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神戸地区宣教司牧評議会 2011 年度テーマ
教派を越えたつながりの中で、
谷間におかれた人々の心を生きる

心の荒れ野
赤波江

豊

神父

言うまでもなくイエスを産んだのはマリアです。マリアにはエリザベトという親戚がいて
彼女も男の子を生みました。後にこの子は洗礼者ヨハネと呼ばれるようになりました。ザカ
リアはエリザベトの夫でヨハネの父親です。福音書によるとザカリアは大天使ガブリエルか
ら男の子が生まれることを告げられた時、もう年を取っている自分たちにどうしてそのよう
なことがあり得るのかと疑いました。そのためザカリアは子どもが生まれるまで話すことが
できなくなりました（ルカ 1：19～20）。この話しは一見してザカリアが疑ったがため罰と
して口が利きけなくなったというふうに感じがちです。そうなるとこの話しは厳しすぎやし
ませんか？年を取った人に子どもが生まれると言っても疑うのが普通ではないでしょう
か？しかしこの話しはそのように解すべきではありません。ザカリアが話すことを禁じられ
たのは、彼は子どもが生まれるまで神と共にいることが求められたからなのです。決して罰
ではありません。イエスは宣教活動の前荒れ野で断食しました。洗礼者ヨハネも荒れ野にい
ました。荒れ野は何もない所です。あるのは自分と神だけの世界です。同じようにザカリア
も子どもの誕生という大きな出来事を前にして心の荒れ野に退くこと、即ち人との交わりを
避けて神と共にいることが求められたのです。イエスは人生の重大事を前にして神に祈って
夜を明かされました（ルカ 6：12）。私たちも人生の大きな出来事、決断を前にしてしばし
神と共にいることが求められます。これから、あるいは来年人生の重大事を迎える人もいる
でしょう。迷っている人もいるかも知れません。特にそのようなとき、まるでキリスト不在
のような世間のクリスマスの喧噪の最中にあっても、ザカリアのように心の荒れ野に退き、
神ともにあって神のみ旨を祈り求めてください。

感謝献金について
私たちは誕生から始まって受洗、七五三、入園、入学、初聖体、堅信、入試、成人式、就職、結婚など
人生の節目で神様からたくさんのお恵みをいただいています。このお恵みに対する感謝の気持ちを献金と
いう形で神様に表すこともできます。あらゆる場で神に感謝をささげましょう。 （赤波江神父）
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2011 年 11 月度 カトリック住吉教会評議会議事録
日 時： 2011 年 11 月 20 日(日） 11:00 ～ 14:30
場 所： 第 2 会議室
出席者： 赤波江神父・評議員 13 名(14 名出席)

はじめの祈り： 赤波江神父
教区審議事項にありますけれど来年 2012 年は日本 26 聖人列聖 150 周年記念にあたります。そして同じに
日本だけでなく世界の教会の大きな刷新であった第 2 バチカン公会議の開催 50 周年でもあるわけです。こ
の住吉教会は 26 聖人の一人、リーダーパウロ三木を聖人として仰いでいますので来たる新年が私達にとっ
ても信仰の刷新の年であり、大きな記念行事をするのは望ましいことですが、打ち上げ花火のような 1 回限り
の行事ではなく、来年 1 年を掛けて一人一人この教会の信仰を振り返り刷新していきたいと考えております。
私たちにとって恵みの年、住吉教会の聖年の年にしたいと考えています。審議事項になりますがその為に皆
さんに何かいいアイディアがあれば自由に討議してゆきたいと思っております。

