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神戸地区宣教司牧評議会 2011 年度テーマ 

教派を越えたつながりの中で、 

谷間におかれた人々の心を生きる 

 
モニカの最期 

 赤波江 豊 神父 

11 月は教会では死者の月、諸聖人の月です。この月特に身近で亡くなられた方のために

お祈りしましょう。教会では伝統的にミサの中で亡くなられた人たちのために祈ってきまし

た。いつ頃からこのような習慣が生まれたか定かではありませんが、初代教会の頃には既に

あったと思われます。 

モニカはあの大聖人アウグスチヌスの母ですが、アウグスチヌスは若い頃当時流行したマ

ニ教に走ったり、どこかの女性と同棲したりして道をふみはずしていました。母モニカはこ

の息子を回心させようと涙ながらに祈り、あらゆる手を尽くしました。そして相談に行った

タガステの町の司教から「涙の子は滅びません」と言われた通り、ついにアウグスチヌスは

回心して洗礼を受け、一緒に故郷の北アフリカの町タガステへ帰ろうとした矢先、モニカは

イタリアのオスチアという港町で亡くなってしまいました。その臨終の床でアウグスチヌス

を始め周囲の人たちが、モニカが亡くなったらどこに葬ろうかという相談をしていたところ、

それを耳にしたモニカはアウグスチヌスに「私はどこに葬られてもかまいません。でもあな

たがいつか主の祭壇に立つとき私のことを思い出してください」と語りました。そのとき彼

はまだ司祭ではありませんでしたが、母は自分の息子がいつか司祭となることを予告して

「あなたがいつか主の祭壇に立つとき（ミサをささげるという意味）私のことを思い出して

ください」と語ったのでした。 

社会でも一般には亡くなられた方のためにはお墓とか遺影とか形見などがあります。でも

いずれにしても大切なのは亡くなられた方を思い出すということです。そして特に私たちに

とって思い出す場、亡くなられた方との出会いの場はミサを始めとする祈りでなければなら

ないのです。亡くなられた方だけではなく、日頃で会うことのできない方、そして日頃顔は

見ていても親しく語ることのできないお互いにとって真の出会いの場は祈りなのです。 

お互い祈りの中で出会いましょう。 

 

 

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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2011 年 10 月度 カトリック住吉教会評議会議事録 

 

日 時： 2011 年 10 月 9 日(日） 11:00 ～ 13:00 

場 所： 第 2 会議室 

出席者： 赤波江神父・他評議会メンバー16名 特別参加： 神戸中央教会 F議長 

 

はじめの祈り： 赤波江神父 

10 月に入りました。10 月は聖母月ロザリオ月です。聖母マリアが私たちの歩みを導いて下さいますように、そ

してまたこの集いの上に聖霊の働きを願いましょう。 

私たちが間もなく大きな行事を控えています。私たちが心を一つにしてこの大きな行事を実りあるものとしま

すように典礼聖歌の「あなたの息を送ってください、すべてが新たになるように」答唱句を 2 回捧げましょう。 

 

お祈りの中でも言いましたように来週ミラグロスのお祝いがあります。そして第 5 日曜日にはバザーが控え

ています。この大きな行事を心一つにして迎えてくれる実りあるものにしたいと思っております。また先日池長

大司教様から連絡がありまして 11月 27日（第 4日曜日）に小教区を訪問して信者さんと分かち合いをしたい

と言う話がありましたのでこれも大きな行事になるかと思います。 

昔はそれぞれの小教区に行かれて堅信式をしていましたので定期的に司教様とお会いする機会がありま

したが最近堅信式は合同でしますので、その代り其々の小教区を訪問して信者さんといろいろ分かち合いを

することをご希望です。私たちも大司教様をお迎えして日頃の意見交換をしたいと思っております。 

 

議題： 

Ⅰ 今後の日程確認          

 １０月１３日（木） 10:30 茶話会 

 １０月１６日（日） 10:00～ 15:00 セニョール・デ・ロス・ミラグロス 

 ミサ（バイリンガル）・聖行列・パーティ 

 前日( 10/15) SP ミサなし → 夕方 4 時から台所の準備にかかる。 

 典礼（N）：入祭・奉納・拝領・信仰宣言・主の祈り (スクリーンに SP・JP歌詞を映す)   

