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住吉教会 2013 年度テーマ
「殉教者の霊性を生きる」
―信仰刷新の年―

「あなたがたに平和があるように」
―

ヨハネ 20 章 19 節

―

赤波江

豊

神父

ご復活おめでとうございます。特に今年は新しくアルゼンチン出身のフランシスコ教皇様
が誕生されたのでご復活の喜びもひとしおです。新教皇様は深い霊性と控えめな人柄また清
貧な生活で知られ、まさに柔和と清貧を愛したアシジのフランシスコを思わせるような方で
す。3 月 24 日号のカトリック新聞の一面に掲載された教皇様のお顔がまるで神を感じさせ
るような優しさで非常に感動しました。復活のイエス様もきっと穏やかで静かな表情だった
のでしょう。あのむごたらしい受難がまるで嘘であったかのように、復活したイエス様は静
かに弟子たちに現れました。弟子たちはイエス様を探さなかったのに、イエス様の方が弟子
たちに会いに来てくれました。弟子たちはイエス様を見捨てて逃げてしまったのに、イエス
様の方が弟子たちを愛して信じて会いに来てくれたのです。そして復活したイエス様の一番
素晴らしい点はご自分を見捨てて苦しめた人たちを誰をも裁かなかったことです。不信と不
安に苦しむ弟子たちに現れた時の第一声は「あなたがたに平和があるように」でした。もし
復活したイエス様がご自分を苦しめたり裏切ったりした人たちを罰したり、復讐したりした
ならキリスト教は決して生まれなかったでしょう。フランシスコ教皇様の優しい表情と雰囲
気そのものが、受難の時の弟子たちのように神を忘れ不信に陥っている私たちを慰めるため
自ら人間に近づく神を感じさせ、様々な問題に囲まれて不安に苦しむ私たちに「あなたがた
に平和があるように」というイエス様の言葉を伝えているかのようです。
フランシスコ教皇様の誕生と共に、教会も新しい時代を迎えました。確かに教会内には
様々な困難の問題もありますが、それ以上に教会はそれを乗り越える救いと恵みに満ちあふ
れているということを新教皇様と共に証ししていきましょう。

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。
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神に感謝

(赤波江

豊神父)

議長退任のあいさつ
評議会議長代行の期間と合わせて約１年半議長を務めさせていただきましたが、
３月３１日を以って退任することになりました。始めは私のようなものが議長職を
やって行けるのかと不安でしたが、赤波江神父様、評議会評議員の皆様、そして信
徒の皆様に支えられ何とかここまで務めることが出来ました。
ただ、しようとして出来なかったこともありましたが、反省と感謝のうちに議長
としての役目を終わらせていただきます。有難うございました。
３月３日の小教区評議会で２０１３年度の役員選挙が行われ、４月１日から議長
に氏家友三さんが就任されます。
４月７日に小教区総会を開催し、その時に新しい役員と変更のあったチームのチ
ーム長を皆さんにご紹介したいと思います。
教皇フランシスコ様が新しく就任されました。住吉教会も４月から氏家議長を中
心とした新しい体制のもとで活動をしますが、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。
２０１３年３月３１日
カトリック住吉教会

小教区評議会議長
滝川

晃

東日本大震災復興支援募金のご報告とお礼
東日本大震災復興支援募金にミサゴの収益金を加えて 3 月２５日に
大阪教会管区大船渡プロジェクト宛て送金しました。
皆様のご協力有難うございました。
住吉教会小教区評議会
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2013 年 3 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・山本助祭
他評議会メンバー
議決権者１９名中１５名出席→評議会及び役員選挙成立
はじめの祈り： 赤波江神父
山本助祭よりご挨拶：
これから叙階に向けて準備してゆきますが今まで、みなさまのご声援とお祈りのおかげで迎えられることに感謝
しております。ありがとうございました。
1． 日時： 2013 年 3 月 3 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
3 月 14 日（木） 茶話会 10:30
3 月１７日（日） 大掃除

（3/24→ 3/17 山本司祭祝賀会の為変更）

3 月 20 日（水、祝） 14:00 山本司祭、トゥアン助祭 叙階式

大阪カテドラル （マイクロバスを準備）

3 月 24 日（日） 受難の主日（枝の主日） 山本司祭初ミサ・祝賀会
3 月 27 日（水） 11:00 聖香油ミサ 大阪カテドラル オマリー神父金祝
3 月 28 日（木） 聖木曜日 19:00 主の晩餐の夕べのミサ （山本神父）
3 月 29 日（金） 聖金曜日 19:00 主の受難の祭儀