議題：
Ⅰ 今後の日程確認
・11 月 27 日（日） 池長大司教小教区司牧訪問
ミサの後聖堂で大司教様のお話。その後ホールにて全員で大司教様とお茶と歓談。
・11 月 30 日（水） 星光ビル管理による全館清掃。 床ワックス掛け
・12 月 3 日（土） 炊き出し（住吉担当）
・12 月 4 日（日） 待降節黙想会 指導司祭：昌川信雄神父
・12 月 16 日（金） 神戸市民クリスマス
メイン会場・日本基督教団神戸教会 ・キャロリング・祈りと祝福のとき
・12 月 18 日（日） 大掃除 10 時 30 分～、 小教区評議会
・12 月 24 日（土） 主の降誕夜半のミサ
・12 月 25 日（日） 主の降誕日中のミサ
・ 1 月 1 日（日） 新年のミサ
・ 1 月 8 日（日） 成人式

12 時～

19 時～
9 時 30 分

0 時～深夜ミサ、 11 時～神の母聖マリアのミサ

4 名予定

Ⅱ 審議事項
① セニョール・デ・ロス・ミラグロスを振り返って


C 氏が 10/16 セニョール・ロス・ミラグロスのお礼と詳細報告あり。



踊りをするホールのスペースをもっと広くしてほしい。（事前に打合せの要あり）



Kh 実行委員長より来年は門のところの警備員を（ペルー側）増やす必要がある。



ミサは聖堂の中にてあずかるようペルー人を誘導する。ホールに座る人が多い。



後片づけを全員が揃ってできた事はよかった。



当日のミサに日本人が尐なかった。大切な主日のミサなので平常通り来てほしい（赤波江神父様）

② バザーの報告


Kb 委員長よりご協力御礼と次回バザーにおける反省とお願い。
外付けキッチンの流し台を設置 ・ガス窯を新しく１台購入 ・テントを購入希望
バザー収益金は「大阪教会管区大船渡プロジェクト」と仙台教区に送る。(承認)

③

日本 26 聖人・聖パウロ三木列聖 150 周年（2012 年）の取り組み


2011 年 10 月度小教区評議会で提案、承認、決定事項
-2-



2012 年度住吉教会（26 聖人列聖 150 周年、記念行事）実行案
 日本 26 聖人記念教会堂アンケートへの回答（京都・キリスト教資料館宛）
 記念行事実施の趣旨、具体的顕彰案 等
 12/18（次回評議会）迄に考えておく。この一年を聖パウロ三木祈念の年とする

④ 教皇様も第 2 バチカン公会議 50 周年にあたり、2012 年 10 月から 1 年間を信仰の年と宣言するとして
おられる。我々もこれに応えていきたい。
⑤ 共同墓地について

Ⅲ 各チーム長報告、提案


HP 委員長（Kw）

 HP の司祭からのメッセージと神父様の写真を新しく書き換えます。
 ミラグロス・七五三のビデオを載せました。
 ホームページ委員（入力チーム）を 1 名増やしました。Kn さん。


青少年チーム（Hb）

 11/6 六甲学院でスポーツ大会があり中央・住吉・大阪の方の中高生や大人の人達と
バスケットの楽しい交流をしました。


神戸地区評議会報告（Kt）

 ブロックの見直しとあり方について


典礼チーム（Ng）

 12/4 昌川神父様黙想会 ゆるしの秘跡があるかどうか （後日確認）
 クリスマスの飾りつけの協力願い。（12 月）
 1/8 成人式 4 名の予定。葉書案内する。


レジオ（Yt）

 11/6 祈年祭 39 名出席


教会学校（Kb）

 12/17 教会学校クリスマス聖劇

Ⅳ その他
ホームページと月報の利用アンケートをとってみる案など。

終わりの祈り： 赤波江神父様
以上

お知らせ
1. 12 月 3 日（土 ）炊き出し（住吉担当）
年末・年始の越冬炊き出し（東遊園地）
もともにご協力下さい。
2. 12 月 8 日（木）10:30～ 茶話会
どなたでもふるってご参加下さい。楽しい一時です。
3. 12 月 24 日（土）19:00～
4.

主の降誕 夜半ミサ パーティーあります

1 月 1 日（日）0:00 新年ミサ
11:00 神の母聖マリア 主日ミサ
以上
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