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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―

三つの気
赤波江 豊 神父
私がかつて神学生の頃、神学院の宣教師の神父様から君たちは三つの「気」を」大切にし
てくださいと言われました。一つ目は「元気」
、二つ目は「根気」
、そして三つ目が・・・
「呑
気」でした。実に分かりやすいメッセージでした。私たちいつも元気に歩みましょう。でも
元気を出そうと思っても、そういつも元気でいられる訳でもありません。落ち込むこともあ
ります。そういうときは根気強くいきましょう。でも根気も出ないくらい落ち込んでしまう
こともあります。そういうときは呑気に行きましょう。
「明日がある」
「明日は今日よりいい
はずだ」これもまた信仰です。人類の歴史が始まって以来明日が訪れない日はありませんで
した。明日があるということは、どんなに失敗してもまた新しいチャンスが与えられるとい
うことです。ですから神を信じる者は呑気であることも必要なのです。ただしこれは「鈍感」
や「無関心」の意味ではありません。周囲の人の喜び悲しみには共感してください。苦しむ
人々に無関心でいることは許されません。でも人の思いに共感し、よりよく奉仕するために
も、自分が長い神の導きのもとに歩んでいることをいつも感じ続ける心が必要なのです。そ
ういう意味で神の導きを信じつづける「聖なる呑気さ」で今月も歩みましょう。

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。
(赤波江

豊神父)
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神に感謝

年末援助金の報告と御礼

12 月 16 日の評議会議決により 2012 年度の年末援助金を下記の通り送金
しましたので遅ればせながら報告いたします。
記

教会会計より

計 400,000 円 （詳細略）

なお、東日本大震災復興支援金としてバザーの収益金から 220,000 円を
11 月 26 日にカトリック大阪教会管区大船渡プロジェクトへ送金しましたことも
合わせて報告致します。皆様のご協力有難うございました。
住吉教会評議会

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）

2013 年 1 月度 カトリック住吉教会評議会議事録
出席者： 赤波江神父・評議会メンバー
はじめの祈り： 赤波江神父
1．日時：2013 年 1 月 20 日（日）11:15～13：35
2．場所：住吉教会第２会議室
3．議題：
Ⅰ 今後の日程確認
１月 27 日（日） 17:00 新年会
2 月 2 日（土） 炊き出し
2 月 2 日（土） 10:00 神戸地区養成委員会 リフレッシュコース 1/27 迄に申込み〆切 （神戸中央教会）
（対象者： 「司祭不在の主日に集会祭儀を司式する任命を受けている信徒」、
「聖体授与を伴う病者訪問の任命を受けている信徒」）
2 月 3 日（日） 聖パウロ三木のお祝い会 日本二十六聖人の映画上映、茶菓
2 月 9 日（土） 15:00～ ネットワークミーティング全国大会（大阪教区が当番）参加者 住吉教会来訪
2 月 10 日（日） 宣教チーム催事 “終末期について考える”をテーマにした話し合い
2 月 13 日（水） 19:00 灰の水曜日ミサ
2 月 14 日（木） 10:30 茶話会 → お休み
2 月 17 日（日）

