月報 （風）
2012 年 12 月号

カトリック住吉教会
Sumiyoshi Catholic Church
Iglesia Católica de Sumiyoshi

〒658-0053 神戸市東灘区住吉宮町2-18-23

TEL 078-851-2756 FAX 078-842-3380
http://www.sumiyoshi.catholic.ne.jp
発行責任者
編

集

赤波江 豊神父
コンスルタ神父
評議会・広報チーム

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―

ナ タ ラ
赤波江 豊 神父
今年は日本で 463 回目のクリスマスが行われます。どこからこの数字が出てきたかと言い
ますと、ザビエルが日本に来たのは 1549 年 8 月 15 日で、その年ザビエルは日本で最初のク
リスマスを祝ったことでしょう。それから今年は 463 年目にあたります。従って今年は日本
で 463 回目のクリスマスということになるわけです。
キリシタン時代クリスマスはナタラと言われ（ちなみにイタリア語ではクリスマスのこと
を現在でもナターレと言います）盛大に祝われていました。宣教師フロイスは「告白し、聖
体拝領するために、八里ないし十里の遠方から来ることもいとわず、籠や馬に乗って運ばれ
ることもできたのに、一同は信心から徒歩でやってきたのである」とキリシタンの信仰を称
賛しています。
また聖劇がとても盛んでした。宣教師たちも聖劇を通して信仰を大いに鼓舞しました。
1560 年大分で最初の聖劇が行われました。内容はアダムとエヴァの物語、ソロモン王と二
人の母親の赤ん坊裁判、天使の出現と幼子イエスの礼拝、最後に神の審判で劇は締めくくら
れました。驚くことに全て日本語で歌われ、謡曲、舞曲、古浄瑠璃風、グレゴリオ聖歌も歌
われていたようです。
また当時はキリシタンが多く、戦乱になると、キリシタン同士敵味方に分かれなければな
らないこともしばしばありました。そんな中でクリスマスを迎えた記録が残されています。
永禄十一年（1566 年）織田信長と松永久秀が堺で陣を敷き、両軍にらみあっていたとき
のことです。宣教師フロイスはナタラの前夜、両軍のキリシタン武士、兵士に呼びかけて彼
らを招きました。イエス誕生の絵を飾り、集まったキリシタンたちは告解をし、ミサにあず
かりました。武士たちは各自料理を持参し、食卓を共にしました。武士たちにお供したその
息子たちが給仕をしました。
「互いに敵対する軍勢から来ていたにもかかわらず、あたかも同一の国守の家臣であるか
のように、互いに大いなる愛情と礼節をもって応接した」とフロイスは書き残しています。
彼らはひととき共に神のことを語り歌い、やがて東西へと分かれて行ったのでした。
「クリスマスおめでとう」（ドン・ボスコ社）より抜粋

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。
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（赤波江神父）

2012 年 11 月度 カトリック住吉教会評議会議事録
１．日

時： 2012 年 11 月 18 日（日）11:00～13:30

２．場

所： 住吉教会第２会議室
出席者： 赤波江神父・他評議会メンバー15 名

はじめの祈り： 赤波江神父
皆さんのご協力でバザーも無事終わりありがとうございました。お天気が心配でしたがあいにく雨だったけれども結果的に
沢山の人が集まって下さり良い一日を過ごすことが出来ました。
昨日は養成講座で溝部司教様がおいでになりましたが 2 週間後は待降節の黙想会で来ていただくことになっております。
12 月 2 日住吉教会から神戸中央教会に行く予定です。信仰年の間丁度パウロ三木を思いながら、殉教者の霊性と
いうテーマをもとに信仰の刷新をはかっていっております。住吉教会もいい雰囲気で歩んでおりますがこの雰囲気を盛り
上げながら育んでゆきたいと思います。ご協力をよろしくお願いします。
待降節が終わりましたらすぐ四旬節です。今から四旬節の黙想会も考えながらゆきたいと思います。
３．議題：
Ⅰ今後の日程確認
・１１月２３日（金） 垂水教会創立７０周年記念式典

