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【10 月 ロザリオと宣教
ロザリオと宣教の
宣教の月】
マリア布教修道女会 シスター

ルイザ

ゴリ

ご存じのように、10 月 7 日は、「ロザリオの
ロザリオの聖母
ロザリオの聖母」の日、
聖母
10 月第 4 日曜日（今年は 22 日）は、「世界宣教
世界宣教の
世界宣教の日」となっています。
この二つの祝日にちなんで、10 月にカトリック教会は「ロザリオ」と「宣教」という重要
なテーマに焦点を当てています。それにまた、日本の教会にとってこの祝い日は特別な意味
をもっています。「ロザリオ」と「宣教」は、日本に初めてキリスト教をもってきた聖
聖フラ
ンシスコ・サビエル（1506-1552
年）と深く関わっているからです。聖フランシスコは、
ンシスコ・サビエル
よい知らせを告げるときに、いつも手に十字架をもっていて、首にロザリオをかけていたよ
うです。「福音を告げ知らせる」ことと「聖母マリアのとりつぎ」のことと密接に結びつい
ているとフランシスコが信じていたからです。確かに、神の子イエスがこの世に来られたと
き、聖母マリアを通して来られたのですし、十字架のかたわらに立って、最後まで主イエス
の救いの神秘に参加されたのも聖母マリアだったのです。
ロザリオを首にかけていたことは、聖フランシスコの聖母への深い愛と信頼を示していると
同時に、よい知らせを告げるために最
かりやすくて安全
安全な
はロザリオだということ
最も分かりやすくて
安全
な道はロザリオ
もわたしたちに示しています。実に、ロザリオは「喜びの神秘」、
「光の神秘」、
「苦しみの神
秘」、「栄えの神秘」、を通して、わたしたちの信仰の基本的な教えを要約していて、むかし
から「
福音書のまとめ
のまとめ」
「福音書
のまとめ
」と呼ばれるようになりました。
日本教会の固有の祝日の中の一つは、「長崎
長崎の
信徒発見の
聖母」があります。1865 年に、
長崎
の信徒発見
の聖母
10 数名の男女が、長崎の大浦天主堂を訪れ、プチジャン神父に「わたしたちは皆、あなた
と同じ心です。」と言って、キリスト教の信仰をもっていることを告白しました。その後、
「サンタマリア様のご像はどこですか。」とたずねたそうです。さらにまた、先祖たちが聖
フランシスコからもらっていたロザリオをも大切にしていたようです。200 年以上にわた
る長い迫害の中にあって、信仰を守ることができたのは、ロザリオをとおして福音書を思い
めぐらすことができたこと、それにもよったでしょう。
熱意をもって日本人に神の愛を告げ知らせた聖フランシスコ・サビエルと、長く続いた厳し
い弾圧を不屈の信仰をもって耐え忍んできた多くの日本の信者のとりつぎを願いたいもの
です。聖母
聖母マリアを
マリアを仰
ぎながら、
人々によい
によい知
らせを告
げるために。
聖母
マリアを
仰ぎながら
、人々
によい
知らせを
告げるために

８月２７日（日） クララ 堤 菜月女（なつめ）ちゃんが初聖体を受けました。
毎週、がんばってお勉強していました。待ちに待ったうれしい一日でしたね。
これからも祈りのうちに、皆様、見守ってください。
ミサ後、そうめん流しと、スイカのフルーツポンチで親睦会を開きました。
残暑も吹き飛びました！ 準備などのお手伝い、ありがとうございました

９月１０日（日） ブラジル共同体の ベァテゥリズ・アユミ・奥村 ちゃんが、
幼児洗礼を受けました。神様の愛に包まれて、健やかに成長されますように。

９月１７日（日） 敬老の日を迎えられた方々のために、皆で心を合わせてお祈りしました

ミサ中 病者の塗油の秘跡を頂きました。
ますます、お元気でお過ごし下さいね。
又、参加出来なかった方、病と向き合って
いらっしゃる方、そのご家族のためにも
力づけてくださいますように、お祈りしました。
ミサ後は、果物やお茶菓子を頂きながら、
楽しくおしゃべりしました。

