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【 論破できない証明を得て… 】
マリア布教修道⼥会

シスタールイザ・ゴリ

復活節の教会の典礼は喜びと感謝にあふれています。
それは、いうまでもなく、イエスの復活の出来事に由来するからです。
復活節は､40 ⽇の準備の後、聖霊降臨(50 ⽇目)まで続くことを考えれば、教会の典礼の中に
イエスの復活は確かに最も重要な祝いであり、
「信仰」と「希望」と「神と他者への愛の源」であるこ
とが分かります。
ところが、「復活」とは、昔も今も⼈間に最も信じられない出来事の一つだと言えるでしょう。
イエスの弟子たちの中でさえ、疑う⼈がいたようです
（マタイ 28,17︔マルコ 16,14︔ルカ 24,13-49︔ヨハネ 20,19-29）
。
弟子たちは、復活された主イエスに何回か出合って、彼がご⾃分に当てはめる旧約聖書の箇所の説
明を聞きながら、信じるにいたりました。信仰は神の恵みによる（１コリント 12,3）ものであると同
時に、使徒たちのあかしに基づくものです。
このあかしは、本当に信じるに値するものなのでしょうか。
教父たちの中に、聖ヨハネ・クリゾストモ（紀元４世紀）がいます。
その書物の中に、イエスの復活についてわたしたちを納得させる⼒のある次の言葉があります。
「湖や川や荒れ地で生活していた無学な十二⼈の心に、全世界を相手にして陣を張るという思いがど
こから生じたのでしょう。彼らは小心で軟弱な者でした。キリストが捕えられたとき、以前にあまた
の奇跡を⾒たにも関わらず、使徒たちは逃げ、かれらの第一の者ペトロは、キリストを知らないと言
ったのです。それで、キリストが生きておられるとき、ユダヤ⼈の襲撃に耐えることのできなかった
使徒たちは、キリストが死んで葬られ、いったいどうして全世界に対して陣を張ることができたので
しょう。
もし、キリストが復活しなかったならば、使徒たちはこう⾃問したのではないでしょうか。
“イエスは⾃身を救うことができなかった。それなのに、わたしたちを助けるというのだろうか。生
きておられたとき、一つの国さえ服従させることができなかった。それなのに、その名を語って全世
界を説得することがわたしたちにできるのだろうか。”と。ですから、使徒たちが復活したキリストを
⾒なかったならば、明らかにこれほどの絶⼤な企てに着手するようなことはしなかったでしょう。
」
主イエスの復活を信じる恵みを感謝し、
主イエスと一致する者は最後の⽇にその復活にあずかる希望を抱き、
神と他者への愛の道を、ともに歩み続けましょう。

＜ご復活おめでとうございます＞
聖⼟曜⽇の復活徹夜祭の中で、
「辻内治三さん」
「⾦裕美さん」が受洗と堅信のお恵みを
受けられます。お二⼈のために、たくさんお祈りください。

＜チャリティーバザー開催（３．１１）＞
この⽇を迎えるためのチラシ配り（1800 枚）から、
当⽇のお手伝いまでご協⼒、
本当にありがとうございました。
神様からのご褒美だったのでしょうか。
当⽇は、お天気にも恵まれて、⻘空の下、
暖かく絶好のバザー⽇和となりました。
外部からのお客様は、
残念ながら少なめでしたが、
ベトナムの⻘年たち・ブラジル共同体の思いも加わって、皆ひとつになって、
浜寺から東北へ元気を送れたと思います。

安定した美味しさです
（焼きそば）

中高生たちのチャレンジに感謝
次回は、パワーＵＰ︕期待します
（フランクフルト）

⼤鍋で
（おでん）
（豚汁）作り
諸先輩から若手へ
料理のコツを
教えて頂きました。
準備しながらの
おしゃべりも⼤事です。
味がよくしみていて
とても美味しかったです。