Tk、Kt 出席

・１１月２８日（水） 星光ビル管理㈱による全館清掃。２５日にゴーヤネットの取り外し予定。
・１２月 ２日（日） 待降節 黙想会（溝部司教指導）
・１２月 ８日（土） 小教区評議会 １４：００～ →１６日（日）１１：００～に変更
１２月から第 3 日曜日に変更
・１２月１３日（木） 茶話会 １０：３０～
・１２月１４日（金） 神戸市民クリスマス 神戸中央教会他
・１２月２２日（土） 炊き出し
・１２月２３日（日） 大掃除
・１２月２４日（月） 主の降誕 夜半のミサ １９：００～
・１２月２５日（火） 主の降誕 日中のミサ ９：３０～
・ １月 １日（火） 新年のミサ

０時～深夜ミサ、 １１時～神の母聖マリア

・ １月 ６日（日） 神戸地区宣教司牧評議会 １４：００～ 垂水教会
・ １月１０日（木） 茶話会 １０：３０～
・ １月１２日（土） 小教区評議会 １４：００～
Ⅱ 審議事項
1. バザーの報告
Kb バザー委員長：
今年は新しいコーナーも何店か増えたが何の問題もなく雨の中無事に終えることが出来た。
教会学校、中高生会と他の皆様方のご協力に心より感謝している。
25 日（日）に反省会をして来年に向けてより良きものにしていけたらと思っている。
収益に関する詳細は財務チーム長から後日報告。収益金は来年度にかかってくる法人税分を差し引いた
残りを大阪教会管区大船渡プロジェクトに送る。
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2. 黙想会、記念植樹
溝部司教様は 12/1 に来訪し住吉教会に宿泊。
黙想会予定： 9:00～9:30 ゆるしの秘跡
9:30～10:10 講話

