見本見本もももも展示展示展示展示しますしますしますします。）。）。）。）    

 

 

 

 

    

～～～～・・・・～～～～・・・・～～～～・・・・～～～～・・・・～～～～・・・・～～～～・・・・～～～～・・・・～～～～・・・・～～～～・・・・～～～～～～～～・・・・～～～～・・・・～～～～・・・・～～～～・・・・～～～～・・・・～～～～・・・・～～～～・・・・～～～～・・・・～～～～    

★ 教会学校教会学校教会学校教会学校だよりだよりだよりだより    ★★★★    

１１１１    教会学校教会学校教会学校教会学校 10101010 月月月月のののの予定予定予定予定    

（1）10 月 5・12・19 日・26 日は、通常授業（午後 2 時 30 分開始、ただし解放クラスは午後 1時より） 

   教会しおり掲載の「教会学校錬成会（19日から 20日）」は来年 1月に延期されました。 

（2）10 月 13 日は、子どもと共にささげるミサです。 

（3）11 月 9 日はバザー前日につき教会学校はありません。 

２２２２「「「「保護者保護者保護者保護者のののの集集集集いいいい」」」」についてについてについてについて    

２学期も片柳神父様の保護者の集いを下記の要領で行います。（興味のある方は、教会学校の保護者

以外の方も大歓迎です。是非お誘いあわせの上、ご参加ください。） 

                         記 

              日時日時日時日時：：：：10101010 月月月月 26 26 26 26 日日日日((((土土土土））））    15151515 時時時時～～～～    

                                                                    11111111 月月月月 16 16 16 16 日日日日((((土土土土））））    

                                                                    12121212 月月月月        ７７７７日日日日((((土土土土））））    

場所場所場所場所：：：：イグナチオホールイグナチオホールイグナチオホールイグナチオホール    

 

～～～～・・・・～～～～・・・・～～～～・・・・～～～～・・・・～～～～・・・・～～～～・・・・～～～～・・・・～～～～・・・・～～～～・・・・～～～～～～～～・・・・～～～～・・・・～～～～・・・・～～～～・・・・～～～～・・・・～～～～・・・・～～～～・・・・～～～～・・・・～～～～    

★墓地墓地墓地墓地っっっっ子子子子だよりだよりだよりだより★★★★ 

＜墓地、埋葬等に関する法律＞ 

近親者が亡くなった時、殆どの方は病院や葬儀社に全てを依頼されます。理由はめったに起こること

では無いし、方法もよく判らないので専門家に任せようということでしょう。しかし、火葬、埋葬、墓

地などに関しては法律が公衆衛生法の中に制定されています。 

・「埋葬」とは、死体(妊娠四箇月以上の死胎を含む。以下同じ)を土中に葬ることをいう。 

・「火葬」とは、死体を葬るために、これを焼くことをいう。 

・「改葬」とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又

は納骨堂に移すことをいう。 
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・「墳墓」とは、死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設をいう。 

・「墓地」とは、墳墓を設けるために墓地として都道府県知事の許可をうけた区域をいう。 

・市町村長が、第５条の規定により、埋葬、改葬又は火葬の許可を与えるときは、埋葬許可証、改葬許

可証又は火葬許可証を交付しなければならない。 

・墓地の管理者は、上記の埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証を受理した後でなければ、埋葬又は

焼骨の埋蔵をさせてはならない。 

以上、１部をピックアップしましたが、普段使っている「納骨」という言葉は出てきません。「墳墓」

に該当します。また、「納骨」の意味で「埋葬」はよく使いますが、法律的には死体を土中に葬る、い

わゆる土葬のことですので、納骨とは全く違うことになります。さらに、遺骨の移動は良く行われます

が法律的には「改葬」となり、改葬許可証または火葬許可書が要ることになります。しかし、大昔と言

うことで書類が無く、ずさんな処理をしている場合もあります。 

教会では、法律に基づく処理に努めております。その際、利用者の皆様には厳しい注文をお願いする

ことがあります。法律を順守するためとご理解ください。          ( 墓地委員会 SF ) 

 

 

～～～～・・・・～～～～・・・・～～～～・・・・～～～～・・・・～～～～・・・・～～～～・・・・～～～～・・・・～～～～・・・・～～～～・・・・～～～～～～～～・・・・～～～～・・・・～～～～・・・・～～～～・・・・～～～～・・・・～～～～・・・・～～～～・・・・～～～～・・・・～～～～    