（山本神父）

3 月 30 日（土） 聖土曜日 19:00 復活の聖なる徹夜祭 ・洗礼式 １～2 名予定（赤波江神父）
3 月 31 日（日） 復活の主日 9:30 ミサ

初聖体

（赤波江神父）

4 月 6 日（土） 炊き出し
4 月 7 日（日） ミサの後 小教区総会

総会の後 小教区評議会

4 月 13 日（土） 神戸バイブルハウス創立１０周年記念式典

募金 と 祝金 → 承認

4 月 14 日（日） ミサの後 オマリー神父様金祝のお祝い会

14:00 東ブロック会（六甲教会）

Ⅱ 審議事項
1. 2013 年度役員選挙
 過程
2/10 役員選挙の一般公示

2/17 立候補者の受付〆切日

3/3 評議会で選挙(投票)の後即一般公示

 立候補者
議長

TU

副議長 AT

副議長 MN

副議長 YN

書記 TU

 投票開始： 11:25
選挙管理人（投票用紙配布・集計）： HM・NU
開票： 11:30 任命者である赤波江神父を除く議決権者 14 名全員一致で信任された。
2. 住吉教会小教区総会（信徒総会）4/7 の予定。新役員紹介
3. 山本助祭（司祭叙階）、トゥアン助祭候補者（助祭叙階）、ハイ助祭候補者（助祭叙階）、オマリー神父
金祝のお祝金として下記の通り承認された。
・山本助祭（司祭叙階）へのお祝いに花束贈呈 3/20

カリス・ お祝い金 3/24

・トゥアン助祭候補者（助祭叙階）へのお祝いに黒のスーツ・お祝い金・花束贈呈 3/20
・ハイ助祭候補者（助祭叙階）へのお祝いに黒のスーツ ・お祝い金・花束贈呈 3/20
・オマリー神父金祝のお祝い金 ・花束贈呈 （住吉教会での祝賀会にて） 4/14
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4. 東ブロック合同堅信式
5/12 六甲教会 10:30 ～
住吉教会 7 名予定

リハーサル日（5/5 14：00）

・侍者服： 各教会で準備

駐車は各教会 1 台のみ可

・チボリウム（六甲教会準備）

 住吉教会から
・典礼奉仕者： 大人１名
・侍者： 中学生 2 名

・第一朗読： 1 名（受堅者）

共同祈願： 1 名（代父母）

・奉納行列： 2 名 （堅信者）

・司教への御礼（教区献金）： 各教会

・受堅者へ記念品： コムニタス壁掛け

4/14 堅信式の準備メンバーのミーティング（六甲教会）
5. その他
赤波江神父：
現在ミサの中での共同祈願のとき３つの祈りを唱えているが少し長いので月の第１～第４・第５日曜日に分散
して祈ってはどうか。また平日の金曜日に「病人のための祈り」をしているのでそれも含めたいと思う。→承認
例： 第１日曜日→ 二十六聖人殉教者への祈り

第２日曜日→東日本大震災の復興を願う祈り

第３日曜日→ 司祭召命を求める祈り

第４日曜日→病人のための祈り

第５日曜日→ 東日本大震災の復興を願う祈り
Ⅲ 各チーム長報告、提案
財務委員長（Tk・Kh）： 前回の評議会で議決された今後の住吉教会施設維持の為に
「積立金 教会建設維持管理費」というタイトルで封筒を作った。４月から皆さんに積立をお願いする。
教会学校（MU）:： 3/2(土) 保久良山に遠足に行きました。

3/16(土) 卒業式、修了式。

書記（Uz）： ホームページの書記と合わせて 4 年間いろいろとありがとうございました。
養成チーム（Kb）： 2/2 ﾘﾌﾚｯｼｭｺｰｽがあった。4/29(月)に神戸中央教会で補講がある。
「復興のかけはし」から今年も夏休みに参加者があれば昨年同様に住吉教会の和室を使わせてほしい
という申し出があった。
社活チーム（Kj）： 新しいチーム長に TI さんが選任されました。
青少年チーム（Hb）： 2/9～2/11 ネットワークミーティングが無事終了しました。ご協力ありがとうございました。
本日反省会も含め記事を書くつもりです。
3/12～カンボジアの JLMM のプログラムに参加。記事やビデオと写真などもまとめて住吉教会の為に頑張っ
てきます。参加者は神父様を含め７名です。
※ 住吉教会の青少年育成費から一部補助することとする。 → 承認
Kt 副議長： 2 年間いろいろとありがとうございました。
司牧チーム（Yu）： 教会行事の案内状を出すにあたり各地区代表者にその地区の人だけの名簿を持つことを許
可して頂きたい。但し各地区長に１冊のみでコピーは厳禁。 →承認
ＨＰ委員会（Kw）： ホームページ委員長として４年間続けてきましたが現実的に間に合わないので後任が出来る
までもう少し続けさせていただきます。（ホームページのニュースから４件を紹介）
園長代理（Tk）： 3/16 卒園式

3/19 修了式

4/10 始園式

4/11 入園式

以前話をしていた桜の木の伐採は 4 月に入ってからの予定。（日取りは未定）
Kd 顧問： 源平桃の剪定は花が咲いてからが良いということだった。
 典礼から： オルガンの修理見積書が来ている。
メンテナンス代、
終わりの祈り：

部品交換あれば別途費用

山本助祭
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承認

教会施設維持管理費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年補修費用として一定額を想定し
ていました。
また、築１０年補修だけではなく、その後のメンテナンスのために資金を蓄え
ておく必要があります。
現在住吉教会は財政的には特に問題なく運営されてはいますが、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、今のうちに将来にわたる広範な補修の為の教会
施設維持管理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. 教会施設維持管理費募集
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. １か月当たりの金額：特に定めません。ご自由に決めて頂いて結構です。
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
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）

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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