9:30 四旬節黙想会 川邨裕明神父指導 （最初に講話 休憩後 11:00 ミサ）
14:00 東ブロック大会 （神戸中央教会）

3 月 2 日（土） 炊き出し
3 月 3 日（日） 11:00 小教区評議会。 2013 年度新役員選挙
14:00 神戸地区宣教司牧評議会 （六甲教会）
サンパウロ会 訪問販売 → 承認
Ⅱ 審議事項
1. 2013 年度活動計画（原案は別紙）
 役員会の直轄だったＨＰ委員会が広報チームの傘下となる。
 役員会の所に入っていた茶話会、ミサゴを宣教チームに入れる。
2. 2013 年度予算案（原案は別紙）→原案通り承認。
3. 大規模補修に備えての資金集め（原案は別紙）
 住吉教会長期メンテナンス計画立案（M 建設の立案に基づいた参考資料）に基づき築 10 年後補修費用を仮概算
し長期建設資金を信徒にお願いする案 → 承認
教会大規模補修特別献金として 4 月から開始する。名称を 2 月中旬までに決める。
 長期メンテナンスの建設会社については従来の建設会社のメンテナンス期限が終了していることがわかったので今後
は他の数社の見積りも取ってみてはどうかと思う。（参考意見：Kd）
4. 2013 年度役員改選について
選挙規定に基づき 2/10 役員選挙の一般公示→ 2/17 に立候補者の受付〆切、即候補者の公開→
3/3 評議会で選挙(投票）→ 司祭の承諾を得てから一般公示。
5. 住吉教会小教区総会（信徒総会）4/21 の予定。新役員紹介、会計報告、年間計画。
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6. 信仰年の取り組み
①住吉教会の信仰年の祈りのかたちとしてミサの一番初めに座ったまま “信仰年の祈りの栞” の期間に応じた
祈りを唱える。またその他小さな集まりの中でも唱える。
②信仰年の間、信仰宣言に使徒信条の代わりに ニケア・コンスタンチノープル信条を唱える。
③信仰年の歌「クレド・ドミネ」をミサの中で（拝領の時など）入れてゆく。
7. その他
山本助祭の司祭叙階が決まり次第お祝いを準備する。叙階が決まったら皆さんに議長がお知らせし献金をお願いする。
Ⅲ 各チーム長報告、提案
司牧（Yu）： 1/27 司牧会議をします。
神戸地区評（Km） ： 神戸地区評議会で去年の福島の「復興のかけ橋」の報告書が来ている。ご覧になりたい方は
申し出てください。今年も引き続き小規模だが同じ様に福島の家族を招待するかもしれません。
5/12 東ブロック合同堅信式が六甲教会である。
6/9 神戸地区大会が “しずかホール”（淡路市志筑）で開催されるが住吉教会からはバスで行く。
住吉教会は献金の集計を頼まれている。
典礼(Ng)： 27 日の集会祭儀の祈りの順番についての確認。 2/10 病者の塗油についての段取りの確認。
社活（Kj）： 今後の社会活動チームの役割と炊き出しや人手不足について困っている状況を報告。
青少年（Hb）： 「侍者錬成会」の名前が「青年と子供の錬成会」に変わった。
2/9 大阪教区主催の全国ネットワークミーティングにスタッフの一員として参加する。
3 月にカンボジアの教会訪問（大阪教区梅田松浦神父様企画）に行く予定である。
養成（Kb）：

2/2 リフレッシュコースが神戸中央教会であるが、27 日までに申し込みをして下さい。

営繕（Kh）：

・12/9 車いす用のスロープ完成。
・12/20 女子トイレ修理
・12/2 に植樹した椿の記念碑用の角材を準備。
・今年度掃除当番表を作成。8 名増員。

宣教（Tj）：

1/27 新年会がある。
2/10 「終末について語り合う会」を司牧チームと一緒に行なう。
「看取りの体験」をした皆さんから語り合いをしてもらえればと思っている。また好評であれば
・第 1 回 「看取りの体験を語り合う」
・第 2 回 「終末医療の現場からどういうことを考えられるか」
・第 3 回 「終末期の個人との係り方について」 のシリーズでやっていきたいと思っている。

終わりの祈り： 赤波江神父

（アヴェ・マリアの祈り、信仰年の祈り）
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住吉教会大規模補修資金の積み立てを始めます
―2013 年 4 月からー
1 月 20 日の評議会での決議に基づいて大規模補修資金の積み立てを４月から始めるこ
とになりました。
2006 年 6 月の献堂から早くも 6 年半が経過しました。一般的に建物は 10 年を目途に
大規模な補修（メンテナンス）を行います。
住吉教会では 2016 年頃に屋上防水工事、外壁の塗装工事、給湯器や空調機（GHP）
の交換などを行う予定です。
献堂当時の長期メンテナンス計画では築 10 年補修費用として約 26,000,000 円を想定
していました。
現在住吉教会は財政的には十分賄えますが、今後少子高齢化がますます加速していく
ことを考えますと将来の財政状況はだんだんと厳しくなっていくものと思いますので、
今のうちに大規模補修費用の積み立てを始めたいと思います。
今のところ費用見積もりなどはまだ出来ていませんが、資金作りには信徒一人ひとり
（子供たちも中学生・高校生・大学生も社会人も高齢者もみんな）がそれぞれの出来る
範囲の中で、それぞれの方法で苦しみと痛みを分かち合いながら

｢みんなで、主キリ

ストがともにおられるみんなの教会を守っていくのだ。｣ と力を合わせていくことが
大事なことだと思います。
記
1. 築 10 年大規模補修資金募集
2. 献金方法

原則として毎月、目的献金袋で献金
（教会維持費と同じように）

3. 一口の金額

小学生･･････････10 円

（月額） 中学生････････ 100 円
高校生････････

200 円

大学生････････

500 円

一

一人何口で
も結構です。

般････････ 1,000 円

一口当たりの金額はあくまでも標準ですので、ご協力頂けるならこの金額にこだわりません。

なお、この目的の為のご寄付や不定期的な献金もお受けします。
何かと出費がかさむところ恐縮ですが、いつまでも美しい教会を守る為に心を一つにし
て精一杯努力して進んで行こうではありませんか。
カトリック住吉教会 評議会
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