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

7777    

～～～～社会活動部学習会社会活動部学習会社会活動部学習会社会活動部学習会～～～～    

    

日時日時日時日時：：：：１０１０１０１０月月月月２７２７２７２７日日日日（（（（日日日日））））１０１０１０１０時時時時ミサミサミサミサ後後後後    

場所場所場所場所：：：：イグナチオホールイグナチオホールイグナチオホールイグナチオホール    

 

１０人に 1 人がなると言われている“認知症”や“痴呆症”。病気の違いや、病

気の原因や症状、初期症状に早く気付くための予防法や治療法を学びます。 

また、病気になった家族等とのかかわり方や、看病について学びます。 

どなたでも参加ご自由です。 

    

テーマテーマテーマテーマ：：：：““““アルツハイマーアルツハイマーアルツハイマーアルツハイマー型型型型・・・・痴呆症痴呆症痴呆症痴呆症””””やややや““““認知症認知症認知症認知症””””をををを知知知知るるるる。。。。    

講講講講    師師師師：：：：大西大西大西大西    道生道生道生道生    先生先生先生先生（（（（精神科医精神科医精神科医精神科医））））    

症状：進行する認知障害（記憶障害、見当識障害、学習障害、注意障害、 空間

認知機能や問題解決能力の障害など）であり、生活に支障が出てくる。重

症度が増し、高度になると摂食や着替え、意思疎通などもできなくな

る・・・。 



    

 

 

2013201320132013 年年年年    チャリティーバザーチャリティーバザーチャリティーバザーチャリティーバザー開催開催開催開催    

チャリティーバザーを下記の通り開催いたします。 

    

日時日時日時日時：：：：11111111 月月月月 10101010 日日日日（（（（日日日日））））    ９９９９時時時時ミサミサミサミサ終了後終了後終了後終了後  10  10  10  10：：：：00000000～～～～14141414：：：：00000000    

    

当日 10 時ミサはありません。９時ミサとなります。雨天決行。 

詳細はチラシを作成し配布いたします。皆さまよろしくご予定ください。 

（地区会 バザー企画チーム） 
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♪♪♪♪♪♪♪♪「「「「クリスマスクリスマスクリスマスクリスマス音楽音楽音楽音楽のつどいのつどいのつどいのつどい」」」」でででで歌歌歌歌うううう会会会会・・・・メンバーメンバーメンバーメンバー募集募集募集募集    ♪♪♪♪♪♪♪♪    

    

12 月 23 日（月・祝）14時から「クリスマス音楽のつどい」が開かれます。オルガン

メディテーションの一環として、この日、音楽を通して喜びを分かち合います。 

みなさんもご一緒にクリスマスの歌を歌いませんか？教会内に、曲目と練習日程をポ

スターやチラシでお知らせしています。教会内はもちろん教会外のお友達も誘ってお越

し下さい。聖歌隊員が丁寧に指導いたします。 

練習曲は「地にも空にも」（カトリック聖歌 122 番）、「きかせて下さい」、「ディンド

ン鐘が鳴る」、「We three kings of orient are」(三人の博士)、「Child in a manger」

(まぶねの御子)の５曲。親しみやすい曲ばかりですべて日本語で歌います。 

練習予定日は以下のとおり。（教会内の行事の関係で変更の可能性があります。） 

10 月 5 日(土）・20 日(日）、11 月 2 日(土）17 日(日） 

12 月 1 日(日） 7 日(土）15 日(日）、22日(日） 

土曜日は午前 10時 ～12 時、日曜日は 11 時～12 時半です。場所は主聖堂。 

聖歌隊メンバー一同、お待ちしています。 

お申込みは聖歌隊・詫（つげ）まで。電話：090-3714-1882 

直接練習場所へお越し下さっても結構です。 



曜日曜日曜日曜日 週週週週 開始時刻開始時刻開始時刻開始時刻 クラスクラスクラスクラス名名名名 対象対象対象対象 担当者担当者担当者担当者 場所場所場所場所 開始日開始日開始日開始日

