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【とても値打
とても値打ちのある
値打ちのある石
ちのある石のお話
のお話】
いずみブロック担当司祭 カルロス神父

昔あるところに、石ころたちの国がありました。そこに一つの小さな石ころがいました。彼はい
つも他の人から重要で賞賛されるような貴重な石になることにこだわっていました。ですから、彼
の家には変装するための驚くばかりのコレクションをたくさん持っていました。エメラルドに変装
するためのもの、ルビーに変装するため、サファイヤ、ダイヤモンド、銀や金などに変装するもの
もありました。それらはほとんど正確に造られていました。彼がそれらを身に着けると、本当に本
物の宝石のように見えました。
そして小さな石ころは変装した時、とてもうまく演じていました。エメラルドに変装した時は、エ
メラルドのように話し、エメラルドのように歩きエメラルドのようにふるまったものでした。とて
も完璧にしていたので、誰もそれが変装だとは見抜くことができませんでした。
しかし、一つだけ注意しなければならないことがありました：直接に太陽の光のもとに出ること
はできませんでした、なぜならその時には、本物のエメラルドではないことがはっきりと見えてし
まうからでした。それはルビー、サファイヤ、ダイヤモンドに変装した時も同様でした。ですから、
いつも夜や日暮れ時にそれらの変装をしていました。昼間には金や銀に変装していました。その時
は、ちょうど宝石の時とは正反対の危険があったにもかかわらず太陽の光にあたるとまさしく本物
の金や銀に見えました。しかし、小さな石ころはとても上手にコントロールしてふるまっていまし
た。
そして彼の生活のすべてをこのように過ごしていました。誰もごまかされていることに気がつき
ませんでした。彼をエメラルドとして知っている石たちは彼に対して大きな賞賛と尊敬を持ってい
ました。それは、彼をダイヤモンドとして、ルビーとして、サファイヤとして、金として、銀とし
て知っている石たちにとっても同じでした。
しかし、ある日この小さな石ころが金に変装しているとき、一人の男がそこを通りかかりこの石
ころの輝きに目がひきつけられそれを拾い上げました。そしてそれが金であることを見ると、喜ん
で飛び上がりその価値を確かめてもらうために宝石店に走っていきました。しかし、宝石店の主人
がそれをよく調べてみると、それは金でおおわれたただの石ころに過ぎないことがわかりました。
男はがっかりしてその石ころを窓から外に投げ捨てました。
小さな石ころは通りに落ちて粉々に割れてしまいました。すると驚くことに、彼の内側はとても
質の高い誰も見たことのないほどの価値のあるダイヤモンドだったのです。一度も太陽の光のもと
に出ることのなかったダイヤモンドでした、

なぜなら小さな石ころは彼の生活すべてで価値があり重要と思われるようにと
他の石をまねることばかりにこだわってきたからなのです。

１０月８日（日）ブラジル共同体の
カミヤ ソラ デニセ ちゃんが
幼児洗礼を受けられました。
神様の恵みを受けて、健やかに
成長されますよう お祈りします

10 月２２日（日）、浜寺教会にて、
トマス・アクィナス前田万葉 大阪大司教様をお迎えして、
３教会 12 名が堅信の秘跡を受けました。
（浜寺教会）
セシリア
マリア・ベルナデッタ
パウロ
ガブリエル
ヨハネ・マリア
（ブラジル共同体）
エジソン

天津陽代莉 さん
塙平 清美 さん
角南 健治 さん
水上枝美子 さん
林 英樹 さん

アルビコ・ナシオ さん

洗礼の更新をし、大司教様より、按手と額に聖香油の塗油を受け、
神の子として、共同体の一員として、新たなスタートとなりました。
「台風ニモマケズ・・」 これから、力強く、共に歩んでまいりましょう。

ミサ後のパーティーは、信徒会館に溢れんばかりの集まりでした。
ぶどうの木の合唱やカルロス神父＆ガル神学生のギタ-＆歌も有り、
外の土砂降りに負けずに、大いに盛り上がりました。
隣のテーブルまでなかなか移動出来ずに、お料理を目の前にして、
手が伸ばせなかった方、ごめんなさい。

この日の為に、たくさんのご協力を頂きました。
皆様、本当にありがとうございました。

お 願 い
「第１０回クリスマス・コンサート」１２月２３日（土・祝）に向けて、準備が始まりました。
印刷作業や、チラシ配布・会場設営など、お時間の都合がつく方は、（当日の参加に関係なく、）
ひとりでも多くご協力くださると、大変助かります。又、当日のおもてなし用お菓子にも
ご協力くださいませ。よろしくお願い申し上げます。

お 知 ら せ
＊１１月５日（日）ミサ後、追悼式
追悼式が行われます。
追悼式
追悼依頼の用紙は、聖堂の入口付近に置いています。
ご記入の上、箱にお入れください。
納骨堂をご利用の方は、当日のミサ前に各自、扉を開けておいてください。

