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聞くことと話すこと 

阿倍野・田辺・平野教会  司祭  豊田  貴範  

 

「人は二つの耳と一つの口を持っている。神様に与えられた割合に基づいて耳と

口を使いなさい」という古いことわざがあるそうだ。自分を振り返ると、相手の話をど

こまで聞いているのかを考えさせられる。聖書は、神の似姿として創造された人間は、

まず聞くことから始まることを教えている。 

「聞け、イスラエルよ。我らの神、主は唯一の主である。あなたは心を尽くし、魂を

尽くし、力を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。今日わたしが命じるこれらの言葉

を心に留め、子供たちに繰り返し教え、家に座っているときも道を歩くときも、寝てい

るときも起きているときも、これを語り聞かせなさい」（申命記 6 章 4～7 節）。 

これは、教会の祈りの土曜日の寝る前の祈りで、毎週読まれる箇所にあたる。つ

まり、日曜日を迎える姿勢、ミサにおいて、みことばと聖体とを頂く前に、確認する姿

勢のように感じられるのだ。 

申命記は、耳が何のために用いられ、口が何のために用いられるのが良いかを教

えてくれている。また、説教を意味するホミリアも、交わり、意志交換から、会話、説

教へと転用されて使われるようになったと言われている。つまり、耳と口は、みことば

を受けた応答、神様との対話である祈りのために用いるように招かれていることがわ

かる。 

私たちの耳と口が、神のことばを受け止める良い耳、それを語り伝え、祈りを捧げ

る良い口の使い方をすることができますように。神様の前で沈黙し、新しいみことば

をいただくことができますように。 



 

 ２ ２ 

 

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。7 月下旬

に福島県会津若松の復興住宅 40 世帯に素麺 9 キロを送りました。8/25 に復興住

宅の皆さんと流し素麺を行うそうです。素麺で復興住宅に暮らす皆さんが集まる事

を嬉しく感じます。また、復興住宅の世話役の方より会津特産の桃をいただき、8/15

聖母被昇天のパーテ

ィーでおいしくいただき

ました。「流し素麺の

様子を写真で送りま

す」との事で後日報告

したいと思います。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。 

社会活動委員会  

 

 

 

あべのフェスタのご案内  

 

今年のあべのフェスタは 10 月 14 日（日）に開催いたします。今回フェスタのテーマ

は「教会においで」です。阿倍野教会に集る人を笑顔でお迎えし、皆で喜びを分かち

あえるように楽しみましょう。今回もビンゴゲームを行いますが、従来のビンゴカード

の販売が出来なくなったため、皆様から寄付を募り景品を用意することになりました。

そのため希望者に一人一枚ビンゴカードを無料で配布いたします。配布日は教会の

お知らせでご連絡いたします。又、フェスタ前日の 10/13（土）17：00 よりミサをしてい

ただけますので希望される方はお与り下さい。あべのフェスタは my 箸、my 皿を推奨

しています。ゴミの分別にご協力下さい。収益金は西日本豪雨災害被災者支援の

ために使います。あべのフェスタをみんなで盛り上げてまいりましょう。  

                                           フェスタ委員会  

 

福島復興支援募金状況  

収入  支出  

前回繰越金  37,743 円  素麺  9Ｋ+送料           21,384 円  

  繰越金  16,359 円  

合計  37,743 円  合計  37,743 円  
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子ども会のサマーキャンプ 

 

 

キャンプ、広島巡礼のための募金ありがとうございました。募金合計  85.460 円で

した。 

今年の広島巡礼は直前に起きた「平成 30 年 7 月豪雨」のため、直前まで行程の

変更があり大変でした。道路が寸断されているとのことで予定していたバスをキャン

セルしましたが、在来線も通じておらず、車 2 台での広島入りとなりました。仕事で途

中で出入りするリーダーは新幹線での移動が余儀なくされました。また、酷暑でした

が十分な水分補給や、食事もでき、無事乗り切ることができました。  ありがとうござ

いました。 

キャンプは 7 月 21～22 日に奈良県の「 黒滝森物語」に行きました。   

子供たちは川遊び、スイカ割りと楽しく過ごせました。暑い中のキャンプになりました

が、事故もなく無事行うことができました。ありがとうございました。  

                                       子ども会  

 

サマーキャンプに行って、川でおたまじゃくしをつかまえました。おたまじゃくしは、

にゅるにゅるしてて、つかまえにくかったです。 

つぎの日には、木でできたはしをわたったら川が見えました。川は、右からながれ

ていて、水はきれいでした。 

キャンプ場までは、とおかったけど、また行きたいです。 

松尾  佳奈  

 

キャンプの初めての川遊び  

わたしは、今回のキャンプで初めて川遊びをしました。川に入る前はちょっと  

こわかったけれど、だんだん楽しくなって、教会の友達と魚つかみをしたり、水の

かけ合いをしたりしました。他にも花火やすいか割りをして楽しかったです。  

またキャンプに行きたいです。 

河野里奈  

 



