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住吉教会 2012 年度テーマ
「殉教者の霊性を生きる」
―信仰刷新の年―

明日がある
赤波江 豊 神父
数年前のリーマンショックから世界的な不況が続いていますが、今から 10 数年前も同じ
ような状況でした。株価は今より下がり、周りを見てもリストラの話しばかりで、ずいぶん
暗い雰囲気でした。そんなときある歌が流行りました。昔坂本九という歌手が歌った「明日
がある」（歌の正確なタイトルは定かではない）という歌をカンコーヒーのコマーシャルで
歌ったところ大ヒットし、商店街やスーパーに行くとよく流れてくるし、道では学校帰りの
子どもたちが歌っていました。とにかくどこへ行ってもこの歌が聞こえてきました。何か日
本中に希望を与えてくれるような歌でした。私もこの歌が好きになりました。「明日がある
さ、明日がある、若い僕には夢がある・・・」聞いていると私自身も何か希望やエネルギー
がわいてくるような歌で今でも好きです。過ぎた一日は決して戻ってきませんが、明日とい
う日は永遠に私たちを訪れてくれます。「明日がある」という言葉の意味は、今日どんなに
失敗しても、明日にはまた新しいチャンスが与えられるということです。今日の傷は明日自
らが癒してくれる、今日の涙は明日自らが拭ってくれる、明日は今日よりいいはずだ。これ
は私たちの信仰です。神を信じる者は明日の人にならなければなりません。復活したイエス
は天に昇った後弟子たちに聖霊を送りました。その時からあの弱かった弟子たちは全く新し
い力強い人となり、世界中に福音を宣べ伝えることができたのです。即ち聖霊降臨によって
弟子たちは明日を信じる希望の人となったのです。今でもイエスは天から私たちのために歌
ってくださっていることでしょう。
「明日があるさ、明日がある、若い僕には夢がある・・・
（夢に年齢差はありません）」と。
今年の聖霊降臨祭は 5 月 27 日です。

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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2012 年度カトリック住吉教会小教区総会議事録
日 時： 2012 年 4 月 22 日(日） 11:00 ～ 12:00
場 所： カトリック住吉教会聖堂


赤波江神父様より新旧議長の紹介

1. 議長交代挨拶
前議長

谷口健太 ⇒谷口前議長より退任の挨拶

新議長

滝川 晃

⇒滝川新議長挨拶

滝川議長の就任挨拶から
私は皆さんに迷惑をかけないように谷口議長の残りの任期である来年３月までという
ことで議長を引き受けさせていただきました。
議長就任にあたりまして一つだけ皆さんにお願いがあります。住吉教会では教会活動を
行っていく上でいろいろなチームがありますが、その中の「どれかのチームに入ってい
ただいて、そして一緒に活動していただきたい」という事です。たとえば私は困ってい
る人を助けたいという人は社会活動チーム、私は物を書くことが好きだという人は広報
チームにというように、私たちが神さまから頂いているタレントを生かして、資料の２
～３ページに載っている各チームの年間活動計画を参考にして どれかのチームに入っ
ていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
2. 議長より .評議会評議員（新旧）紹介
交代のあったチーム長は
教会学校代表
広報チーム長
施設管理チーム長
3. 小教区総会開催

司会 議長

＊議題
① 2011 年度決算報告
② 2012 年度予算説明
③ 2011 年度活動報告
「すみよし」誌に「教会日誌」として掲載済み
④ 2012 年度活動計画
配布資料による
⑤ 質疑応答、意見、要望


2006 年に新聖堂が献堂され 6 年になるがそれに伴い評議会と教区の協力により昨年改修工事
(外壁の塗替え、雨漏り修理等)をした。
長い目でみて修復にかなりの多額な金額が必要になってくると思うので施設維持管理の献金
を負担にならない程度に皆さんの自由意思による制度を作り、備えていけるよう検討しては
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どうか。


