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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―

津和野の殉教者
赤波江

豊

神父

信仰年も始まりました。教会の信仰はいつの時代でも多くの殉教者その他の聖人によって
証しされます。その中でも純粋な子どもによって証しされた信仰は大きな感動を示すもので
す。日本の教会は多くの殉教者によって築かれましたが、その中でも津和野の少年殉教者、
祐次郎の姿は特に感動的です。明治の初年浦上四番崩れと言われる迫害によって長崎の浦上
から島根県の津和野に流刑された祐次郎とその一家は、キリスト教を捨てるようにとあらゆ
る拷問を受けました。特にひ弱だった祐次郎は役人たちから残酷に扱われました。寒い冬の
ただ中裸にされて木に縛られ、氷の張った池に放り込まれ、棒でたたかれその苦しみが絶頂
に達して、背教をそそのかす役人たちにいよいよ屈服しそうになった時、窓辺で子雀に餌を
与えている親雀の姿が目に入りました。祐次郎はその時一羽の鳥でさえ養ってくださる父な
る神の愛（マタイ 6 章 26 節）を見たのです。祐次郎は拷問のため息を引き取る直前、姉の
マツにこう語りました。「雀でさえ親は子をあんげんかわいがり守っておる。のう姉。おら
キリシタンよ、天主様の子よ。目には見えなんばってん、天主様が、おらばかわいがって、
守ってくださると、はっきりわかってきたとたい」と。このように祐次郎は殉教者として美
しい魂を神のもとに帰したのでした。私はいつか必ず祐次郎が殉教者として列聖されること
を信じています。
祐次郎の命日は 11 月 26 日です。

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 10 月度 カトリック住吉教会評議会議事録
１．日時： 2012 年 10 月 13 日（土）14:00～16:00
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
はじめの祈り： 赤波江神父
信仰年を迎えるにあたりこの一年を、教皇様の意向に従い第二バチカン公会議が打ち出した信仰の刷新と 50 年の日本
の福音宣教の歩みを確認し、推進する年にしようと考えています。主の祈り
１０月に入りました。今年の１０月はいろいろな意味で大切な月です。信仰年の開始そして各小教区での沢山の行事が
めじろ押しで行われます。今年はバザーが１１月に延期になりましたが来週はミラグロスもあります。決してペルー人だけの
行事でなく、私達もまた同じカトリックのキリスト教者としてペルーの人の信仰の精神を共有しながら歩んでいきたいと思い
ます。
議題：
Ⅰ 今後の日程確認
・１０月１４日（日） 信仰年開始ミサ １４：００～ 大阪カテドラル
・１０月２０日（土） 西舞鶴教会、東舞鶴教会が巡礼訪問予定 １０：００～１１：２０ →お茶の用意をする。
・１０月２１日（日） セニョール・デ・ロス・ミラグロス
・１０月２７日（土） 神戸バイブルハウス友の会企画 大塚美術館へのバス旅行
・１１月 ４日（日） 祈念祭

神戸地区宣教司牧評議会 １４：００～たかとり教会

・１１月 ８日（木） 茶話会 （変更）→

バザー前の準備の為お休み

・１１月１０日（土） 小教区評議会 （11/18 に変更）
・１１月１１日（日） 東日本大震災復興支援バザー
・１１月１４日（水） 司祭修道者の集い

14 名

住吉教会 →昼食の用意をする。

・１１月１８日（日） 七五三の祝福 （ミサの中で） １１：００～小教区評議会
Ⅱ 審議事項
1. セニョール・デ・ロス・ミラグロス
・9:30 聖歌練習

・ミサ開始 10:00

当日は聖行列が行われるため、車の乗り入れは出来ないので門の所に案内係を配置し、車で来た人のた
めに近辺のコインパーキングを載せた地図を配ることにする。
2. バザーのこと
Kb バザー委員長報告：
今年は従来のバザーと趣を少し変えて新らたに外部（インド・ペルーの方）からの模擬店を試みに増やし、花鉢コ
ーナーもあるので近隣の方たちにも参加して頂いて大いに楽しんでいただこうと思う。
２０１２年度 住吉教会バザー （詳細報告・提案）
開催日時：１１月１１日（日）9：30～ごミサ～11:00【模擬店オープン】～14:00
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 各コーナー・責任者（敬称略）
＊手芸 （NM）

＊雑貨 （MH）

＊ホーリーコーナー

＊リサイクル （HN）

＊インド雑貨（S）

＊鉢植え （ST）

 食品・・チケット売り
＊カレー（AS）・・・タイカレー（80 食）

ビーフカレー（60 食） 各 300 円

＊おでん（KT）・・60 食 300 円
＊あんかけ焼きそば（MU）・・60 食 300 円

≪グリドル (鉄板ガス器具) 購入予定・・・ 承認≫

＊巻きずし（YI）・・・150 食（市販品）
＊白玉ぜんざい（YK）・・70 食 300 円
＊ペルー料理（GC）・・・・・・50 食 500 円
 食品・・現金売り
＊喫茶（MN）・・ケーキは信徒に依頼する。コーヒー・紅茶・ジュース
教会学校の子供たちでわなげのコーナー
＊焼き鳥（HT）・・幼稚園園庭
＊サモサ（インド料理）
 受付・会計
会場・→案内人（５名位予定）近所の挨拶周り・駐車場使用禁止等 昨年と同じような形で進める。
 救護（HT、TO）
 放送（SK）
 幼稚園に使用許可のお願い
１階の保育室・園庭・トイレ
備品など詳しくは別途使用許可書願いを提出する。
 前日 10 日(土）会場設営準備
 手芸・雑貨・ホーリーコーナーを幼稚園 1 階教室