＊１１月１１日（土）青少年
青少年リーダー
青少年リーダー養成
リーダー養成

秋の研修会
テーマ「教会」 場所：サクラファミリア 時間：10 時～１２時
対象：リーダーをしている青年、青少年司牧に関わる司祭･信徒
担当司祭： 春名 昌哉神父
参加費：無料

＊１１月１２日（日）ミサ中に、七五三
七五三のお
七五三のお祈
のお祈りをいたします。
たくさんの子供たちの出席を待っています。

＊１１月２５日（土）「
「一緒に
一緒に祈りませんか」
りませんか」

場所：
：浜寺教会 時間：14 時～

テーマ「家族について」

＊１１月２６日（日）「
「岸和田地区基礎コース
岸和田地区基礎コースⅡ
コースⅡ」

場所：貝塚教会

時間：14 時～

台風で延期された「第４回」を開催します。

＊１１月２８日までの毎週火曜日

場所：和泉教会 時間：１９時３０分～２１時
いずみブロック「
「共に歩む旅」が行われています。

※１２
１２月
１２月３日（日）「ブロック 待降節黙想会」
待降節黙想会」
時間：１１時３０分～16 時 場所：和泉教会
テーマ「
テーマ「神との関
との関わり」
わり」～我らは神の中に生き、働き、存在する～
指導司祭：Fr.ヴィンセンテ・アリバス（ドミニコ会）
１１：３０～

開会の挨拶、始めの祈り

１２：３０～
１３：１５～
１４：１５～
１５：００～
１５：５５～
１６：００～

Fr.アリバス
Fr.アリバス 導きのことば（
きのことば（Ⅰ）
昼食
Fr.アリバス
Fr.
アリバス 導きのことば（
きのことば（Ⅱ）
黙想 指導 Fr.アリバス
Fr.アリバス
分かち合い
終わりの祈り
閉会

当日の主日ミサは、いつも通りに各教会で有ります。
昼食の申し込みは １１月２６日（日）まで。
駐車場の割り当ては、各教会８台までです。（許可証発行）

※１１
１１月
１１月１９日
１９日（日）「ブロック 一緒に
一緒に考える日
える日」
時間：11 時３０分～16 時 場所：浜寺教会 参加費：無料

＜いずみブロックの現実
いずみブロックの現実を
現実を見つめて＞
つめて＞
浜寺でもなく、和泉でもなく、岸和田でもない
わたしたちは皆、キリスト・イエスにあって一つである
１１：３０～
１３：００～１４：００
１４：００～１４：２０
１４：２０～１４：３５
１４：３５～１５：３５
１５：３５～１６：００
１６：００～

昼食
村田神父とカルロス神父のお話
沈黙
休憩
グループ分かち合い
いずみブロックのあゆみ
・・・今までとこれからのビジョンについて
最後の祝福

わたしたちは、信仰により、キリスト・イエスに結ばれて神の子なのです。
司祭チームの願いは、ブロックの一人一人が、さまざまな違いを越えて「一つになる」ことです。
子どもたちの参加も大歓迎です。子ども達はリーダーと一緒に遊べます。
皆さんのご参加おねがいします。

昼食は、ブロックより、寿司・サンドイッチ・唐揚げを準備する予定です。
持ち寄り大歓迎！！(お菓子の１袋でも構いません。) 一緒に楽しく食事をすることから、
集いは始まります。分かち合いの間、子どもたちはお預かりしますので、安心してください。
お誘いあわせの上、ひとりでも多くの方に参加して頂きたいです。
いろいろなお声を聞かせてください。
11 月の主日ミサ担当一覧

浜寺 9:30

5 日 年間第 31 主日

ベスコ

和泉 9:30
村田（評議会）
インターナショナルミサ

カルロス（評議会）

ベスコ

11:00 ポルトガル語マルコ

14:00 英語ﾐｻ

12 日 年間第 32 主日

岸和田 9:30
8:30 カルロス
インターナショナルミサ

村田（評議会）
カルロス

19 日 年間第 33 主日

村田

ベスコ
インターナショナルミサ

カルロス
26 日 王であるキリスト

ベスコ

村田
15:00 村田（英語）

◇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
浜寺
木曜日（第２第４）… 9：00
金曜日（毎月第 1）… 9：30

和泉：月曜日（毎週）

… １９：00

金曜日（毎月第 1）
…
岸和田：木曜日（第１第３第５）…

9：30
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
英語ミサ

毎月第４日曜日 … 15：00（岸和田）
毎月第３日曜日 … １１月は

第２日曜、１４時～（和泉）

11 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
◇ キリスト教講座
◇ キリスト教講座

（Fr.カルロス）・・・第１、３火曜日 13：00；岸和田教会
（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

11 月の奉仕者当番表
先唱
聖体奉仕

典礼奉仕について都合の悪い方は必ず典礼委員までご連絡ください。
子供侍者

第一朗読

第二朗読

名札受付

掃除当番

お茶当番

堺

高石

共同祈願

5日

財務

12 日

営繕

19 日

庶務

26 日

社会活動

泉大津①

高石

堺③

