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ゆく半年、来る半年         

阿倍野・田辺・平野教会  司祭  豊田貴範  

 

早いか遅いか、感じ方はそれぞれですが、2018 年も半年が過ぎました。教会の典

礼歴では、聖霊降臨以降、年間を祝います。この年間は、キリストの神秘全体を追

憶します（典礼暦年と典礼暦に関する一般原則 43）。年間という時節は、宣教へと

派遣されている教会共同体の使命、キリストの生涯を記念し、生きることではないで

しょうか。 

聖アウグスティヌスは、年間の過ごし方について復活祭を中心とした考え方を示し

てくれています。「復活祭前の季節は、現世でわたしたちが忍んでいる艱難
かんなん

を表しま

すが、今わたしたちが祝っている復活祭後の季節は、わたしたちが後に受ける至福

を表します。したがって、復活祭前の祝いによって表されることは、わたしたちの今の

状態でもありますが、復活祭後に祝われることによって、わたしたちがまだ獲得して

いない状態を表しています。そのために、復活祭前の季節を断食と嘆願のうちに過

ごしますが、復活祭後の季節は断食をやめて賛美のうちに過ごします」（『毎日の読

書』第三巻、復活節第五土曜日より）。 

 神に賛美と感謝を捧げることがミサの目的と言えます。そしてミサから派遣された

人は、生活の中で神に賛美と感謝を祈り続けるように招かれています。しかし、教会

から出ると、途端に日々の忙しさに目がとられて、神を完全に忘れてしまっていた経

験があるでしょうか。何の告白かはわかりませんが、わたし自身は、神を忘れている、

祈りが足りない自分を毎日のように発見します。 

勉強しなさいと言われて勉強する人はいるのでしょうか。祈りなさいと言われて祈
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る人はいるのでしょうか。聖書を読んだ方が良いとはわかっていても、読む人は…。

神を必要としているかは、まったくあなた自身の問題です。  

神に信頼することは、絶えず、自分の至らなさを自覚する回心と共にあります。神

から頂いた恵みにも人は鈍感です。あなたの髪の毛の数すら知っておられる神は、

あなたが神に祈った、思い出した一分一秒をも確かにご存知であられることでしょう。

2018 年の残りの半年が、神の招きに応えた実り豊かなものとなりますように。  

 

お泊まり会感想  

 

5月 12〜13日、田辺教会でお泊まり会がありました。阿倍野教会からは、11人の

小学生と 8 人のリーダーが参加しました。 

教会の母マリアさまのお話を聞いて、ロザリオを作りました。いつも賑やかな子ども

たちが、ファチマの聖母のお話を、静かに聞いていたのが印象的でした。寝る前には

ロザリオのお祈りをみんなでしました。                              子ども会  

 

ロザリオを作って綺麗にできました。自分で作ったロザリオでお祈りの仕方を教えて

もらいました。みんなでクローバー拾いして楽しかったです。            岩坂唯那  

 

大好きなお風呂屋さんにみんなで行って楽しかったです。 

ロザリオも上手に出来て嬉しかったです。母の日に自分で書いたお手紙をママに喜

んでもらって嬉しかったです！                                きたむらゆうあ 

 

はじめてロザリオをつくりました。ビーズにいとをいれるのがたのしかったです。  

おふろにはいりました。ピリピリするおふろがありました。ねぶくろでねました。ありがと

うございました。                                             こうのれいな 

 

わたしは、今回のおとまりかいで、やったことがないことや、まだ知らなかったことをチ

ャレンジしたり学ぶことができたと思います。 

とくに、ロザリオの意味や、おいのりのやりかたなど、さらにロザリオを作ることができ

たのでとってもうれしかったです。少しむずかしかったけど、とてもきれいなロザリオが
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できました。これからも大切に使っていきたいと思いました。  

次のおとまりかいでもやったことがないことなど、またちがうことについて学ぶことがで

きたらうれしいなと思います。                                    河野佑奈  

 

わたしは、今回のおとまり会で、はじめてロザリオ作りをしました。  

いつも見ている、ロザリオを作ることができると聞いてとてもわくわくしていました。  

少しむずかしかったけれど、ビーズを通したりして楽しかったです。とてもきれいなロザ

リオができてよかったです。また、ロザリオ作りをしたいです。            河野里奈  

 

はじめてのがっしゅくだったのですこしさびしかったです。 

でもロザリオつくりがたのしかったし、カレーもおいしかったです。         今西陽真  

 

みんなでロザリオをつくれてたのしかったです。 

あたらしいともだちがたくさんできて、うれしいです。                 今西ののか 

 

新しい友達が出来て嬉しかったです。 

ロザリオ作りも楽しかったし、友達と過ごす夜が特に楽しかったです。    今西のえる 

 

土日に田なべ教会へおとまりに行きました。 

外であそんだり温泉へ入って楽しかったです。                      松尾佳奈  

 

☆ あちらの教会でもお元気で ☆ 

アグネス 堀部  実結  さま 京都教区河原町教会へ 

ジョルジオ 池田  光夢  さま 横浜教区山手教会へ 

 

