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2010 年度神戸地区のテーマ
「共同体を育てよう」

ふきのとう
赤波江 豊神父
春の訪れをつげるもののひとつにふきのとうがあります。田んぼのあぜ道や畑のそばの
真っ黒い土の中からひょっこり顔を出している様が何とも可愛い。手にとってみると、あ
のほろにがい香が何か爽やかな清涼剤のようにつんと鼻をくすぐる。そうしてああ春が来
たのだなと実感するのです。山などをハイキングしながらふきのとうを摘んでいる人たち
もよく見かけます。きっと夕食に春の彩を添えるのでしょう。
教会の庭にもふきのとうはありますが、しかし私はこのふきのとうを毎年この時季自分
で探して、春の実感を味わうことにしています。春先に時々山歩きをしながら探してみま
すが、でもあまり簡単には見つかりません。イタリアにいた時何とかこのふきのとうにお
目にかかりたいと思ってかなり探しましたがついに発見できませんでした。イタリアには
ないのかも知れません。今年は少し寒いのでふきのとうが顔を出してくれるのも遅いかも
しれません。でも遅くても顔を出してくれるまでこの春の恵みを待ちます。
春はいいものです。何度体験しても決して飽きることのない新鮮さを与えてくれます。
同様に神の恵みもそれは本質的に与えられるものです。そして私たちが生きているという
ことは、つきつめて考えればそれはことごとく与えられたもので生かされているというこ
となのです。そして私たちが感謝するのも本質的に与えられたものに対してです。自力で
得たものに対して感謝の念は起こりません。では私たちにできることは何か。それは祈っ
て待つ姿勢です。私たちがいくらがんばっても聖霊の力を生み出すことはできません。そ
れは与えられるものだからです。時というものがあります。私たちが望む時ではなく、神
が望む恵みの時を待ちましょう。
春よ来い。聖霊来てください。

教会維持費について
いつも教会維持費へのご協力有難うございます。教会維持費制度は日本の教会固有の信徒の奉
仕です。対象は成人以上で収入のある方です。不況等で困難な方もおられるとは思いますが、
教会共同体を支え育てるため可能な限りのご協力をお願いいたします。

神に感謝
赤波江 豊神父
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施設管理チームの紹介
施設管理チーム長

施設管理チームは、2006 年 6 月新聖堂竣工時に、パウロ神父様の提案により発足しました。
施設管理チームの仕事
聖堂、信徒館、司祭館の建物と設備を、何時までも良好な状態で使用できるように維持して行く
ことを目的としています。
その為の大きな検討項目としては
１

建物としての長期メンテナンス計画（今後 10 年以上にわたる長期の維持計画）

２

日常の維持管理の内、外部の専門業者に委託するのが望ましいことができた場合の検討

３

天災、事故などで突発した損傷を修復する対策

長期のメンテナンス計画について
建物は、月日と共に劣化し補修の必要が出てきます。内外の塗装の塗り替え、床シートの張替え
等がありますが、最も費用がかかるのは、空調機器の寿命による取替えです。
竣工当時に教区から提示された長期メンテナンス費用の見通し概算を基にして、今後 10 年間に
必要な費用を算出した結果、かなりな金額となります。これについては、財務と検討して行くこと
になります。しかし只今のところは、建物は築後 3 年余で、皆様に大切に使って頂いていますの
で、当分は大きな支出が起こることはないであろうと思われます。
日常の維持管理について
現在、最も大きな課題は、ホールの外の軒の雨漏りの件です。信徒の皆さんはあまりお気づきで
はないかと思いますが、竣工以来この雨漏りに悩まされています。これは、明らかに施工の不備に
よるもので、施工に当った松井建設の責任において対処するように交渉中です。
もう 1 つはホール内の天井にしみが出ている雨漏りです。これは昨年の秋に発見されたもので
すが、2 月にもう 1 箇所の雨漏り跡が見つかりました。取敢えずは現在松井建設に対応させていま
すが、これはある意味でかなり深刻な問題が予想され、評議会で検討の上根本的な対策を講じる必
要があると思います。
今後このような補修工事は住吉教会の費用で行なわねばならないので、どの業者に頼むべきか、
その選択等をしなければなりません。
誠実ですばやく経済的に対応してくれる業者を選びたいので、
皆様のご協力をお願い致します。
信徒の皆様のこの建物を大事にしてくださるお気持ちを、日ごろから痛切に感じています。年に
2 回、清掃業者は入れていますが、大祝日前の大掃除、毎週のお当番のお掃除、そして常に小さな
汚れ、不具合などを発見し、直ぐに対処し報告してくださる皆様のご協力なしでは、竣工後 3 年
以上経ったこの建物をこれほどきれいに保つことはできなかったでしょう。
今後も皆様とこの建物の維持に努めたいと思います。宜しくお願い申し上げます。
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カトリック住吉教会 1 月・2 月度評議会議事録
日 時：
場 所：
出席者：
欠席者：