 

 ４ ４ 

 

きれいにわれたよスイカ  

わたしは、今回のキャンプで初めて出来てスッキリしたことがあります。それは  

スイカをわることが出来たことです。スイカをわった感じはあまりしませんでしたが、

みんなの「おぉー！！」という声を聞いてスイカをわることが出来たと分かったので、

出来た！！という気持ちと、スッキリした気持ちがまざって、とてもうれしくなりまし

た。ほかにも、川遊びや花火もいっぱいしました。次回のキャンプも、出来たこと

があればあるほど、楽しいキャンプになると思います。 

河野佑奈  

  

はなびたのしかったです。なんかさいしょはどきどきしたけど、あとからどんどん  

たのしくなってきました。かわあそびたのしかったです。カレーおいしかったです。  

リーダーのみなさんありがとうございました。 

こうの れいな 

きょうかいのみんなとならへきゃんぷへいって、すいかわりをしました。  

わたしが、すいかをたたいたときにひびがはいったのでびっくりしました。  

いまにし ののか 

 

きょうかいのみんなとならへキャンプへ行って、花火をしました。  

おにいさんたちと、花火をしてたのしかったし、花火ができてうれしかったです。  

今にし はるま 

 

７月２１日、黒滝物語村へサマーキャンプに行きました。緑にかこまれ、空気が

とてもおいしく、きれいな所でした。お昼ご飯を食べ、自己しょうかいをし、川遊び

をしましたが、頭が痛くなり、少しねてしまいました。夜は雨がふったので星の観

察はできず、花火はすることができました。体調が悪い時にお世話してくれたリー

ダーや、キャンプにつれていってくれたリーダー達に感謝したいと思います。 

今西  のえる 
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広島巡礼報告   

 

 今年の広島巡礼のテーマは『1945〜2018分の 8時 15分  –絶対あかん−』でした。

原爆・戦争について学び、平和のために私たちにできることは何か考える４日間にな

りました。 

 私が一番印象に残ったことは、森重昭さんのお話を聞いたことです。この方は、被

曝したアメリカ兵の遺族を探すことに奮闘されました。森さんは、原爆で多くの人が

家族に看取られず、ひっそり亡くなっていったことに心を痛め、せめて遺族にだけは

真実を伝えたいという思いで活動を続けてこられたそうです。活動をまとめた映画の

中で遺族の方は「家族を失ったけれど原爆を投下したアメリカ人には変わらないのに、

誰に何をいわれても、日本人から何といわれても、この活動をやめなかった森さんに

感謝しています。」「戦争はしちゃいけない、絶対にしちゃいけない。世界が平和であ

ることを祈りましょう。」といっていました。 

 『安らかに眠ってください。過ちは繰り返しませぬから』の『過ち』とは“何”を指して

いるのか。考えさせられた巡礼となりました。 

 最後になりましたが、阿倍野教会の皆様から沢山の寄付をいただき、より充実した

巡礼を行うことができました。ありがとうございました。  

嶋田  奈々 

 

 

 

☆ 受洗おめでとうございます ☆ 

ミカエル 中村  一夫  さま C-3 地区  

 

☆ 天国での再会を願って ☆ 

マルタ     清水  妙子  さま 8/5 帰天  
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        ９月の予定 

キリスト教講座   
実施日  時間  内容  場所  開講日  

木曜日  10:00～11:00 聖書講座  阿倍野  9/13 

土曜日  14:00～15:30 入門講座  阿倍野  9/15 

日曜日  9:00～9:45 「聖書と典礼」による学び 阿倍野  9/9 

日曜日  11:30～12:30 マザーテレサの言葉を味わう 阿倍野  9/9 

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 9 月 4 日（火）14：00 より再開します。  

日付  ミサ 行事等  掃除  

9 月  2 日  （日） 年間第 22 主日  あべのだより 9 月号発行  

評議会  12:30 

⑦ 

 5 日  （水）  大阪南朝祷会  10：00  

 7 日  （金） 初金ミサ 10:00   

 8 日  （土）    ① 

 9 日  （日） 年間第 23 主日    

 15 日  （土）   ② 

 16 日  （日） 年間第 24 主日  

中国語ミサ 14:00 

敬老の日の集い 

（担当  B グループ） 

 

 22 日  （土）   ③ 

 23 日  （日） 年間第 25 主日  世界難民移住移動者の日（献金）   

 24 日  （月・祝）  病者・障がい者とともに歩むミサ  

カテドラル 14:00 

 

 30 日  （日） 年間第 26 主日   ④ 

10 月  3 日  （水）  大阪南朝祷会  10：00  

 5 日  （金） 初金ミサ 10:00   

 7 日  （日） 年間第 27 主日  あべのだより 10 月号発行  

評議会  12:30 

⑤ 

 


