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住吉教会 2014 年度テーマ
「殉教者の霊性を生きる」
―信仰刷新の年―

クリスマスの光と影
赤波江

豊

神父

クリスマスそして新年明けましておめでとうございます。住吉教会の祭壇前の馬小屋では毎年そ
の年に生まれた子供の写真を飾って幼子イエスの祝福を祈っています。子供の誕生は親にとって最
上の喜びです。ベツレヘムの馬小屋でイエスが誕生した時、世の親たちと同じようにマリアとヨセ
フもその誕生を誰よりも喜んだことでしょう。おまけに羊飼いや天使、東の国から博士たちまでも
会いに来てくれた。貧しいけれどこれから親子三人幸せに暮らしていける。マリアとヨセフはこれ
からの慎ましやかな人生を夢見ていました。しかしその一家に暗雲が立ちこめてきます。ヘロデ王
が新しい救い主の誕生を妬んで命をねらっていました。天使のお告げにより一家は命からがらエジ
プトへ避難して危うく難を逃れました。しかし悲劇はこれからだったのです。ヘロデ王がベツレヘ
ム周辺にいた 2 歳以下の男の子たちを皆殺しにしてしまったのです。
（マタイ 2 章 13 節～18 節参照）
イエスのために最初に命をささげたのは罪もない小さな子供たちだったのです。教会の典礼でクリ
スマス後の 12 月 28 日がこの幼子殉教者の祝日です。
イエスは宣教生活の間このような幼子に深い愛を示し、幼子のようにならなければ神の国に入る
ことはできないと断言されました。
（マルコ 10 章～16 節参照）どうしてイエスはこのように幼子を
愛したのでしょうか。それは単に幼子は可愛い、罪がないという理由だけではなく、ナザレの村で
の 30 年にわたる生活の間マリアとヨセフからきっと聞かされたであろうあのこと、
「おまえが生ま
れたとき私たちはとても嬉しかった。でもその後大変なことが起こったのだよ。おまえの代わりに
ベツレヘムの村周辺の 2 歳以下の男の子たちが皆殺されたのだよ」このことがイエスの心の中に生
涯あったからではないかと思います。自分のために罪もない子供たちが大勢殺された・・・少年時
代からこのことを思うたびにイエスの心は槍で貫かれる思いだったのでしょう。やがてその思いは
宣教生活の最終目的を形成したひとつの理由となって行ったのではないかと思います。
「大勢の罪も
ない子供たちが自分の身代わりとなって命をささげてくれた。今度は多くの人の罪を贖うために自
分が身代わりとなって命をささげなければならない」と。このようにしてイエスは自分が神から遣
わされた理由を次第に理解していったと思います。
こう思うとき、私たちは現代の幼子殉教者たちのことを決して忘れてはいけません。現在毎年世
界中で約 1 千万件の中絶手術が行われていると言われています。親の身勝手な理由により生まれる
はずの 1 千万人の子供たちの命が奪われています。この子供たちこそ現代の幼子殉教者です。今妊
娠の段階で胎児の状態がかなりの程度で分かるようになり、性別だけではなく障がいや病気のある
可能性まで分かるようになりました。その結果現在障がいや病気を持つ可能性のある胎児が中絶さ
れるケースが増えています。命は神からの無条件な賜物です。命を人間の側から選別してはいけま
せん。今年も多くの子供が誕生し多くの人に喜びをもたらしました。しかしその影で多くの命が犠
牲になっていることを忘れず、その子供たちが成長したとき今度は多くの人の幸せのために生涯を
ささげてほしいと願っています。
1 月 26 日（日）はカトリック児童福祉の日です。
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２０１３年１２月度カトリック住吉教会評議会議事録
1. 日時