 その他（K顧問）： 前年度同様に準備・警備・園庭使用等に係る注意事項（別紙） 

 会場整備責任者：Kh・Kn・Tg・Tn・Hb（駐車禁止の為近辺 P地図配布） 

 後片付けは 15 時以降から。 

 １０月３０日（日） 9:30 ミサ後バザー 

 Kb バザー委員長報告（詳細別紙） 

食券は前売り券と当日券を半々にする。コロッケ（販売店より購入）・うどんは初試み。 

会計：Kh   会場準備・警備：Kn   焼き鳥（Tj）：中高生(Hb)も協力 

放送関係： Kw 

 幼稚園保育室開錠・マイク手配（松谷園長）： 10:30 

 園庭整備の心得 

 １１月 ５日（土） 炊き出し 

 １１月 ６日（日） 祈念祭、 神戸地区宣教評議会（神戸中央教会） 

追悼のミサ後参列者の皆様の茶話会があります。（B地区担当） 
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午後 2 時からひよどり（赤波江神父）・舞子地区で慰霊祭があります。 

 １１月１０日（木） 茶話会 

 １１月１３日（日） 七五三の祝福      〆切 10/30 

 １２月 ３日（土） 炊き出し 

 １２月 ４日（日）待降節黙想会 昌川神父 

 １２月１６日（金） 神戸市民クリスマス 

 １２月２４日（土） 主の降誕夜半のミサ 

 １２月２５日（日） 主の降誕日中のミサ 

 １月 １日（日） 新年のミサ ０時～の深夜ミサ、 １１時～神の母聖マリアのミサ 

 神戸中央教会 F 議長よりご報告： 

 10 月号の「つながり」に載っておりますが来年の東ブロック大会で諏訪大司教様のミサと歓迎会を三教

会（神戸中央・六甲・住吉）の三役で予定していましたが諏訪司教様に日程をお伺いしましたところ、東

ブロック大会とは主旨がちがうので来年 5～6 月頃別の日に気楽にミサをたてることにしたいということで

す。 

ということでご了解を得ましたので三教会合同でするか土日あるいは連休をを利用するかなどは未定で

すがミサの後、激励のパーティを中央教会が主になって段取りを致すことになりました。また三教会で日

程の繰り合わせの話し合いをして決めたいと思っておりますのでご協力よろしくお願いいたします。 

 秋の遠足のお知らせ 

日程： 11 月 3 日（祝日）    

場所： 西宮トラピスト修道院 ・フルーツフラワーパーク（昼食にバーベキュー予定） 

会費： 大人￥4,500.-     小中高生： ￥2,500.- 

締切 10/23 迄    問合せ：神戸中央教会婦人部 Kz さん迄 

 共同司牧ですので是非ご参加ください。 

 

Ⅱ 審議事項 

① コピー機の入れ替え 

来年 8 月迄の契約を解約して機種を入れ替える提案。 承認。 

年間使用料 安くなる。   カラーコピーが安くなる。 

②  会計用パソコン導入   承認。 

初期設定に費用がかかる。 

③  プロジェクター掲載のルール 

スクリーンのお知らせは各々が金曜日午前中迄に Tg さんにメールし、Tg さんがまとめられて Kw さんに

土曜日午後 3 時までに送る。 

④ 来年度バザーの為に外に「流し場」の新規設置が必要。 
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Ⅲ 各チーム長報告、提案 

 Kd顧問 

来年は殉教者 26 聖人の列聖 150 周年記念にあたり、各 26 聖人の教会にアンケートが来ている。 

住吉教会として内容を吟味して提出したい（資料の検索）    承認。 

スタッフ： Kd・Tg・Tn・Tk・Hs  

 松谷園長 

保育室増築の中止の報告。 

 青少年（Hb） 

夏キャンプ報告。実費精算の結果予算より経費が安くあがり残金が出たので年末の行事に使いたい。  

承認。 

 感謝献金について 

ミサ献金・堂内献金・感謝献金の別封筒の提案 

 時報の部数を 20 部増やしてほしい。 

 

Ⅳ その他 

 

