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主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方は、なんと幸いでしょう。 

（聖母被昇天の福音朗読より） 

カトリック阿倍野教会  主任司祭  山本英明  

 

エリザベトは、信仰の核心を聖霊に満たされて、声高らかに言いました。「主がお

っしゃったことは必ず実現すると信じた方は、なんと幸いでしょう」。私たちにとって主

がおっしゃったこととは何ですか？永遠の命。死んでも生きるということ。これを多くの

人は信じられません。しかし、これは紛れもなく主がおっしゃったこと。その主の言葉、

救いの実現を信じられないならば、なんの希望をもって私たちは教会に来ているので

しょう？主がおっしゃったことを信じられないなら、信じられないことを言う神様に真剣

にお祈りできますか？ 

マリア様は生涯の初めから多くの人が信じられそうにない主の言葉を受け、実現

させました。おとめが身ごもって、男の子を産む。こんなありえないようなことも、お言

葉どおりになりますようにと信じ、実現させた。そして、死んでも生きる。それを被昇天

によって実現させた。まさにマリア様は神様のおっしゃったことは必ず実現すると信じ、

実際に実現されたお方です。人間の知恵ではなく、それを超え、打ち破る神の知恵

を信じたお方です。 

 ここは被昇天の聖母教会です。マリア様はその信仰と実践を通して、私たちに死ん

でも生きることをお示しになりました。そして、それが神様の私たちに対する望みです。

私たちは、この教会でマリア様を通して実現された神様のみ言葉、神様の愛に向き

合わなければなりません。聖母被昇天？なんのこっちゃ？それでは、教会の母であ

るマリア様のせっかくの信仰のお手本が勿体ないです。神様のみ言葉もマリア様の

お手本も不必要なんて人は、聖母被昇天教会にはいないことを願います。  
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ブロック合同サマーキャンプ 

              

【紀伊半島に台風が上陸 !?】川遊びは、無理かもしれない………。前日から、ハラ

ハラドキドキの今年のサマーキャンプでした。 

 山荘の管理人さんより、「晴れても、川には入れない」とのことで、残念でしたが、和

歌山に行くことはあきらめ、急遽大阪田辺教会で泊まらせていただくことになりました。  

酒井神父様の、お祈りで始まり、場所は変われど、楽しいゲーム、夕方には雨も上

がり、虫とり、銭湯、キャンプファイアー、プール、スイカ割りと、子どもたちの笑顔が

溢れるサマーキャンプとなりました。 

 「行けなかったことで、ここに集まれたことは、もしかしたら、誰かがそのようにお祈り

してくれたのかもしれないね。」と、神父さまは、お祈りの三つとばし、五つとばし、七

つとばしの話をしてくださいました。一番困っている人のところに、神様はお祈りをと

ばしてくださるのだと。 

 子どもたちはもちろん、若いリーダーたちの活躍、ブロックのリーダーたちの親睦な

ど、実り多きキャンプとなりました。 

 信徒の皆様には、たくさんの支援をいただきました。広島巡礼や、今後のブロック

子ども会、阿倍野教会子ども会の活動に使わせていただきます。ありがとうございま

した。また、田辺教会の皆様には、急なお願いを快く受け入れていただきましたことを

感謝いたします。                                    子ども会  

キャンプに参加した子どもたちの感想です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

たのしかったです。 

みんなとなかよくすご 

せてうれしかったです。 

らいねんもいきたいです。 

ともだちができて、 

うれしかったです。  陳しゅんごう 

 

 ボールはこびのえは、さくらとじゅうじかと

テントをかきました。ボールはこびはゆうし

ょうできてうれしかったです。いちばんたの

しかったのは、虫とりです、せみとしじみち

ょうとトンボとバッタをつかまえました。はみ

がきするのをわすれました。    

まつお しんいちろう 
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台風の大雨で和歌山には行けなかったけど、チームに分かれうちわづくりをしたり、

夜はキャンプファイヤーの火を囲んで歌ったり、又プールに行ったりスイカ割りをし

たりして楽しい二日間でした。リーダー達の判断で私たちは怪我をすることもなく、

新しい友達もでき、楽しく過ごせたことに感謝します。    今西  のえる 

長いプールでチームにはぐれなくて

よかったです。スイカわりできょ年は、

ヒビが入っただけだったけど 

ことしは 3 ばんでむり 

だった。 

今にし ののか             

 

 

7 月 27 日に田なべ教会へキャンプに行きました。虫取りや、スイカわりが楽しか

ったです。私は小さいバッタをはじめてつかまえました。スイカはおいしかったです。  

次の日のプールは、あさい方で泳ぎました。私は短いスライダーをすべりました。  

帰ってからのうどんはおいしかったです。みんなと遊べたので楽しかったです。また

キャンプに行きたいです。                           松尾  佳奈                         

雨で川遊びができなかったけど、 

田なべ教会に行って、スイカ割りや、長

居公園プールなど、いろいろおもしろいこ

とがあって、楽しかったです。次のキャンプ

は雨や台風にならず、晴れて欲しいで

す。             松本  涼佑                                   

 