2010 年 1 月 31 日（日）11:00〜13:30
第 2 会議室
赤波江神父・評議会委員 16 名
3名

はじめの祈り： 赤波江神父様
前にも何回か話しましたが年間テーマである“共同体の芽を育てよう”と言われても、まだ何をした
らよいかわからない人がいるようですが目新しいことでなく、今までやってきたことを続けてやっても
らっていいのです。教会も同じで今までやってきたことにちょっと視点、発想を変えてひと工夫したら
そこから新しいものが生まれるのではないかと思います。
昨年腰を痛めて鍼灸院へ行った時に体のツボを教えて貰いました。体のツボは意外なところにあって
腰が痛いからと言ってそのツボの同じところばかりを集中的に治しても痛みが伴うだけで、案外無関係
なところにツボがありそこをおさえたら体が軽くなりました。このように人間の体は有機体で全部繋が
っているということです。だから教会と同じですね。共同体にも今まで気づかずに見落としていた意外
なところにツボがあるかもしれません。全体が良くなるようなツボを刺激して明るく、活気のある共同
体として住吉教会のツボ探しをしてゆきたいと思います。よろしくお願いしますね。
議題：
1．2010 年度活動計画
2．2010 度経費予算
3．新型インフルエンザ感染予防対策
4．2 月・3 月・4 月教会予定
5．国際ﾁｰﾑ セニョール・デ・ロス・ミラグロス
6．主日の朝の園庭開門の当番制提案
7．ミサのお茶の当番制提案
8．集会祭儀司式者、聖体奉仕者、病者訪問・養成研修及び更改システム
9．四旬節行事
10．
「司祭のための祈り」
（2010 年６月迄）
11．小教区総会（信徒総会）廃止、新方式
12．年間計画策定
13．
「平和旬間行事」住吉教会使用是非
14. 教会ＨＰ委員会・
「教会について」記載事項の評議会関連事項
検討・ 結婚式 ・葬儀・祈念堂管理・特別献金の集め方 等々
15. 至近諸行事回顧反省. 成人式. 震災祈念ミサ
16. その他 当日提案可
議事：
1. ２０１０年度活動計画表について
・活動計画を各チーム毎に個別検討。⇒活動計画承認。1 月末に大阪大司教区に提出する。
・赤波江神父様のお話。先日司祭の集まりで大司教から司祭が少ないことは国の少子化が大きな問題とし
て取り上げられ、青少年に力を入れて子供の教育に比重を掛けていかなければならない。幸い住吉教会
は幼稚園があるので中高生が集まりつつある良い雰囲気なので大切にしてゆきましょう。
2. ２０１０年度経費予算について
・予算原案に関し、財務 T 氏より概要及び詳細説明有。慎重に検討後⇒予算承認。1 月末教区提出。
・施設管理費の雨漏り修理の見積について下見調査は予備費より、修理の場合は特別会計から出す。
・各チームの予算においては今迄通り取り入れている。
・神父様のお話。現在の社会・経済情勢では、教会維持費についてはかなり深刻且つデリケートな問題で
あるが維持費への意識を喚起する為に月報で司祭からも信徒の皆様に呼びかけていく。
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3. 新型インフルエンザ感染予防対策について
・現在、教区通達を遵守しているが、今後の対策につき検討した。種々意見が出されたが、教区通達は現
在も継続しているので、今後も教区方針を継続遵守していくことを再度決議した。
・尚、小聖堂に感染予防対策として当面、聖水使用自粛のお知らせをファイルして置いているが、この評
議会決定を阻害するような書類がファイルに挟まれていることが判明した。本件実施者に対し、共同体
の安全のために評議会決定に協力して貰うよう、評議会として今後何らかの対策をとっていく。
4. ２月・３月・４月教会予定
・2/4〜2/8 赤波江神父不在
・2/24〜3/9 赤波江神父不在
・2/28 神父様不在の為集会祭儀
・2/9 Ｂ地区家庭集会 ・3 月、4 月の詳細予定は月報の 3 月度予定表及びお知らせで通知する。
5. 国際チーム
セニョール・デ・ロス・ミラグロスの実施期日について
・従来からミラグロスは概ね第４日曜日（10 月 25 日近辺）で行われてきた。
・年初に国際チーム、C 氏から今年度は 10 月 17 日（第 3 日曜日）にして欲しい旨の申入れがあった。
理由は本国ペルーでのミラグロス本祭りは 10 月 17 日、18 日との事でこの近辺を希望。
・パーティも教会ホールと出会いの広場を希望。音響や時間の問題も有り結論出ず。⇒本件今後継続検討。
6. 主日の朝の園庭開門の当番制について／提案「一人の担当では、継続実施は難しい。当番制が必要。
」
・日常の動き等実情を調べる⇒当番制の実施を検討する。
・自動車の駐車許可証を作る⇒園庭使用に関し、今後届出許可制とし、マナー意識、定期整備等を実施する。
7. ミサのお茶の地区当番制について／提案「ミサ後のお茶出しを当番制に」
（ミサゴは現在停止中）
・ミサ後に信徒のふれあいの為に重要⇒実施決定。チーム編成検討責任者は４氏。
・外から来て頂く神父様や来客へのお茶等の配慮。 検討責任者は同上（４氏）
8. 集会祭儀司式者、聖体奉仕者、病者訪問聖体奉仕者の任期更新・任命について
・集会祭儀司式者は昨年に更新研修を修了済み。本年１月 10 日に任命式を実施済み。(10 名)
・聖体奉仕者は 3 月中に赤波江神父様による更新研修を受講する。
・K（典礼）、Y（司牧）両氏が神父様と相談し、3 月中の更新研修日時を決定する。
・病者訪問聖体奉仕者、養成研修受講者は昨年二回の研修と、2 月 11 日、20 日両日の研修で受講終了予定。
・４月に病者訪問聖体奉仕者並びに聖体奉仕者の任命式を行う。期日設定責任者は K、Y の両氏。
9. 四旬節行事
・黙想会は 3 月 21 日(日)実施予定。多数参加が望まれる。各チーム長はチーム内で黙想会、四旬節典礼
の日時の徹底を図る。また評議員は全員が率先して信徒に参加を呼びかける。
10.「司祭のための祈り」
・今年も司祭年が続くので、閉年の６月まで、皆でお祈りする。
・派遣の祝福の前あたりで全員で祈る。祈りの言葉のプリントは受付に置く。（回収する）
11.小教区総会（信徒総会）の廃止と新方式の検討について
・小教区総会は廃止し新たに「報告会」とし、信徒の意見聴取を重点とする方向で継続検討。4/18 に予定。
12.年間計画策定 ４月の新年度をめどに作成する。
13.「平和旬間行事」住吉教会使用是非
14.教会ＨＰ委員会・「教会について」記載事項の評議会関連事項
・結婚式・葬儀・祈念堂管理・特別献金の集め方 等々について、内容の確認と表現方法を検討。
・結婚式は原則全ての人に行う。但し結婚講座の修了が原則。葬儀は原則として信者。
15．至近行事回顧反省、成人式、震災祈念ミサ
・成人式、震災祈念ミサ、ウォーク等行事の振り返りと反省を行った。今後に生かしていく。
・バーベキュー大会、今後、教会の行事として取り上げる。夏は原則 7 月第４日曜日実施予定。
・新年会、
同 上
冬は原則１月第４日曜日実施予定。
・招待者・司祭、修道者、各教会（中央・六甲）の招待対象等今後の方法を検討する。
・共同体の和をもたらす焼肉パーティ・新年会はみんなで参加し盛り上げる。
・信徒が全員気楽に参加できるような参加費用とする。教会から補助も考慮する。
16.その他
・幼稚園
みその会 2/9 クラシックコンサート 聖堂 第一会議室使用可
・2/13 – 2/14 中高生釜ケ崎夜回りに参加予定。
「子供夜回り学習会」教会育成費補助を行う。
終わりの祈り： 黒田議長