2013年12月15日（日）11:10～14:20

2. 場所

住吉教会第２会議室

3. 内容
（１）始めの祈りとことば

赤波江神父

（２）議事
① 星の園幼稚園協議・連絡事項
12月20日（金）17:00 星の園幼稚園クリスマス会
1月 8日（水）始園日
植樹（造園業者）1月22日または1月28日に全園児が参加し、植樹予定。
白いモクレンの木を園庭に植樹予定。適切な植樹場所を選定中。
② 今後の日程確認： 追記（一部評議会後判明分を追記しています。）
12月24日（火）19:00主の降誕夜半のミサ、パーティ（担当C地区）
12月25日（水） 9:30主の降誕日中のミサ
1月 1日（水） 0:00, 11:00 新年ミサ
1月 5日（日） 9:30 ミサ（主の公現）
14:00 神戸地区宣教司牧評議会（明石教会）
1月12日（日） 9:30 ミサ（主の洗礼）、成人のお祝い
1月17日（金） 9:30 阪神淡路大震災19周年追悼ミサ
1月18日（土）14:00 教会学校始業式
1月19日（日） 9:30 ミサ、11:00 小教区評議会（年間活動計画、予算案等）
1月26日（日） 9:30 ミサ、17:00 新年会
3月 9日（日） 四旬節第一主日、四旬節黙想会（調整中）
③ 審議事項
ア. 特別審議事項：祈念堂（納骨堂）の今後について（大阪大司教区本部事務局 林管理課長に
ご来訪いただき、説明を受け、質疑応答、協議）
1. 教区納骨堂許可問題の経緯 以下4. まで詳細省略
5. 教区方針
（１） 教区としてコンプライアンスについて考え、「納骨堂問題は経過
期間が必要な重要問題と考えている。」が、当面の措置として、
「新規遺骨預かりは控えてほしいこと」「遺骨は遺族が持ち帰られるご遺骨以外は、
出来るだけ教区保有の納骨所を活用してほしい」との方針を示している。
（２） 教区保有納骨所のご案内
① 玉造： 1,100体の空きあり。小教区として大規模移動の場合、初期費用相談。
管理維持費は毎年3,000円（遺族負担）.
② 甲山： 教区合葬1,000から1,500体空きあり。小教区単位で大規模移動は相談。
合葬。１申込み５万円、氏名プレート１体２万円。
個人区画は西宮市民であること必要。
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③ 鵯越： とべら地区共同納骨所200体空き有り。１体３万円。
④ 舞子： １体３万円。合葬。
なお、墓地については諸費用等全く異なります。
6. 住吉教会祈念堂の今後について
12月15日、大阪教区林管理課長からご説明をいただき、担当司祭、評議会議長団、祈念堂管
理委員会の三者で、今後について協議を重ね、信徒の皆様、ご遺族の皆様へのお知らせ文書
発行や説明会を予定しております。日程、詳細については後日お知らせ申し上げます。
④ 報告事項：（一部協議、承認を含む）
ア. ジョージ神父様への支援募金： 送金済み（12月22日ミサお知らせ既報）
イ. 東日本大震災復興支援募金： 募金及びバザー収益金から大阪教会管区
大船渡プロジェクトへ送金済み。（12月22日ミサお知らせ既報）
ウ. 年末援助金：原案どおり承認。送金済み。（12月22日ミサお知らせ既報）
エ. 神戸地区合同小学生キャンプ： ８月７、８、９、１０日辺り。４月に募集要項。
オ. ミサの信仰宣言：信仰年閉幕し、二ケアから使徒信条に戻すが、時々二ケアも唱える。
カ. 成人お祝い６名分、承認。
キ. 新年会：１月26日（日）17:00から、18歳以上千円会費予定。
ク. 高山右近列福を祈る巡礼（能勢、高槻、昼食込み4,000円）：神戸地区 4月12日
次回評議会： １月19日（日）11:00
（３）終わりの祈り

赤波江神父
（文責 TU）

＊教会施設維持管理費の積立について
月報 2013 年５月号に書いてある要領で 2013 年４月から教会施設維持管理費の積立を始め、
2013 年１２月までに 83 名の方がご協力くださいました。
これからでも始めてくださる方はトレイに入っている専用の封筒を使って、教会維持費納入箱か
ミサの中で回ってくる献金籠にお入れ下さい。金額は特に決めませんが、無理しない程度に、出
来る時だけ入れていただいたら結構です。

お願い
現在病気や高齢のために教会に行くのが困難な方で聖体、病者の秘跡、
その他の祈りを必要とされる方はご遠慮なく直接赤波江神父まで、あるいは
レジオ・マリエその他の信者さんを通して赤波江神父までお申し出ください。
(赤波江 豊神父)
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お知らせと御礼
１２月１５日の評議会議決により２０１３年度の年末援助金を下記の通り送金
しましたので報告いたします。
記
ｴﾇ・ﾋﾟｰ・ｵｰ

ﾉｱ（東条湖の家）・・

＊円

エマウス友の会（暁光会 神戸）
大阪マック ・・・・・・・・・・

＊円
＊円

カトリック障害者連絡協議会・・・

＊円

カトリック社会活動神戸センター

＊円

釜ヶ崎キリスト教協友会・・・・・

＊円

K B H（神戸ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾊｳｽ）友の会・

＊円

こどもの里・・・・・・・・・・・

＊円

コムニタス

＊円

・・・・・・・・・・

シナピス（こども基金）
・・・・・

＊円

園田

トモミチ(ﾄﾞﾒｲﾝｻｰﾊﾞｰ）
・・・

＊円

旅路の里・・・・・・・・・・・・

＊円

出会いの家・・・・・・・・・・・

＊円

ふるさとの家・・・・・・・・・・

＊円

計

＊＊円

以上

１月２６日（日）

評議会

カトリック児童福祉の日献金

｢カトリック児童福祉の日｣は、子供たちが使徒職に目覚め、思いやりのある人間に成長するこ
とを願って制定されました。この日は子供たちが自分たちの幸せだけでなく世界中の子供たちの
幸せを願い､そのために祈り､犠牲や献金をささげます。毎日のおやつや買いたいものなどを我慢
してためた子供たち自身のお小遣いの中から献金することが勧められています。この日の献金は
大阪教区経由でローマ教皇庁に集められ、世界各地の恵まれない子供たちのために使われます。

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)