教会の施設管理として不便なところを改善して欲しい。
①一つは流しを作ってもらいたい。
②駐車場のつつじのあるところをもっと有効に使えるのではないか。
皆さんのアイディアをお願いしたい。



この教会にふさわしい十字架が欲しい。皆さんの考えをお聞きしたい。参考に賛否採決の結
果、会場にいる信徒の約７０％大多数が賛成。従って今後の検討課題とする。



年間予定表の変更。8/3～8/5 の教会学校サマーキャンプの会場の予約が取れなくてキャンセ
ル待ちになった。
夏休みに福島子供プロジェクトの親子が来るが、宿舎の部屋が足りない時は住吉教会の和室
を借りたいとの申し入れあり。



皆さんにチームに入ってもらう呼びかけをしたい。各チームの申込み表を作り書き込んでも
らってはどうか



各チームの体験をしてもらうのはどうか。



個人の事情もあるのでチームに拘束されないでお手伝い出来るよう臨機応変に呼びかけても
らえれば有難い。



原点に戻り、教会の為に自分の持っている力を一つでも出そうという思いが持てるように、
無理にではなく自然な気持ちで入っていけるようにしてはどうか。



昨年末のアンケートでチームの活動が分かりにくいという意見があり、ホームページ委員会
でも各チーム活動の様子を写真で分りやすくすることを考えている。チームのメンバーを集
めるためにも魅力的な写真をチーム紹介に載せ、イベントがあるときは知らせていただいて
ホームページに載せ、チームを充実する一つの手段として使ってほしい。



オブザーバーチームというのを作って取あえず入ってもらうのはどうか。



宣教チームは一人だけなので取りあえず表を作って書き込めるようにしてほしい。
バーベキューも宣教の一つと思ってしている。



チームに入るのに複数ある時は全部に名前を書いて、出来る時にしてもよいか。



複数はいるのは賛成。オブザーバー案もいいと思うのでともかくきっかけの入口を作る。早
速表を貼り出して募集するのがよいと思う。



他教会では男性も聖堂掃除や植栽に参加している姿を見るので住吉も人手が足りない地区が
あるので是非参加してもらいたい。

4. 赤波江神父様よりお言葉
ご存知のように今年住吉教会は「殉教者の霊性を生きる」と云うテーマで動き出しました。
今年はパウロ三木をはじめとする日本二十六聖人列聖 150 周年記念です。
例えば四旬節黙想会でもキリシタン関係の話を聞きましたし先日も思いもよらずベトナムの枢機卿もい
らしてくださいましたし、ベトナムも日本と同じように多くの殉教者を出されました。私達教会の重みを感
じると同時にまた住吉教会も歴史の一コマを担っているということを心得てくれたらと思います。
この教会も 1935 年の創立ですが 3 年後は創立 80 周年になります。3 年後というのは日本の教会にと
っても大きな区切りの時です。日本信徒発見 150 周年記念の年で大阪教区では 2015 年を目指して高
山右近の列福運動をすすめています。私たちも 3 年後の創立 80 周年に教会の歴史の小さな一コマを
担っているという意識を持って、先ほど十字架の話がでましたが 3 年後を目処に考えてもいいと思いま
す。
私たちは気がつかないうちに神様からいいものをいただいています。私たちが幸せそうに生きていれ
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ば自然に人が集まります。今社会でいろんな難しいことがありますが、だからこそ希望を与える意味に
おいても私たちが幸せであるよう神の言葉とご聖体でもって生きていきたいと思います。
議長より：
今年は聖パウロ三木の列聖 150 周年にあたり、巡礼の指定教会になると思います。したがって常に誰
か教会に居る状態にしたいので時間帯を区切って、ご都合つく方にお願いできたらと思います。また貼
り紙をしますのでご協力よろしくお願い致します。
5. 終わりの祈り
以上