日 第1・3 11:00 キリスト教入門 欄外注★1111 コリンズ神父 会議室5 11/3

第2・4 11:00 キリスト教入門 どなたでも Sr.楠瀬 会議室5 10/13

毎週 11:00 中高生会(欄外注★2) 中高生 リーダー 中高生会室 10/6

火 第1 10:00 聖書を読む どなたでも コリンズ神父 会議室1 11/5

第2・4 10:00 聖書入門 どなたでも Sr.大西 会議室4 10/8

第1・3 15:00 生活の中で信仰を生きる どなたでも 片柳神父 会議室4 10/1

第1・3 10:30 生活の中で信仰を生きる どなたでも 片柳神父 三ノ宮パウロ書店 10/1

第2・4 10:30 生活の中で信仰を生きる どなたでも 古泉 三ノ宮パウロ書店 10/8

水 第2・4 10:00

キリスト教入門

～キリストを知る旅～

どなたでも Sr.楠瀬 会議室3 10/9

第2・4 10:00 生活の中で信仰を生きる どなたでも 古泉 会議室5 10/9

木 第2・4 14:00 みことばを聴く どなたでも コリンズ神父 会議室1 11/14

第3 15:00

「カトリック教会のカテキズム要約」を読

む

一般信徒 三輪 会議室4 10/17

第2・4 19:00 聖書による信仰入門 どなたでも 吉村 信徒会館 10/10

金 第2・4 10:30 聖書研究（英語） どなたでも コリンズ神父 会議室5 11/8

毎週 19:00 祈りの入門講座 どなたでも 片柳神父 三ノ宮パウロ書店 10/4

土 第1～4 14:30 教会学校 小学生 リーダー 信徒会館 10/5

★★★★1111　　　　対象対象対象対象：：：：入門志願者入門志願者入門志願者入門志願者のみのみのみのみ。。。。但但但但しししし、、、、紹介者同席可紹介者同席可紹介者同席可紹介者同席可

毎第三月曜日 14:00 三日月会例会とミサ

熟年の信徒の

方々

コリンズ神父

とスタッフ

14:00

ベタニアの集い

聖体授与式と茶話会（車での送迎付き）

通常のミサにあず

かれない高齢者

社会活動部

担当：竹内博子

14:00 結婚準備セミナー

カトリック教会での

結婚式を望む人

セミナースタッフ

    カトリック六甲教会 〒657-0061　神戸市灘区赤松町3-1-21 TEL.078-851-2846

http:/www.rokko-catholic.jp FAX.078-851-9023

第1・2会議室

3・5・7・11月の

第3木曜日

5・9・2月の

日曜日

イグナチオホール

カトリックカトリックカトリックカトリック入門入門入門入門・・・・養成講座養成講座養成講座養成講座・・・・聖書研究聖書研究聖書研究聖書研究などのごなどのごなどのごなどのご案内案内案内案内

２０１3年10月～2014年3月

定例的定例的定例的定例的にににに行行行行われるわれるわれるわれる集集集集いいいい

イグナチオホール

★★★★2222　　　　中高生会中高生会中高生会中高生会はははは学期中学期中学期中学期中のみのみのみのみ

場所・天候などにより、休講になる場合があります。事前にご確認ください。
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《《《《図書室図書室図書室図書室からのおからのおからのおからのお知知知知らせらせらせらせ》》》》     

２０１３２０１３２０１３２０１３年年年年９９９９月月月月にににに入入入入ったったったった図書図書図書図書からからからから    

☆☆☆☆はじめてよむこどものせいしょはじめてよむこどものせいしょはじめてよむこどものせいしょはじめてよむこどものせいしょ  ロックとアイリッフェ 著  サンパウロ 