今回、初出店のﾍﾞﾄﾅﾑ料理。
めずらしさと美味しさとで、
⾏列ができていました。

配達あり
個⼈にあった味付けあり
心のこもったおもてなしを
してくれました

ブロック内の教会からも、ようこそ︕
ご近所様からも、
たくさんの提供品を頂戴しました。
手作りの作品もありましたよ。
堀出し物は⾒つかりましたか︖

（協⼒店）

ＡＫＡＹ

の

ご紹介

AKAY とはアバカダカユマンギ地域発展基⾦（ＡＫＣＤＦ）の愛称で、
タガログ語で、［ともに］や［手をつなぐ］という意味を持っています。
「どの子も私の子」の心で
フィリピンと⽇本がともに創りだす共同事業として、子供たちの未来と
地域住⺠の⾃⽴のための活動を⾏っているのがＡＫＡY プロジェクトです。
1988 年 フィリピンで教育の指導カウンセラーを務めていた フロリデリサ・ガランさんが
「子どもたちに夢と誇りを︕」という理念を掲げ、
マニラの就学前の貧困地区のこどもたち 32 名が通う教育施設としてスタートしました。
コーヒー店が２件になり、申し訳ありませんでした。
コーヒー好きには贅沢な
「飲み比べ」が出来ました、けどね。
ブラジルのピザ屋さんも、たくさんおしゃべりできて楽しかったそうです。
毎月第 2 ⽇曜ポルトガル語ミサの時間に、聖堂前に来られています。
⼥子パウロ会の
委託販売
地区⻘年のための
タオル販売

サニーサイトさん、クリスマスのクッキーではお世話になっています。

⾏事収⼊
焼きそば

18,150

フランクフルト

4,100

おでん・豚汁他

36,800

コーヒー・ジュース

3,300

ベトナム青年

7,900

フリーマーケット

60,360

計 １３０，６１０

⾏事収⼊より⾏事⽀出（材料代など）を引き
特別献⾦（募⾦箱など）を⾜して
合計の \１０７，１００ を送⾦いたしました。

ご協⼒ありがとうございました。

＜お知らせとお願い＞
○財務より・・・２０１８年度の維持献⾦袋が出来ています。昨年は洗礼や転⼊などがあったために
ほとんどの方の番号が後方へスライドしております。お気を付け下さい。
袋が⾒当たらない方や手が届かない方などは、財務までお申し出ください。
○各委員会・・・どこの委員会も⼈手不⾜です。お手伝いをしてもよいとお考えの方は、
是非お声をかけてください。任期途中ですが大いに歓迎いたします。
○駐⾞券・・・・教会敷地内に駐⾞されるすべての⾞の中に、⾏事の時だけではなく、いつも駐⾞券を
⼊れて頂くこととなりました。
教会で準備いたしますので、三役までお名前と枚数を申し込んでください。
駐⾞中は、⾒えやすいところにおいてください。
○聖堂の耐震⼯事に向けて、聖堂内の設備や外観などに、ご意⾒・ご希望などございましたら、
お聞かせください。（三役まで）

浜寺

４月の主⽇ミサ担当一覧

9:30

和泉

9:30

岸和田

9:30

1 ⽇ 復活の主⽇

ベスコ

カルロス（英語）
ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ ﾐｻ

村田（英語）
ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ ﾐｻ

8 ⽇ 復活節第 2 主⽇
（神のいつくしみの主⽇）

ベスコ
11 時 マルコ（ポルトガル語）

村田（評議会）

カルロス（評議会）

15 ⽇ 復活節第 3 主⽇

ミシェル

クラウディオ
15 時 カルロス（英語）

ベスコ

22 ⽇ 復活節第 4 主⽇

村田（評議会）

ベスコ

カルロス
15 時 アルマンド（英語）

29 ⽇ 復活節第 5 主⽇

ベスコ

カルロス

村田

◇毎週土曜日
◇平日のミサ

19:30 主⽇前晩のミサ(和泉)
浜寺︓⽕曜⽇（毎週）… 9:00
木曜⽇（第２.４）… 9:00
（12 ⽇はお休み）
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）… 9:30
岸和田︓木曜⽇（毎週）… 9:00

◇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３⽇曜⽇ … 15:00（和泉）、第 4 ⽇曜⽇ … 15:00（岸和田）

◇インターナショナルミサ

毎月第 1 ⽇曜 … 9:30 （和泉）（岸和田）

4 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（12 ⽇はお休み）
◇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 100 週間で読む」集い（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（13 ⽇はお休み）