リサイクルコーナーを 2 階和室にする予定

あんかけ焼きそばコーナー ・焼き鳥→ 西側園庭

その他例年通り予定

別紙詳細

 会議室 1・2 をオープンにして食堂としてテーブル・椅子を並べる。14 時～準備
・ 出会いの広場にテーブル・椅子を並べ食事スペースとして利用。
・ テーブルが足りないので購入を検討する。
 前売り券の発売予定日

10/28(日) 11/4(日)

・ 神父様からの提案： 御言葉を書いたのぼりを作ってはどうか。

3. 二十六聖人列聖１５０年記念植樹 椿について
RK： 椿の見積報告（六亀造園）
タマノウラ（ツバキ） H 1.5m 位

1本

石組み

一式

コンクリート撤去、処分

一式

椿の丈を植樹にふさわしい１ｍの高さに注文した。（値段は変わらない）
 12 月 2 日の植樹記念のプレートをつける。 12/3 は溝部司教様の洗礼名祝日 ≪ザビエル≫お祝いの言葉を。
 黙想会の形を変えてみてはどうか。例えば講話・ミサ・ゆるしの秘跡・植樹の順番など。（司教様の意向を伺う）
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4. バリアフリー対策
ある信徒からの庇設置ならびにバリアフリーの提案があった。教区方針と評議会の審議結果を文書で回答した。
Kd 顧問より：
・ 提案に対し「パウロ三木ホールから出会いの広場へのドアの一ヶ所を観音開きのドアに付け替える。また観音開きのドア
部分の屋根に庇を取り付ける」方針を回答した。しかしその後の検討で「庇を取り付けることは無理がある」ことがわかった
ので庇の取付はしないことにする。この旨再回答予定。観音開き工事は実施する予定。
・ 現在の玄関出入り口のところと風除室南側の入口ドアのところにバリアフリー（スロープ）を検討している
Ⅲ 各チーム長報告、提案
赤波江神父：
 来年 3 月に山本助祭が司祭に叙階される。私たちの家族として皆で支えあって何か大きなお祝いを考えて見てはど
うか。司祭にとってみんなに支えられているという意識は大きな生きがいになるので今から形として考えておいていただけ
たらと思っている。また来年はカテドラル献堂の 50 周年の節目になって私たちにとっても大きなお祝いの行事の年にな
ると思う。
 10/11 信仰年の開始になって教区の方から典礼の式次第を送ってきた。10/14 の小教区のミサでもこれを使ってもよ
いということで、信仰宣言はコンスタンチノープル信条を使う。また、共同祈願文は七つに絞り唱えることにする。
 来年 5 月の第 2 か第 3 日曜日に予定している堅信式の準備もそろそろ考えておいてください。3 名の予定。
M 園長： 先日 AED の設置の為の研修を職員一同が受けたので幼稚園連盟から補助金が出るようになった。これによっ
て業者（ＡＬＳＯＫ）から機械を設置した。以前は幼児対応と申し上げたが、差し込み一つで大人も対応できると聞
いた。その施設に貼るステッカーと設置場所に貼るステッカーが 2 枚きている。今幼稚園としてその準備を進めている
ということをご報告致します。
営繕(RK)： KT さんと Kh さんがベンチの塗り替え作業をする予定である。その他椅子の汚れをふき取る作業をしたが今
後も引き続きご協力ください。
司牧（HY）： 11 月 4 日祈念祭の式次第を作る予定である。また当日の聖歌も決めたいと思っている。
まだ未定だが司牧チームと宣教チーム（HT）とで講演会(講師：HT 先生)をしたいと考えている。年内か年明けになる
か わかりませんが「終末医療と死について」をテーマにしてはどうかと話しをしているところである。
赤波江神父： 11 月 4 日午後からの神戸地区合同慰霊祭に今年 6 月に亡くなられた信者さん(2 名)の遺骨を住吉教会側と
して埋葬したいと思っておりますので皆さんよろしくお願いいたします。
Kd 顧問(養成コース)： 11 月 17 日に第 2 回 集会祭儀司式者養成コースが六甲教会（住吉教会に変更）で行われる。
溝部司教様のお話と聖体コース講習と午後から山本助祭の講話がある。
2013 年 2 月 2 日のリフレッシュコースは全員出席するようになっています。
財務(T)： 2012 年度中間決算報告

経常会計は黒字だった。

終りの祈り： 赤波江神父

以上
次回評議会は 11 月 18 日(日) １１：００～です。
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雑貨・リサイクル・鉢植え
手芸・インド雑貨

とき

ホ－リ－コ－ナ－

11 月 11 日（日）
９時３０分ミサ～
11 時～14 時まで

ばしょ

字
カトリック住吉教会
住吉宮町２丁目 18-23

15:00

ぜんざい・巻きずし
あんかけ焼きそば
焼き鳥・タイカレペル－料理・おでん
サモサ・ビーフカレ－
喫茶・わなげコ－ナ-

お友達お誘い合わせの上
お越しください。

駐車場はありませんのでお車での
ご来場はご遠慮ください。
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