終わりの祈り：  赤波江神父 

次回評議会は 11 月 20 日です。   

以上 

お知らせ 
1. 炊き出し（住吉担当）  11月 5日（土） 

11 月 5日（土）は住吉教会が担当の炊き出しです。 

いつもご協力頂いているメンバーとともに、新しい方もぜひご参加下さい。 

お手伝いして下さる方は玄関の掲示板の所にお名前をご記入ください。 

 

2. 祈念祭 11月 6日（日） 9:30 主日ミサ～ 

  11 月は死者の月です。 

  11 月 6 日は主日ミサの中で全ての死者のために祈りが捧げられます。 

  ミサに続いて、住吉教会の祈念堂（納骨堂）に眠られる方々のために祈年祭が 

  行われともに祈りをささげます。 

  祈年祭のあと参列された方々と茶話会が開かれます。 

  皆様もご参加下さい。 

 

3. 神戸地区 舞子墓園 ・ ひよどり墓園 墓参 11月 6日（日） 

神戸地区では神戸のカトリック墓園に眠られる方々のために、舞子墓園、 

ひよどり墓園の墓参があります。赤波江神父様は舞子墓園に参加されます。 

ご関係者はご参加下さい。 
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4. 六甲教会バザー 11月 6 日（日） 10:00～14:00 

  六甲教会のバザーが、9:00 の主日ミサに続いて開催されます。 

  例年通りいろいろな催しがあります。 

  住吉の皆様もぜひご参加下さい。 

5. 茶話会 11月 10 日（木）10:30～ 

いろいろなお話やビデオ鑑賞、みんなで歌をうたったり、神父様も一緒にお昼ご飯を食べながら楽しいひ

と時を過します。時間は何時から入ってもいいし、何時出てもかまいません。みんなの都合のよい時間で

いいのです。一度ご参加下さい。あらゆる年齢層の方歓迎です。 

  

6. 池長 潤大司教 住吉小教区訪問 11月 27日（日） 9:30～ 

池長大司教様の小教区訪問の知らせがありました。評議会議事録の中の赤波江神父様の 

お話にもありますように、大司教様には神戸地区大会とか東ブロック合同堅信式の時のような大きな  

行事の時しかお会いする機会がありません。このたびは久しぶりの住吉小教区訪問となりますので、みん

なでお迎えし、ミサの後、信徒全員で親しくお話させて頂きたいと思います。 

 

7. 感謝献金について  

赤波江神父様から巻頭言とともに感謝献金についてのお話がありました。 

住吉教会には昔から、洗礼や初聖体などいろいろなお恵みを頂いたときに、感謝の気持ちを捧げる 

「感謝献金」の慣わしがあります。皆様も心にかけて頂きたいと思います。よろしくお願いします。   

チラシなどを置いているケースの上部に教会維持費の封筒などといっしょに感謝献金の封筒も置いています

のでそれをお使い下さい。ミサの中でまわってくる献金籠にお入れ下さって結構です。 

神に感謝。   （評議会財務チーム）  

 

8. テゼの祈り  11月 25日（金） カトリック六甲教会 19：00～20：30 

「被災地にとどけ、こころの歌声」 

   ～テゼの祈りを神戸から～ 

    メッセージ 

「神戸に住む者として、現在の被災地、東北のために 何かをせずにいられない」 

そんな思いを共にする私たちが一同に会し、東日本大震災被災地の方々のために 

祈りを捧げる集いを行います。 

教派の壁を越えて兄弟姉妹が一つの場所に集い、心を合わせて祈りの歌声を響かせるとき、 

神様は必ず私たちの願いを聞き入れてくださるでしょう。 

という方もぜひご参加下さい。 

主催/「被災地にとどけ、心の歌声」実行委員会 

後援／カトリック大阪大司教区神戸地区、日本聖公会神戸教区、神戸バイブル・ハウス  等 

特別ゲスト・ブラザー・ギラン（テゼ共同体アジア地区担当者） 

参加費・ 無料（但し堂内献金有り） 

 

9. 神戸バイブル・ハウス 

①  ふれあいバザー  11 月 19 日（土） 11:00～15:00 於神戸バイブル・ハウス 

②  クリスマスランチョン 12 月 3 日（土） 11:00～15:00 於神戸バイブル・ハウス                                                                  

以上 

 