ちいさなこどもむけ いちばん したしまれている せいしょ ものがたり 

せかいのはじめ ノアのはこぶね ごせんぞさまアブラハム ・・・ ネヘミアのいのり 

イエスさまのたんじょう・・ しんせつなサマリアじん しゅのいのり イエスさまのふっかつ  

旧約と新約のエピソードをそれぞれ１０話 美しい切り絵を添えて１２頁ずつきかせてくれます。 

巻末には索引（ことばのせつめい）もついて、聖書への親しみと温かい気持ちを育ててくれます。 

☆☆☆☆マリアマリアマリアマリアのおはなしのおはなしのおはなしのおはなし  マイテ・ロッシュ 絵と文  竹下節子 訳  ドン・ボスコ社 

マリアはイエスのお母さんになれてとても幸せでした。つらく苦しいことも、イエスといっしょに愛する神

さまと人びとのためにおささげしました。マリアは、今も、いつも、お母さんのように、わたしたちを見守

っています。（表紙から） 

☆☆☆☆はじめてのはじめてのはじめてのはじめてのキリストキリストキリストキリスト教教教教  C・ペドッティ 著 関谷 義樹神父監修  ドン・ボスコ社 

この本は、聖書の物語、教会の歴史（日本も）、聖人たち、教会の教えなどを紹介している。親しみやす 

い文章とイラストで、子どもだけでも、大人と一緒でも、楽しく読めるキリスト教の入門書。 

☆☆☆☆回勅回勅回勅回勅  パーチェム・イン・テリス―-地上の平和  教皇ヨハネ２３世  ペトロ文庫 

東西冷戦のさなかキューバ危機を目の前に危機回避の仲介を行った教皇、また第２バチカン公会議を招集し

た教皇ヨハネ２３世（まもなく列聖される）が、死の直前に書き上げた社会回勅。戦争回避のためには「人

間の心にまで及ぶ徹底した完全なものでなければ、…実現しません。」「軍備の均衡が平和の条件であるとい

う理解を、真の平和は相互の信頼の上に上にしか構築できないという原則に置き換える必要があります。わ

たしは、これが到達可能な目標であることを主張します。」（「 」内は本文）。５０年前に書かれた回勅の新

訳です。またホアン･マシア神父が解説を書いています。 

☆☆☆☆使徒的勧告使徒的勧告使徒的勧告使徒的勧告 マリアーリス・クルトォス―-聖母マリアへの信心  教皇パウロ６世 ペトロ文庫 

第２バチカン公会議「教会憲章」とその後の典礼刷新等を踏まえ展開される、教皇パウロ６世の代表的マリ

ア論。同教皇の２つの回勅と２つの使徒的勧告が付録されている。 

☆☆☆☆根本問題根本問題根本問題根本問題をつかめをつかめをつかめをつかめ   来住 英俊 ドン・ボスコ  （キリスト教入門書Ⅰ） 

☆☆☆☆イエスイエスイエスイエス登場登場登場登場      来住 英俊 ドン・ボスコ  （キリスト教入門書Ⅱ） 

☆☆☆☆祈祈祈祈りへのりへのりへのりへの旅立旅立旅立旅立ちちちち    片柳 弘史 ドン・ボスコ 

マザー・テレサに導かれながら、心のいちばん奥深く，イエスがいる場所へと旅をする黙想の本。 

FEBC のラジオ番組の単行本化した。黙想を初めてという人におすすめ。 

☆☆☆☆キリストキリストキリストキリストとととと出会出会出会出会うううう     百瀬 文晃 女子パウロ 

☆☆☆☆よくわかるよくわかるよくわかるよくわかるカトリックカトリックカトリックカトリック   小高 毅  教文社 

☆☆☆☆日本二十六聖人日本二十六聖人日本二十六聖人日本二十六聖人    長崎長崎長崎長崎へのへのへのへの道道道道    巡礼巡礼巡礼巡礼マップマップマップマップ   カトリック中央協議会 

当教会からも参加があった『長崎への道』の地図･解説付きガイド 

☆☆☆☆仕仕仕仕えるためにえるためにえるためにえるために   ジャックベシク 越前喜六 編著  サンパウロ 

☆☆☆☆イエズスイエズスイエズスイエズス会教育会教育会教育会教育のののの特徴特徴特徴特徴  梶山 義夫 訳 ドン・ボスコ 

☆☆☆☆第二第二第二第二バチカンバチカンバチカンバチカン公会議公文書公会議公文書公会議公文書公会議公文書 改訂公式訳   カトリック中央協議会 

訳語の調整などの理由で刊行が遅れていた公会議公文書の改訳が 9 月末にやっと出ました。（記事を書いて

いる現在はまだ未発刊）公会議後の諸典礼書日本語版や新教会法典の刊行に伴う教会用語の見直しが行われ、

公会議公文書にもその反映を求めて全面的に用語統一を行った司教団の公式訳。高見大司教による「総序」

のほか、索引と各文書の解説も収録している。880 ページ。カトリック信者以外の人にも幅広く読まれるこ

とが期待される。また信者にとっては 11 月に幕を閉じる「信仰年」を総括する上で大きな助けになる 。 
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みみみみ    んんんん    なななな    のののの    広広広広    場場場場    