以上
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お知らせ
1. 社会活動チーム、財務チーム、評議会からの報告
ハイチ救援募金にご協力頂きありがとうございました。
・1 月 19 日に教会会計からとりあえず 50,000 円送金しました。
・1 月 24 日の募金は 92,722 円
・1 月 31 日の募金は 65,892 円

募金額合計は 2 回で

158,614 円でした。

・1 月 31 日に評議会に財務から報告があり承認しました。これを 2 月 1 日にそのまま
カリタスジャパンに送金しました。住吉教会からの送金総額は 208,614 円になりました。
信徒の皆様の心温まるご協力に感謝いたします。
2. 2 月 14 日（日）14：00 東ブロック会議
①6 月 13 日（日）東ブロック大会、若い人に企画をお願いした。子供達を中心としたウォークラ
リーとし、大人も参加する。王子動物園（子供・大人混合チーム編成）→小さき花の幼稚園・
炊き出し／ミサを行う予定。基本方針承認。
②神戸地区大会、来年 2011 年 6 月 5 日（日）に決定。東ブロック（中央、六甲、住吉）担当、
神戸市内で行う方針。（現時点では海星女子学院を予定）
3. 四旬節中の十字架の道行きは毎週金曜日 9：00 実施する。3 月 5 日、12 日、19 日、26 日
4 月 2 日のみ 18：30 から行う。
4. 3 月 7 日（日）四旬節第 3 主日ミサは赤松広政神父様（イエズス会）に司式して頂きます。
5. 3 月 21 日（日）四旬節黙想会、指導司祭

後藤正史神父様。広島教区幟町教会主任司祭。

6. 3 月 25 日（木）〜4 月 8 日（木）マザーテレサ生誕 100 年記念写真展「マザーテレサは生きてい
る」会場・神戸新聞ギャラリー／入場無料。片柳弘史神父様（六甲教会）がマザーテレサの下で
奉仕活動をしていた時に自分で直接に撮影した写真数十点を展示。Sr. 渡辺和子、片柳神父様等の
ミニ講演会を予定。詳細ポスター参照。4 月 8 日(木)迄。皆様ぜひご鑑賞下さい。
7. 3 月 26 日（金）11：00〜15：00 神戸バイブルハウス「ふれ愛バザー」
楽しいオークションあり。販売商品の提供や、事前準備、当日の運営等のお手伝いや、特にケーキ
の提供、お客様としての来店等ご協力をお願いします。
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