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2010 年度神戸地区のテーマ
「共同体を育てよう」

苦しみをになうものの信じるところ
赤波江 豊神父
どこの教会でも病気の方ご高齢の方が大勢おられます。そのような方々がこの祈りを通して、
それぞれの人生の意味を深く理解していただければ幸いです。

大きなことを成しとげるために力を与えてほしいと、神に求めたのに、
謙遜を学ぶようにと、弱さを授かった。
より偉大なことができるように健康を求めたのに、
より良きことができるようにと病弱を与えられた。
幸せになろうとして、富を求めたのに、
賢明であるようにと貧困を授かった。
世の人の賞賛を得ようとして成功を求めたのに、
得意にならないようにと失敗を授かった。
人生を享楽しようとあらゆるものを求めたのに、
あらゆることを喜べるようにと、生命を授かった。
求めたものは一つとして与えられなかったが、
願いはすべて聞き届けられた。
神の意にそわぬものであるにもかかわらず、
心の中の言い表わせないものは、すべて叶えられた。
私はあらゆる人の中で、もっとも豊かに祝福されたのだ。
（ニューヨークの病院の壁に刻まれていた一患者の祈り）
渡辺和子著

｢愛することは許されること｣

PHP 研究所から引用

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

-1Copyright © 2010 Sumiyoshi Catholic Church. All rights reserved.

カトリック住吉教会

10 月度評議会議事録

日 時： 2010 年 10 月 3 日（日） 11:00 ～ 13:00
場 所： 第 2 会議室
出席者： 赤波江神父、評議会メンバー14 名
はじめの祈り： 赤波江神父
赤波江神父様のお言葉
最近ちょっとうれしいことがありまして中高生の 2 名のうちの中 3 の男子生徒ひとりが先日の敬老の
日に洗礼の申し出がありました。彼は星の園の卒園者です。これまで係わってきたリーダーや仲間達も
喜んでくれて中３になってそういう表明をしてくれたと言うことは私たちのささやかな福音宣教の実
りですね。もちろん係わってくれたリーダーや皆さんのお陰ですが同時に仲良くしてくれた仲間や友達
がいるからこそ、その信仰に入りたいと言う希望が出てきてくれたわけです。といって子供たちが立派
なことをしていると言う意識はないと思います。ただ明るく楽しく振舞ってくれただけです。福音宣教
ってそんなものかもしれません。教会で喜びと感謝をもって生きることによって実りは私たちが気のつ
かないところで生まれてくるものです。これからも明るく楽しい教会作りをめざしてゆきましょう。
二つ目は神戸地区に以前から準備していた規約が完成しつつあるということです。どこにでも規約と
言うのはありますが実はこの規約のことでもめたりすることが多々あります。そんな時は聖書に戻ると
良いといわれます。安息日があるから人が休むのではなく人の為に安息日があるように律法も人の為に
あり、大事なのは人なのです。私たちのために規約がある。
カトリック教会にも教会法があるがその中の条文に教区司教は信者の全益になると判断したならば教
会法の一部あるいは全部を免除することが出来る。即ち信者の信仰の助けになると判断したならば規約
を守ることを免除することができる。司教がいいと言われたらそれでいいのです。
カトリックは厳しさの中に寛容であり信仰に絶対ということはない。教会というのは民主主義ではない
のです。教会を民主主義で運営しようとすれば必ずそこに人間関係のもつれ、もめごと、対立がおこり
小さなグループならともかく世界的統一となれば昔から教会の判断の中に神の導きが判断されて教皇、
司教、司祭の最終的判断にゆだね任せられるということです。
教会法に「魂の救いは最高の法律である」と書かれていますが、鉄則はひとりひとりの魂の救いが目的
です。小教区や地区の規約でも信仰の養成を守ることが原点ですから教会のもめごともひとりひとりの
信仰の原点にあるのではないかと参考までにひとこと。
◇開始に当たり議長より評議会開催、閉会の時間厳守目標とし、下記の議題に沿って審議検討し、承認
されました。
議題
１．中高生巡礼 次第決着（今後のあり方、決算報告）
2010 年 10 月度評議会資料（10/3）より抜粋、今後のあり方を審議決定した。
＊ 最も大事なこと
＊ 神戸地区評本年度テーマ・
「共同体を育て 耕そう」
、住吉教会年テーマ・「共同体を育てよう」
に基づき共同体づくりの原点･ 「教会の平和と一致」・明るい祈りの雰囲気作りに力を入れる。
＊