2012 年 4 月度 カトリック住吉教会評議会議事録
日
場

時： 2012 年 4 月 14 日(土） 14:00 ～ 16:00
所： 第 2 会議室
出席者： 赤波江神父・他評議会メンバー 13 名

はじめの祈り： 赤波江神父

赤波江神父様のお話し：
復活祭も無事に終わりました。トゥアンさんも昨日布施のビアンネ館の方に帰られました。この
四月忙しいですね、復活祭が終わってシリロ神父さんの送別会、18 日はベトナムの枢機卿様が
いらっしゃいます。5 月 6 月もいろんな行事がひかえていますが心一つにして迎えたいと思いま
す。
この機会に私の方から「お知らせ」の意味、ありかたについて、いつか話したいと思っておりま
したのでこの場を借りてお話ししたいと思います。どこの教会でもミサの後「お知らせ」をしていま
す。そのことは大事なことです。でもどこの教会でも長い・・・・という話があります。ミサというのは
非日常の世界なのです。神の典礼の場、霊的な場そして神の恵みに満たされる場であって非日
常の世界なのです。行事のこと、バザーの事、コンサートの事などのお知らせがあんまり長いと
その非日常の霊的世界から無理に現実の世界に引き戻される感じが多くなっているんですね。
情報を伝えることは言うまでもなく大事なことで何か別の新しい方法、よりふさわしく典礼の場を
損なうことのない情報の伝え方をされたらよいと思います。
議題
Ⅰ今後の日程確認
 5 月 6 日（日） 神戸地区宣教司牧評議会 14:00～明石教会
 5 月 10 日（木） 茶話会 10:30～
 5 月 12 日（土） 小教区評議会 14:00～
 5 月 13 日（日） テレマン・アンサンブル バイブルハウス支援コンサート 15:00～神戸中央教会
 5 月 20 日（日） ベロー神父送別会 鈴蘭台教会
大阪教区国際協力の日 11:00～大阪カテドラル他
 6 月 8 日（金） 日本二十六聖人列聖１５０周年記念ミサ 15:00～河原町教会
 6 月 9 日（土） 京都方面へバスによる巡礼

-4-

 6 月 23 日（土） 14:00～ 小教区評議会
Ⅱ 審議事項
１ マン枢機卿様来訪 について赤波江神父様より説明がありました。
ベトナムには 800 万人の信徒がいます。マン枢機卿はベトナムを代表するカトリックの指導者で、5 年
前に枢機卿様は長崎の列福式の時に来られています。その時にベトナム人の共同体や教会を訪問され
たようですが日本人の教会を訪問されるのは今回が初めてのようなのです。ベトナムの教会の最高の指
導者が訪問されるというのは日本の教会とベトナムの教会の関係にもつながってきますので私達住吉教
会はみんなで温かくお迎えしたいと思います。訪問時間は短時間ですが十分な心からの歓迎をしたいと
思っております。
訪問される理由としてはトゥアンさんが 1 年間ここに生活したお礼と思います。去年 8 月にホーチミン教
区の神父さんがいらした時に私は個人的に祭服をことづけて枢機卿様にプレゼントしましたが大変喜ん
でくださったそうです。予定としては水曜日の午前中に玉造の司教館で池長大司教様とミーティング及び
会食→住吉教会を訪問（2 時間位）→たかとり教会で 19 時にベトナム人のミサをする。住吉教会では“聖
堂でお祈りの集いをしてその中でベトナムの教会のことや、日本の教会に対するメッセージ、また住吉教
会に対するメッセージなどを戴けたらありがたいです”と高山神父様にお電話で話しました。
歓迎準備として：（ベトナム来賓者 8 名予定）


評議会で住吉教会の公式行事とする。・・・・承認



詳細略

２ 日本二十六聖人列聖１５０年記念住吉教会行事委員会報告
4 月 1 日に第 1 回日本二十六聖人列聖１５０年記念住吉教会行事委員会開催。
メンバー： 赤波江神父様・役員５名・他 計 12 名、尚、委員長は議長が勤める。
① バスによる巡礼 (京都) ・・・・・ 既決
・責任者： Kd
・募集人数： 50 名

