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【裏⼭の風２】

双百合幼稚園 高橋美智子

異常気候が世界的に広がっている中でも、冬が過ぎ春に
なって花々が咲き、夏・新緑の初夏となりました。
今年、幼稚園の年少組を⾒ると、昨年度の年少と新⽶園⻑が過ごした不安な
日々を思い出しました。あちらでもこちらでも顔中口にして大泣きしている子ど
もたちに出会ったものですが、今年は、泣いていても、教室に⼊ればすっかり忘
れて遊んでいます。⽴派。
今日も朝から 鶯 が鳴いています。雉の鳴き声も聞こえました。縄張りを⾒張
うぐいす

きじ

りにきているのでしょう。もう少しすると、
「シスター、蜂がいる︕」「蛇を⾒た」「ムカデが出た︕」
「カマキリ︕」「クモ︕」
「だんごむし」等々など・・・。
シスターは⾛ります。「頭はどっち︖」「めは︖」
「⾜がいっぱい︕」「さわったらあかん︕」。殺⾍剤登場。
脳裏に「ラウダート・シ」が浮かびます。むやみに殺⾍剤を登場
させることなく、様々な⾍と出会える裏⼭で、それぞれの⾍との付き合い方を知
って欲しいと願っています。
⻑靴を履き、⼀輪⾞をついて畑に向かっていると目の前を大きな野 兎 が二匹
の うさぎ

（二⽻︖）⾶び跳ねていきました。子どもたちがいれば息をのんで⾒つめたでし
ょう

残念です。

裏⼭の風は様々な景⾊を運んで通り過ぎていきます。
子どもと⼀緒に 小さな「ラウダート・シ」を生きて
いかれますように。

The Wind in the Backyard
Even though worldwide unpredictable change in season is experienced,
it is constant that when winter is over, spring comes and flowers
bloom; new green leaves sprout, marking the beginning of summer.
This year, when I saw a group of kindergarten pupils, I was reminded of
a difficult situation of another group of kindergarten students from
last year together with their principal, who was just new at that time.
Last year, a pupil who was here and there cried out loud, but this year,
though he still cries, he would completely forget everything and start
playing whenever
he enters the classroom. Great!
Today, nightingales can be heard singing every morning. Pheasants
singing voice can be heard as well. Perhaps they are watch-keeping
their respective territories. After a while, children begin exclaiming,
“Sister, look there is
a bee!”,“I saw a snake!”, “Centipede is coming out of the hole!”,
“Wow…spider!”, or “Pillbug is here!”, etc.
The sister runs to approach, asking, “Where is the head? eyes?”, “A lot
of feet, right?”, “Don’t touch!” That might be the beginning of
insecticide,
I suppose. In my mind, I then recall a papal encyclical called “Laudato
Si”.
I hope that we would know how to go along with various insects that we
find in our backyard without necessarily using insecticide.
With high boots, when I was pushing a wheelbarrow toward a field, just
in front of me, two wild rabbits came hopping. If only there were pupils
with me, they might be surprised and might have gasped.
Unfortunately!
The wind in the backyard passes by carrying various kinds of scenery.
And there, together with the pupils, I wish that we can live a small part
of the “Laudato Si”.

<お願い>
○駐⾞券…

教会敷地内で、駐⾞される⾞に、駐⾞券を発⾏しております。
駐⾞中はフロントガラスから、⾒えるところに置いてください。
大祝日・命日などに来られるご家族・ご親族の分も作っています。
まだお持ちでない方は、三役に申し込んでください。

○緊急連絡先を教えてください︕（特に、おひとりで生活されている方に・・・）

教会の信徒台帳には、現住所しか記載されておらず、体調を悪くされた時、
連絡のとりようがありません。
連絡をしてほしい相手方の氏名・電話番号を、庶務までお知らせください。

<洗礼・堅信おめでとうございます ３.３１>
桜満開の 3 月 31 日（土）、復活徹夜祭の中で、洗礼と堅信のお恵みを
いただかれました。お二人とも、この日を迎えるために、たくさんの
お祈りと勉強を積み重ねていらっしゃいました。これから、共同体として、
ともに歩んでまいりましょう。
よろしくお願い申し上げます。
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＜お知らせ＞
○一緒に祈りませんか・・・5 月 26 日（土）

14 時〜15 時 30 分

「キリストの聖体」

貝塚教会にて

講話︓ Fr. カルロス・ムニジャ

○地区信徒奉仕職基礎コースⅡ・・・
今年度から、信徒使徒職のあり方が大きく変わります。資格を必要とする奉仕職は原則としてな
くなります。（詳しくはカトリック時報 3 月号をお読みください）
しかし、信徒の「信仰への奉仕」「信仰からの奉仕」は何ら変わるものではなく、霊性を深め、

社会のただなかにあって生活の場を通して、キリストを証する役割は今後ますます必要とされて
います。その⼒の源となるイエスとの交わりを深めていきましょう。（昨年、リニューアルされ
たばかりのプログラムです）
昨年、参加されていない方は是非ご参加ください。
5 月 13 日・・・ イエスと自分との親しさを知る
5 月 20 日・・・ イエスの愛に触れ、自分もそのように生きたいと望む
6月

3 日・・・ 「はらわたがちぎれるほど愛」はイエスの人格である

6 月 10 日・・・ イエスの弟子としての生き方を探る
いずれも日曜日の 14 時〜16 時
○いずみブロック「共に歩む旅」が
5 月 8 日〜7 月 10 日

6 日 復活節第６主日
13 日

始まります。

火曜日

浜寺

5 月の主日ミサ担当⼀覧

場所︓ 岸和田教会
19 時 30 分〜21 時 浜寺教会にて

9:30

ベスコ
村田（評議会）
11 時 マルコ
（ポルトガル語）

主の昇天

20 日 聖霊降臨の主日

カルロス

27 日 三位⼀体の主日

和泉

19:30 主日前晩のミサ(和泉)

◇平日のミサ

浜寺︓ 火曜日（毎週）… 9:00

岸和田

9:30

カルロス（評議会）
ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾐｻ

村田（評議会）
ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾐｻ

11 時
カルロス

カルロス

村田
14 時 村田（英語）

ザベリオ会

カルロス

村田
15 時 カルロス
（英語）

ザベリオ会

◇毎週土曜日

9:30

和泉︓ 月曜日（毎週）… 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（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 … 14:00（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）

５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（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
5 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。
名札受付
共同祈願

掃除当番

お茶当番

6日

典

礼

高

高

13 日

財

務

20 日

営

繕

泉大津

27 日

庶

務

堺

子供侍者

第⼀朗読

第二朗読

石

石

泉大津②
堺①

高

石