10 分間休憩

10:20～11:00 講話

11:10 ミサ開始
12:00～記念植樹
赤波江神父様より四旬節黙想会の指導司祭の候補に川邨神父様の提案があり承認された。
3. 神戸市民クリスマス
12/14（主会場：神戸中央教会) 協賛金承認。
ほっとタイム用のケーキ 6 本＋αの提供と、手伝い 5 名の協力を依頼されているのでパウロ三木ホールに
紙を貼り出し公募する。
4. バリアフリー対策
南側（園庭側）は以前使っていたものを使う。
正面玄関は両扉を開けて使用出来るスロープを検討している。
5. 園庭の桜の木
園庭の桜の木を伐採することについて教会側の意向を確認したい旨申し出が幼稚園からあったので検討の
結果、教会として伐採することに異存はないと幼稚園に伝えることになった。
Ⅲ 各チーム長報告、提案
議長： 年末援助支援金について
・２～３募金依頼が来ているので 12 月の評議会までに検討したい。年末になるとたくさん募金依頼
が来るので予算枠の中でもう一度選択を見直しする。
・神戸地区宣教司牧評議会の交通費について：
住吉教会としては請求のあった方には出すということで議長と Kt さんに一任する。
教会学校（MU）： 11/24 にクリスマス会の練習をする。
教会学校は 12/15(土)終業式とクリスマス会をする。
12/2(日)に青年学生チームにクリスマスの飾りつけをして貰う。古いツリーは処分したので
新しいのを買いたいと思う。
青年学生（Hb）： 個人として 12/1～2 松浦悟朗司教様の「平和についての集い」に参加。12/14 の神戸市民
クリスマスに神戸中央教会の「青年の集い」に呼ばれているので行く予定である。
中高生会の方は 24 日勉強会を兼ねてお泊り会をする。
施設管理（RK）： 今後キッチンにガスオーブンがあるとケーキを焼いたりするのに便利と思うので購入の方向で検討
をお願いしたいと思う。
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養成（Kb）： 12/17(土)養成コースがあった。講師は溝部司教様で講話とミサがあり午後から山本助祭のお話が
あった。住吉から 10 名、地区全体で 64 名の参加があり大変好評だった。リフレッシュコースは来
年 2/2 神戸中央教会であるので集会祭儀司式者の方はぜひ参加してほしい。
広報（Im）： 大阪教区高山右近列福運動推進委員会からの「高山右近の生涯」ヨハネス・ラウレス著を現代
語訳作成プロジェクトから協力を依頼されていた。広報で作業し打ち直して教区に送った。
社会活動（Kj）： 12/1（土）13:00～ チャリティーコンサートが神戸中央教会である。住吉教会は案内係を担当
する。
典礼（Ng）： ・ 1/13（日）成人式があるが滝川さんからのリストによる案内葉書と応募用紙に申込みの両
方で対象者を募る。
・ 12 月の例会は 12/4（第一火曜日）に行う。
司牧（Yu）： 11/4(日)祈年祭をした。11/20(火)に司牧チーム例会を行う。
宣教（Tj）： 司牧チームと共同で「生と死を考える」会を四旬節までに（2 月 3 日か 10 日頃）する予定である。終
末医療を皆さんがどう考えているかということも含めて話し合いたいと思う。
ＨＰ委員会（Kw）： 最近のニュースとしてセニョール・デ・ロス・ミラグロス、祈年祭、バザー、コーナン神父様来訪、
聖体コース講習会での溝部司教様のお話し等掲載している。セニョール・デ・ロス・ミラグロスと
溝部司教様のお話しはビデオとＣＤ（一部追加予定）を用意している。
RK： 先日司祭評議会でシスターから社活の帽子ボランティアで大変感謝された。
財務（Tk）： 12 月に予算編成作業にかかるので、12 月の評議会までに各チームで 2013 年度の活動計画
と予算申請額を検討していただき、活動計画表と予算申請額計算書を記入の上 12 月の
小教区評議会までに提出してほしい。
Ⅳ その他
来春 3 月山本助祭の司祭叙階へのお祝い記念品贈呈については赤波江神父様に一任し早めに注文して
頂く。年が明けてから信徒へ募金の協力を呼びかける。
終りの祈り： 赤波江神父
次の小教区評議会は 12 月 16 日（日）です。
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ご報告と御礼
１１月１１日に行われたバザーの収益から
１１月２６日にカトリック大阪教会管区の大船渡プロジェクトあてに
送金しましたのでご報告します。皆様のご協力に感謝します。

お知らせ
１．１２月１３日（木）茶話会

会費：３００円

いろいろなお話をしたり、ビデオを鑑賞したり、みんなで歌を歌ったり、神父様
も一緒にお昼ご飯を食べたりしながら楽しいひと時を過します。何時に来られても
何時に帰られても自由ですのでどなたでもお気軽に覗いてみてください。

２．１２月２２日（土）
３．１２月２４日（月）
４．１２月２５日（火）
５． １月 １日（火）

炊き出し
１９：００
９：３０
０：００
１１：００

主の降誕夜半のミサ
主の降誕日中のミサ
深夜ミサ 神の母聖マリア
神の母聖マリア、世界平和の日

社会活動チームよりお知らせ
・年末年始越冬炊き出しが１２月２７日（木）～１月５日（土）東遊園地であります。
ご協力下さい。
・大阪教区シナピス難民委員会からの依頼で未使用のテレホンカードを集めています。

お家で眠っているテレホンカードがありましたらご寄付ください。玄関入り口に箱
を置きますのでよろしくお願いします。
✰議長からひとこと
今年４月に議長代行から正式に議長に就任してここまで、トゥアン神学生の送別会、
シリロ神父様の送別会、マン枢機卿様の来訪、ベロー神父様の送別会、京都へのバス
による巡礼旅行、ふっこうのかけ橋プロジェクトへの参加など例年にはなかったいろ
いろなことが次から次へと続きましたが、赤波江神父様、評議会評議員の皆様、信徒
の皆様に支えられ何とか無事に成し遂げることが出来ました。皆様に感謝とお礼を申
しあげます。
私たちが神様からいただいたそれぞれのタレントを分かち合って、住吉教会を楽しく
明るいものに作り上げることが出来ますようにこれからもよろしくお願いします。
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