一致の為の重要な要素・教会指導者が最も留意すべき点→①「全信徒への公平性」

→②司祭・信徒の共同体作りへの協力の 2 点が必要
① 「中高生巡礼は中高生を中心」に行うことが望ましい。
② 子供、大人の参加は「全員が参加可能な教会旅行とする」（全信徒への公平性の確保）
（司祭と成人信徒が（子供も含め）巡礼に出かける教会旅行は大いに推奨される）
＊ 今後の方針
① 今後も中高生には巡礼旅行も含めて、活動に対し大いに応援すべきである。
② 極めて早い段階から、計画を評議会に提出して貰い、評議会はこれを検討・援助する。
③ 中高生活動の方針に対しては、よく説明してもらい可能な限り応援していく。
④ 中高生巡礼に関しては、その「本質」を評議会で検討する。中高生意見も聞く。
⑤ 本来、
「中高生巡礼」は「自主、自立、自己責任」を習得するたいへんにいい機会で
中高生中心の巡礼を考えていくのがよい。司祭と一般成人信徒（児童を含む）の巡礼旅行は別途
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企画したらいいのではないか。
＊ 会計処理 信徒の皆様に４回のカンパの結果を詳細に報告し、感謝を述べる方針。
2. 10 月 17 日（日）ミラグロス 実施について（ミサ、聖行列、パーティー、実行委員会）
・ 今年からパーティーを住吉教会で行う。 ミラグロスについては月報 10 月号に詳細を掲載。
・ 音楽・アルコールは一切なし。
・ 幼稚園２Ｆ使用禁止。園庭の使用は決定していない。
・ 実行委員長 K・ 副委員長 Tg・ その他警備数名
3. バザー （実行委員会、役割担当、出し物最終決定）
住吉教会バザー
10 月 31 日 ＊9:30 ごミサ ＊11:00～15:00 バザー
① り場 食品
及びその責任者（敬称略）
・雑貨/Hm ・カレー/Sh ・リサイクル・ショップ/Ng・お寿司/Kr
・手芸/Um ・皿うどん/Kb・喫茶・子供コーナー/Ng ・ロールサンド/Sk
・ぜんざい/Kj・焼き鳥/Tj・ホーリーショップ/（ピエタ）
・その他
②幼稚園に使用許可お願い
○園庭、 園庭に面したトイレ
○たんぽぽ・もも組の教室（試着用として北側園児用のトイレ含む）
・２Ｆには入らないよう柵を立てる。
③雑貨、リサイクル・ショップ、手芸の責任者は 幼稚園にお借りする備品（椅子・机・テント等）の
リストを 10 日（日）までに提出してください。
決まり次第園に許可願いを提出
今年は 靴を入れるビニール袋を入り口におきます
④・カレー、皿うどん、ぜんざいの方は食券を作りますので いくつ作るか数を 10 日（日）までに知
らせてください。
・お寿司（今年は “寿司のもと”を使って皆さんに作っていただきます）
・ロールサンド、は現金売りとします
＊この数も 10 日までに知らせてください
⑤食券は、17 日 24 日 バザー当日 販売します
食券の数を 10 日迄に提出。 その他現金売りの寿司(数は未定)、ロールサンド・焼き鳥の数も提出
する。
⑥警備・案内の係りは 後日検討
＊ 駐車禁止について（全く駐車禁止にして 北側駐車場を駐輪場にするか？）
＊ 館内放送については K さんにお願いしたい。
⑦ポスター確認
＊ 幼稚園 父兄・卒園生 同窓会としてご案内する
＊ 保健所 衛生届け ＊ その他
＊ ホーリーショップの出店について（ピエタが出店）
4. 12 月 5 日（日）待降節黙想会について 指導司祭 クラレチアンの昌川神父様 (決定)
5. 教区アンケートについて（期限 11 月 7 日評議会迄）
主旨：
1988 年日本で福音宣教推進全国会議（NAIS）がありましたが、教区がそれを整理しながらもう一度
現在の信仰を振り返り、信仰の意識を各小教区に聞いてみたいと言うことでアンケートをとることに
なった。
6. 中高生関係 提案
＊次回評議会で、中高生会よりの議案
＊先日中高生会話し合いました。その結果下記の 3 点を議題として出したい。
売り上げは、他の団体・機関に送金カンパする。（送金先は、これから中高生会で、貧困・飢饉など
勉強してから決める。
＊中高生でミサをしたい。
・典礼の方と相談しながら、先唱・聖歌・朗読・侍者等を自分達で進行する。
子供中心のミサを（大祝日を除き）平日のミサの時にしたい。
典礼と前向きに考慮し、再度提案してもらう。
＊バザーにコーナーを出したい。何をするかは、未定。宜しくお願いいたします。Nb
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教会学校から中高生への流れの続きとして考えて小学生と隣りあわせにゲームを
助け合って行う。
７. 神戸地区 9 月度評議会 報告（地区議事録添付）
地区規約の議長他各役員を輪番制で決めることになった。
８. 10 月 31 日（日）バザー当日 ＊14:00 第 3 回神戸地区大会実行委員会
９. 11 月 7 日（日）祈念祭・式次第 11/7 聖歌番号を典礼と打合せ、お茶の用意/人数確認・C 地区担当
10. 11 月７日（日）評議会→ 次回評議会決定 11:00～
11. 11 月 11 日(木) 10:30 茶話会 （毎月第二木曜日） 対象 主に高齢者
12. 11 月 14 日（日）七五三祝福・ 教会ホームページ委員会
13. 11 月 28 日（日）14:00 信徒結婚式
14. 12 月 19 日(日) 大掃除
12:00～ 評議会
15. 1 月 9 日(日) 14:00～16:00 神戸地区評議会 ・ 新年会パーティー
16. 各チーム長 報告提案
・典礼(Ng)
10/17 ・ 10/31 朝ミサの前のロザリオの祈りはありません。
リサイクル子供服を募集するポスターを貼らせてください。
・10 月度駐車場鍵当番について（Tg）
10/3 Tg
10/10 Ng
10/17 なし
10/24 Yu
10/31 Nb
先週より泣き部屋の鍵も開けることになりました。