申し込み表を作り貼り出す。 ・〆切日： 5 月 13 日

・予定日： 6 月 9 日（土）

雨天決行

・出発時間： 8 時 30 分

・集合 及び 解散場所： 住吉教会

・帰着時間： 17 時 30 分～18 時 00 分頃の予定

 コース：フランシスコの家 → 二十六聖人のゆかりの場所散策 → 河原町教会 （小聖堂でミサ）
→ 信徒館で昼食 →西陣教会（二十六聖人長崎の道の巡礼第一番教会）→
太秦撮影所 見学 → 帰路
 貸し切りバス： 1 台
② 巡礼者向け冊子：近日中に広報 3 名で幾つかの候補を決める。
③ 今後の予定：講演会予定 検討中 （継続審議）
３ 小教区総会について
 赤波江神父様 より 議長交代の紹介
 新旧議長交代の挨拶
 新旧チーム長交代挨拶及び各チーム長の紹介
 ２０１１年度決算報告と２０１２年度予算説明（別紙参照）
 住吉年間活動計画
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Ⅲ 各チーム長報告、提案
Tg（財務）： ２０１１年度決算報告
松谷園長： 平成 24 年度教会借用予定表提出。今年もよろしくお願いいたします。
Ng(典礼)： 聖週間典礼の参加者：聖木曜日 68 名

聖金曜日 48 名

聖土曜日 100 名余り

ご復活

祭当日 220 名余り
Kr： 木曜日の仮祭壇について。
来年は会議室の仕切りを広げてもっと大勢入れるようにしてはどうか・・・・承認
Uz： 今年は秋のバザーに向けて流し場を増やせるよう予算を考えて欲しい。
Km： 神戸地区大会の実行委員を 2 名選出しなければならないのであともう 1 名選出して欲しい。
（イベントと典礼の 2 名）

来年は西ブロックが担当なのであまり忙しくないと思う。

Kj（社活）： 炊き出し等のボランティア保険について
お蔭さまで保険の掛け方を変えて安くあがりそうです。
Kb（養成）： 神戸地区養成の責任者は赤波江神父様です。
9/22(土） 基礎コース

11/１7(土）聖体コース奉仕者

10:00 ～ １6：00

Ng（教会学校）： 今年度からチーム長を Uj さんに代わりました。
福島の子供たちのプロジェクトは 8 月までなので続けて私がさせて頂きます。
人数が分からないけれど宿舎が 30 名までなので足りない時は住吉教会を使わせていただきたい
と思います。
Tk(広報）： シリロ神父様の色紙 4 枚とＤＶＤを明日の送別会の様子を入れて送ります。
チーム長の交代で Im さんに代わります。
Kd： 今日は（議決権保持者）の出席が１３名（2/3 以上）なので成立しております。
 施設管理の流しについては女性陣で最善の方法を考える。
 ベロー神父様の送別会について
DVD（旧聖堂お別れの時のミサ 8 分もの）をプレゼント。
鈴蘭教会では 5 分ものを上映してはどうか。
評議会議長と信徒の挨拶 2 名： Tj, Tk ・・・承認
参加希望者の募集をかける。表を作り貼る。（配車の為）
 茶話会 → 5 月留守をしますがよろしくお願いします。
 季刊誌「すみよし」を 100 部印刷して神父様の手紙を添えて信徒に郵送することで信徒の動静を
確認したい。何度か試みて住吉教会の在籍数や名簿整理に役立てたい。・・・承認
Tj(宣教）： メンバーを増やしたい。
4/22 小教区総会で各チーム長が呼びかけて募集するのはどうか。Kb 案・・・承認
Ⅳその他
終わりの祈り： 赤波江神父
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