初めての田辺教会で宿泊を

した。鉄道の話やいろいろな

話で盛り上がったので、就寝

時が一番楽しかったです。次

回は晴天キャンプを行いたい

です。       松本  理玖  

長いプールのすべりだいがこわかっ

たけど 2 回行けた。 

教会に帰り、おひるごはんの冷やし中

かがおいしくて、そのあとのすいかわり

では じゃっかんシルが出ただけでし

た。             今西はるま 
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もくてきのところは 

行けなかったけど、たのしかったです。 

みんなでうちわを作りました。かみざらで作りました。作ったうちわを

あおぐととてもきもちよかったです。こんなあついなつにはいいなとお

もいました。うちわでゲームをしました。一回せん目はわたしのはん

がかちました。二回せんめはまけたので、とてもくやしかったです。  

キャンプファイアはうたっておどって、いちばんおもしろかったです、  

つぎは、てんきがいい日にみんなでキャンプ行きたいです。  

 こうのれいな 

 

 

今年のサマーキャンプは、台風の影響で

目的地に行けませんでしたが、田辺で

みんなと外で遊んだり、新しい友達も出

来ました。 

キャンプファイヤーでは、外が暑いし、虫

がいっぱいいたので始めは少しめんどくさ

そうだな～⤵と思ましたが、やっている内に

とっても楽しくなって暑いのが温かく感じ

ました☺ 

また、天気が悪くてもこうして楽しいサマ

ーキャンプになればいいなと思います

�               河野佑奈  

 

 

今年はサマーキャンプが行けなくて、少し

がっかりしました。だけど、田辺でのお泊

まりキャンプがすごく楽しくてがっかりして

いた気持ちも、忘れてしまいました�  

キャンプファイヤーでは、みんなととても仲

良くなれました☺また皆と会えたら嬉しい

です❗ 

キャンプには行けなかったけれど、楽しか

ったので満足しています�     

               河野里奈 
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１０月１３日（日）あべのフェスタを開催します！ 

 

今年のテーマは"Come Together 〜楽しい！はここにある〜"です。たくさんの友

人に声をかけ、教会にいつでも気軽に来られる居場所をつくりましょう！  

8/18(日 )より寄贈品の受付を始めます。今年は衣類品は取り扱いません。食品

は賞味期限のご確認をお願いいたします。未使用・新品に限りますので、一度でも

使用したもの、開封したものはご遠慮ください。受付時間は毎週日曜日ミサ前の

9:30〜10:00 です。時間外には持ち込まないようお願いします。また、収益金の寄付

先についてはフェスタ委員会で決めさせていただきます。  

あべの教会一丸となり、今年もみなさんでフェスタを盛り上げましょう！  

フェスタ委員会  

 

敬老の集い 

 

９月１５日（日）ミサ後、敬老の集いを行います。 

今回、聖書クイズやピアノの演奏会があります。 

 

 

☆ あちらの教会でもお元気で ☆ 

 テレサ・グレース 太田  有香  さま 京都教区久居教会へ 

 

☆ 天国での再会を願って ☆ 

 テレジア  岡本  恭子  さま 7/30 帰天  

 

☆ ようこそ 阿倍野教会へ  ☆ 

        マリア 井野  真美  さま A-4 地区  

 ヴィアンネ・マリア  

エリザベト 

マリア 

安城  要  さま 

安城  洋子  さま 

安城  寿子  さま 

B-2 地区  

B-2 地区  

B-2 地区  
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８月・９月の予定  

キリスト教講座案内  

実施日  時間  内容  場所  開講日  

木曜日  10:00～11:00 聖書講座  ホール食堂  9/5 

土曜日  14:00～15:30 入門講座  2F グループ室  9/7 

朝の祈り 主日ミサ前  8 月「ロザリオの祈り」、9 月「教会の祈り」を行います。 

おにぎり作り 9 月 10 日より再開します。 

日付  ミサ 行事等  掃除  

8 月  17 日  （土）   ① 

 18 日  （日） 年間第 20 主日  

中国語ミサ 14:00 

  

 24 日  （土）   ➁ 

 25 日  （日） 年間第 21 主日    

 31 日  （土）   ③ 

9 月  1 日  （日） 年間第 22 主日  評議会  12:30  

 4 日  （水）  大阪南朝祷会  10:00  

 6 日  （金） 初金ミサ 10:00    

 8 日  （日） 年間第 23 主日  敬老の集い ミサ後  ④ 

 15 日  （日） 年間第 24 主日  

中国語ミサ 14:00 

 ⑤ 

 22 日  （日） 年間第 25 主日   ⑥ 

 23 日  （月・祝） 病者 ・障がい者ととも

に歩むミサ 

カテドラル 14:00  

 29 日  （日） 年間第 26 主日  世界難民移住移動の日（献金） ⑦ 

10 月  2 日  （水）  大阪南朝祷会  10:00  

 4 日  （金） 初金ミサ 10:00    

 5 日  （土）   ① 

 6 日  （日） 年間第 27 主日  あべのだより 10 月号発行  

評議会  12:30 

 