☆ ようこそ阿倍野教会へ ☆ 

ヴィンセンシオ・ア・パウロ 杉村  次郎  さま Ｃグループ 

 

☆ 天国での再会を願って ☆ 

モニカ 野口  千代子  さま 5/5 帰天  
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福島復興支援報告  

 

皆様いつも震災復興支援募金にご協力いただきありがとうございます。5/13 の募

金額は下表の通りです。今回は福島県会津若松の復興住宅 40 世帯に海苔セット

を送りました。復興住宅に移られて 2 年が経過し徐々に新しい生活に慣れてきてお

られるようです。故郷の大熊町には今も放射線量が高く行けない状況ですが、原発

事故によって故郷から離れて暮らす人々と共に過ごされています。心豊かに暮らせ

る事を祈りながら共に歩んでまいりましょう。  

 

福島復興支援募金状況  

収入  支出  

前回繰越金   32,919 円  海苔セット    40 個            35,748 円  

今回の募金  20,323 円  次回への繰越金  17,494 円  

合計  53,242 円  合計  53,242 円  

 

社会活動委員会  

 

大阪大司教区再宣教 150 周年のお知らせ 

 

今年は再宣教 150 年に当たります。記念ミサが次のように行われます。  

●日時：2018 年 6 月 17 日（日）14 時から 

●場所：大阪カテドラル聖マリア大聖堂  

大阪教区では、この再宣教 150 周年にちなみ、16 の教会を訪れる巡礼を企画し

ています。その１つに阿倍野教会が選ばれました。巡礼用のしるしと案内のチラシを

用意しました。 

16教会のうち、12教会を訪れて記念のしるしを巡礼手帳に押された方には、記念

品が贈呈されます。 

17 日にカテドラルでの記念ミサに与った人には、玉造教会のしるしがいただけま

す。 

※巡礼指定 16 教会：（兵庫県）姫路・明石・神戸中央・三田・夙川  （大阪府）豊中・高槻・  

香里・大阪梅田・玉造・阿倍野・堺・岸和田  （和歌山県）屋形町・紀伊田辺・新宮  
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5 月の評議会より 

 

報告事項  

① ブロック会議でブロックの活動状況について話し合いました。平和旬間行事は小

教区単位で実施します。また、ブロック合同黙想会は取りやめます。  

② 南地区社会活動委員会で、憲法勉強会が実施されました。 

③ 会計監査が滞りなく実施されました。 

④ 献金箱の設置を検討中です。 

⑤ 典礼の聖書朗読では「御子」を「おんこ」と読み替えることになりました。  

⑥ 5/21 が「教会の母聖マリア」の記念日として制定されました。 

⑦ 5/12 ブロック子ども会のお泊まり会が行われます。 

⑧ 5/20 草取りを実施します。 

⑨ スチール物置の屋根補修を検討しています。郵便受けを補修しました。  

⑩ ホールの照明を LED 化しました 

⑪ 正平協から憲法講演録が発行されています。活用を模索します。  

⑫ ミサ依頼のルールを定めました。ミサ依頼は 9:45 までとします。 

討議事項  

① 阿倍野教会が再宣教 150 周年巡礼指定教会となりました。準備が必要です。 

② ナンバーディスプレイ・留守番電話について検討しています。  

③ 松崎町西 3･4 丁目町会より災害時等緊急時教会使用許可のお願いがありまし

た 

④ 今年度のあべのフェスタ委員長は原口幸大さんです。 

⑤ 教会使用グループの審議を行いました。申請のあったグループを許可します。  

⑥ 教会テーマについて考えてみる機会をもちました。 

⑦ 委員会業務のマニュアル整備が必要だと考えています。 

⑧ 下足化について議論を再開しました。 

評議会  
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        ６月の予定 

キリスト教講座   
実施日  時間  内容  場所  

火曜日  14:00～15:30 聖書講座  田辺  

木曜日  10:00～11:00 聖書講座  阿倍野  

木曜日  19:00～20:30 聖書講座  平野  

土曜日  14:00～15:30 入門講座  阿倍野  

日曜日  9:00～9:45 「聖書と典礼」による学び 阿倍野  

日曜日  11:30～12:30 マザーテレサの言葉を味わう 阿倍野  

 

朝の祈り 主日ミサ前「教会の祈り」を行います。 

おにぎり作り 火曜日 14：00 

 

日付  ミサ 行事等  掃除  

6 月  3 日  （日） キリストの聖体  あべのだより 6 月号発行      

評議会 12:30~ 

  

 6 日  （水）  大阪南朝祷会  10:00~  

 9 日  （土）   ② 

 10 日  （日） 年間第 10 主日  結婚準備セミナー① 14:00~  

 16 日  （土）  結婚式  12:30~ ③ 

 17 日  （日） 年間第 11 主日  

中国語ミサ 14:00 

結婚準備セミナー② 14:00~  

 24 日  （日） 洗礼者ヨハネの誕生  結婚準備セミナー③ 14:00~ 

聖ペトロ使徒座への献金  

④ 

7 月  1 日  （日） 年間第 13 主日  

 

あべのだより 7 月号発行      

評議会  12:30~ 

結婚準備セミナー④ 14:00~ 

⑤ 

 

 