「教会で採れたスイカは甘かったね♥」

お知らせ
✩ 10 月１日（日）「
「岸和田地区・
岸和田地区・世界宣教の
世界宣教の日 」場所：泉佐野教会
「世界宣教は教会の使命」
午後２時～（聖堂）宣教の報告を聞く。実際の世界を見つめて、考える。
世界のためにゆるしと和解を祈る。
午後３時３０分～（幼稚園ホール）交流会

✩10 月 15 日（日）「
「国際協力の
国際協力の日 」 場所：大阪カテドラル
国際ミサ･･･11 時～12 時 20 分、

交流会･･･12 時半～16 時半

テーマ「外国人が暮らしやすい社会は日本人にも暮らしやすい」

✩10 月２２日（日）「
「

」場所：浜寺教会
浜寺教会 10 時～

トマス・アクィナス前田万葉 大阪大司教の司式で行われます。
浜寺教会では セシリア天津陽代莉さん、マリア・ベルナデッタ塙平清美さん
パウロ角南健治さん、ガブリエル水上枝美子さん、ヨハネ・マリア林英樹さんの
5 名が堅信の秘跡を受けます。（他６名）受堅者のためにお祈りください。

・当日は３教会合同のミサのため駐車場が混雑します。なるべく乗り合わせたり、
公共交通機関をご利用ください。会場設営やパーティー準備などにもご協力お願いし
ます。(準備の時間は後日お知らせします)

・パーティー料理の持ち寄りにご協力お願いします。事前にメニューをお知らせくださ
い。ブロックとして、お寿司・サンドイッチを、浜寺教会として唐揚げが有ります。

✩10 月 29 日（日）「
「大阪教区典礼研修会」
大阪教区典礼研修会」 場所：サクラファミリア
14 時～16 時 申し込み不要 どなたでもご参加ください。
「神様のやさしさを味わうために」
いやしの秘跡への招き･･･ゆるしの秘跡と病者の塗油の秘跡の解説

✩ いずみブロック「共に歩む旅」 場所：和泉教会
９月２６日～１１月２８日

毎週火曜日、19:３０～21：00

✩ 救急箱がエマオに置かれています。簡単な傷の手当てはできます。
ご利用ください。（庶務より）

1０月の主日ミサ担当一覧

１日

年間第 26 主日

8日

年間第 27 主日

浜寺 9:30

和泉 9:30

岸和田 9:30

カルロス

村田（評議会）

ベスコ

ベスコ

カルロス（評議会）

村田

村田（評議会）
11 時マルコ（ポルトガル語）

15 日 年間第 28 主日

ベスコ

カルロス

22 日 年間第 29 主日

10 時前田万葉 大司教
村田･ベスコ･カルロス

（浜寺にて）

村田

ベスコ

29 日 年間第 30 主日

◇毎週土曜日 19:30 主日前晩のミサ(和泉)
◇平日のミサ
平日のミサ
浜 寺：火曜日（毎週）
…9:00

和泉

（浜寺にて）
15 時カルロス（英語）

：月曜日（毎週）

カルロス

…19:00

木曜日（第２，４）…9:00

金曜日（毎月第 1）…9:30

金曜日（毎月第 1）…9:30

岸和田：木曜日（第 1，3）… 9:00

◇ポルトガル語
ポルトガル語ミサ 毎月第 2 日曜日…11:00（浜寺）
英語ミサ
毎月第 4 日曜日…15:00（岸和田）
◇英語
ミサ

10 月の各種集いの案内
◇ 聖書の分かち合い（Fr.村田）・・・・・第１､３金曜日 19:00；浜寺教会
◇ 聖書の分かち合い（Fr.カルロス）・・・第 2、4 木曜日ミサ後；浜寺教会
◇ キリスト教入門講座（Fr.カルロス）・・第１、3 火曜日ミサ後；浜寺教会
◇ キリスト教講座 （Fr.カルロス）・・・第１、３土曜日 13:00；岸和田教会
◇ 聖書の分かち合い（Sr.ルイザ）・・・・毎週土曜日 14:30；和泉教会
◇ キリスト教の勉強会（Fr.カルロス）・・第 2、4 金曜日、19:30～和泉教会