終わりの祈り： 赤波江神父
以上

お知らせ
1. 11 月 3 日（水）神戸地区養成委員会 集会祭儀司式者要請 基礎コース 神戸中央教会
2. 11 月 7 日（日）・10:30 祈念祭・12:00 評議会・14:00 神戸地区評議会（北須磨）
・六甲教会バザー
3. 11 月 11 日（木）・10:30 茶話会
4. 11 月 14 日（日）・9:30 ミサ 七五三祝福 11:00 ホームページ委員会
5. 11 月 15 日（月）・9:30 第 3 回 聖堂天井雨漏り対策会議（教区、設計・施工会社）
6. 11 月 20 日（土）・9:30 神戸地区養成委員会 集会祭儀司司式者養成 聖体コース
六甲教会 松村神父
7. 11 月 28 日（日）・14:00 信徒結婚式・
赤波江神父様の司式で住吉教会で行われます。信徒の皆様も出席してともにお祝いしましょう。

8. 中高生長崎巡礼 カンパ

御礼と報告

尐し遅くなりましたが、この夏の中高生長崎巡礼に信徒の皆様から頂いたカンパの御礼と
ご報告をさせて頂きます。初めてのことでしたが 4 回お願いいたしました。
7 月 11 日
7 月 18 日
7 月 25 日
8月 1日
合計

信徒第 1 回
信徒第 2 回
信徒第 3 回
信徒第 4 回
（小計）

33,610
25,420
34,412
58,066
151,508

中高生
中高生
中高生
中高生
（小計）

9,280
29,750
19,700
11,200
69,930

（フルーツポンチ）
（ケーキセット）
（クリームソーダ）
（紅茶、その他）

42,890
55,170
54,112
69,266
221,438

信徒の皆様の暖かいご協力、本当にありがとうございました。中高生も頑張りました。
お蔭様で中高生の巡礼に、経済的に大きな助けとなり感謝いたします。
教会（評議会）も中高生への援助を予定しておりました。皆様のご協力のおかげで、
中高生も評議会も厚く御礼申し上げます。遅くなりましたがご報告とさせて頂きます。
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