テレジアテレジアテレジアテレジア    

ヨハネ 三好 

霊名（洗礼名）にテレジアを選ぶ人はかなり多いようだ。洗礼によって古い〝私〟は死んで新しい  

〝私〟が生まれる。新しく生まれたのだから新しく名前を付けなければならない。受洗後はこの名前が

〝私〟の本名だが意識している人は少ないようだ。 

10 月 15 日は聖テレジアの記念日になっている。テレジアが生まれたのはスペインのカスティリア州

アビラであった。19 歳のときに高い理想をもってカルメル会修道院に入ったが、当時の修道生活の緩慢

に失望、1562 年にアビラで本来の会則に立ち返った「女子跣足カルメル会」を創立し、十数人の修道女

たちとともに厳しい修道生活を始め、カルメル会の囲いの中から当時の社会に大きな影響を及ぼした。

16 世紀のカトリック教会改革にも多くの影響を及ぼし、著書も残し今も多くの人々に読まれている。

1582 年 67 歳でアルバで死去したがその霊性は教会博士と認められている。 

それから 280 年ほど経って聖テレジアの名を受けた少女がその跡を追ってカルメル会に入った。病弱で

外面では目立つ業績はないまま 24年の地上の生を修道院の囲いの中で終えた。この修道女が聖アウグ

スチヌスやアキノの聖トマ、その名を受けた聖テレジアと同じ教会博士と認められている。後から生ま 

れたテレジアの記念日は 10 月１日になっている。 

今月はもう一つおそらく殆ど覚えている人はいないであろう記念日がある。「守護の天使」、これは 10 

月２日。天使というと羽の生えたカワイイ男の子を想うかも知れないが、記念日の第一朗読にある天使

はそんなものではない。神は人間一人ひとりに天使を遣わされている。「見よ、わたしはあなたの前に 

使いを遣わして、あなたを道で守らせ、わたしの備えた場所に導かせる。あなたは彼に心を留め、その

声に開き従い、彼に逆らってはならない。彼はあなたたちの背きを赦さないであろう。彼はわたしの名

を帯びているからである。」（第一朗読）。その天使を斥け無視する「剛の者」もいるのでは。 

人間には一人残らず必ず、二人の聖テレジアにも僕にも「守護の天使」は遣わされている。 

９月の教会報巻頭言はコリンズ神父様の「沈黙」だった。最近沈黙は無為無駄だと思われているようだ。

ミサでも〝沈黙〟の時は殆どなくなった。特にオルガンの沈黙妨害は甚だしい。日々の営みの中で沈黙

の時間を保つことは屡々至難の業ではある。それでも、二人の聖テレジアの霊性は沈黙の中にあったし。

守護の天使の声は沈黙の中でしか聞こえない。〝沈黙〟は神に浸る時間ではなかったか。 

「毎日のミサ」（カトリック中央協議会）という冊子が発行されている。聖暦年の中で生きようとす

れば机側に必須ではないか。主日でない祝日や記念日は日々とは関わりがなくてよいのか。信仰は日曜

日だけのものではない。（終） 
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カ ト リ ッ クカ ト リ ッ クカ ト リ ッ クカ ト リ ッ ク 六 甲 教 会六 甲 教 会六 甲 教 会六 甲 教 会    

〒 6 5 7 - 0 0 6 1 神 戸 市 灘 区 赤 松 町 3 - 1 - 2 1 

電 話 ０ ７ ８ - ８ ５ １ - ２ ８ ４ ６ 

F A X ０ ７ ８ - ８ ５ １ - ９ ０ ２ ３ 

発 行 責 任 者 松 村 信 也 

教会報 11月号の発行は、11 月 3 日(日)です。 

編集会議 10 月 27 日(日)です。 

記事原稿は、10月 20 日(日)正午までに 

信徒会館受付へご提出願います。(広報部) 

http://www.rokko-catholic.jp 
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