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排除ゼロキャンペーン
スピノラ修道⼥会

森本紀美子

平和とは何でしょうか。神からの恵みです。復活したイエスは
弟子たちに現れた時、「あなたたちに平和があるように」と仰せに
なりました。（ルカ 24︓36）
神から戴いたいのちを生涯生きるために、神は、常にともにいてくださり支え続けてくだ
さっているので、その恵みを⼤切にし、積極的に協⼒し、育てていく必要があります。
現代⽇本では戦争もなく、⼀⾒、平和な⽇々を送っているように⾒えますが、いじめ、
家庭内暴⼒などなどが新聞やテレビを通して、毎⽇報道されています。また世界を⾒ると、
多くの⼈々が国を追われ難⺠となり、特に子供たちがその犠牲になっています。
フランシスコ教皇は、主イエスが話された、いつくしみの心を忘れないように進められ
ておられます。「いつくしみ」は、「愛とゆるし」です。

「ゆるすこと」は、イエスが、

福音の中で語られたように、イエスご自身が生涯生きられた道です。
罪深い⼥（ルカ 7︓36－50）、イエスを裏切ったペトロ（ヨハネ 18︓15－18,25－27）、
イエスと共に、十字架につけられた犯罪⼈の⼀⼈（ルカ 23︓39－41）、復活したイエス
を⾒なかったトマス（ヨハネ 20︓24－29）などなど。そしてイエスはすべての⼈の罪を
背負い、十字架上での死によって罪を赦してくださいました。
わたしたちはミサの中で、またロザリオを唱える時、主が教えてくださった主の祈り
「私たちの罪をおゆるしください。わたしたちも⼈をゆるします」と祈っています。この
意味深い祈りが、単なる⾔葉に留まることなく、心で受け止め、主のいつくしみを生きる
ことができるよう祈り合いましょう。
主イエスの愛とゆるしをすべての⼈々に伝えるために。
教会の庭で･･･

ベトナム⻘年たちがお世話してくれている野菜畑が、
（トマト・ゴーヤ・唐辛子）
実ってきましたよ
美味しく食べてね・・♥

Exclusion zero campaign
What is peace? It is the grace of God. The risen Jesus
appeared to his disciples and said to them,
“Peace be with you.” (Lk. 24:36) So that we might live for
an entire lifetime the life which Lord has given us, God is always with us,
and will continue to be with us; for this reason we must treasure this
grace and concientously work with him so that it can continue to develop.
Today we have no wars in Japan and it seems we are spending our lives
in peace.

However, everyday we can see many kinds of harrasment and

violence within our families, in the newspapers, on the television and so on
through the mass media.
And many people are fleeing their countries as refugies; in particular children
are the victims of this situation.
Pope Francis has reminded us not to forget the heart of mercy of which
Jesus spoke.

“Mercy” is “love and forgiveness”. The “forgiveness” which

Jesus talks about in the Gospel is clearly seen in the way Jesus himself lived
his life on earth.
The sinful woman, (Lk. 7:36-50), Peter who betrayed Jesus, (Jn.18:15-18,
25-27), one of the criminals crucified with Jesus, (Lk. 23:39-41), Thomas
who did not see the risen Jesus, (Jn. 20:24-29), etc.
Jesus took on himself the sins of all people, dying on the cross that they
might be forgiven.
In the celebration of the Eucharist and when we recite the Rosary we
pray the prayer Jesus taught: “Forgive us our sins as we forgive those who
sin against us.” Let us pray this deeply meaningful prayer from the heart, not
just with words; let us pray together that we might truly forgive one another
and live in God’s mercy. In this way let us proclaim the love and forgiveness
of our Lord Jesus Christ to the all nations and all peoples.

岸和⽥地区平和旬間⾏事

日伯合同平和祈願ミサ（８．１２）
「平和な世界という夢を分かち合おう」
〜 排除のない世界を求めて 〜

マルコ・村⽥両司祭の司式で、⽇本・ブラジル・ベトナム・フィリピンの信徒が参加し、
ミサ中「DVD アニメひめゆり」を鑑賞、心ひとつにして、平和のために祈りました。
お盆休みで都合のつかなかった⽅、特に若者の参加が少なかったのは、残念でした。
⽇本で唯⼀の地上戦となった沖縄の若い⼥学生たちが、
どんな気持ちで戦火の中を逃げ惑っていたか・・・
過去の出来事、と、終わらせないでください。
今でも、世界では、紛争が起こっており、たくさんの
犠牲者が出ています。苦しい生活を強いられている⼈々が
います。平和って・・・︕︖幸せって・・・︕︖

自分に何ができますか︖

今⼀度、家庭の中でも考えていただきたいと思います。
ＤＶＤをご覧になりたい⽅はお貸しできます。お申し出ください。

ミサ後は、戦時中に比べ、かなり豪華なすいとん（だんご汁）
他、たくさんの持ち寄りも頂きました。
ミサの準備・ベトナム語訳・すいとん作り・
暑い中の会場準備・・・
たくさんのご協⼒をありがとうございました。

＜お知らせ＞
○岸和⽥地区「典礼奉仕のための勉強会」・・・

泉佐野教会

14 時〜

9 月 9 日（⽇）・・・ 第 1 回 「ミサ」<主⽇の重要性とミサ> ・・・ シルバノ神父
23 日（⽇）・・・ 第 2 回 「聖体」<感謝の祭儀＞

・・・・・・・クラウディオ神父

10 月 14 日（⽇）・・・ 第 3 回 「みことば」<みことばの祭儀＞・・・・クラウディオ神父
主の食卓に招かれた私たちが、司祭・奉仕者ばかりでなく、会衆全体で捧げる⽇ごとの
「ミサ典礼」について、重要な点をできるだけわかりやすく学び、理解と味わいを深める機会になる
ことを趣旨としています。
奉仕者だけではなく、多くの皆様の学びへの参加をお待ちして おります。
○敬⽼の日お祝い会・・・9 月 16 日（日）・・・ミサ（8 時 30 分〜）後、信徒会館にて
年齢に関係なく、どなたでもご参加ください。
みんなで楽しくおしゃべりいたしましょう。
○「病者･障がい者とともに歩むミサ」・・・
前身である「世界病者の⽇」として始まったミサは今回で４回目です。
9 月 24 日（月・祝）

14:00〜⼤阪カテドラル聖マリア⼤聖堂

司式︓ 村⽥ 稔

司祭

○世界宣教の日（地区⼤会を兼ねる）…小教区でのミサは有りません
泉佐野教会 10 月 7 日（日）９時３０分ミサ〜

14 時 30 分

昼食の準備あり。飲み物は各自持参。
若者によるスピーチ、乳幼児･⼩学低学年の別プログラム有、
ブロック対抗玉入れ・ダンスなど

○ブロックを考える日・・・・
⽇時︓

10 月 8 日（月・祝）

「 浦上キリシタン墓地 巡礼バス旅⾏ 」
観光バス（浜寺教会

8 時出発）

場所︓ 浜寺→和泉→岸和⽥→和歌⼭・屋形町教会→禅林寺（浦上キリシタン記念碑墓参）
屋形町教会にて、講話「浦上四番崩れ」、祈りのつどい、昼食
→和歌⼭城→花⼭丘陵（深堀きくの墓）→紀伊風⼟記の丘→岸和⽥→和泉→浜寺
参加費（\1.000 の弁当代込）︓
⼤⼈\3.000 中･高生\2.000 ⼩学生\1.000 幼児無料
弁当の要・不要は申込⽤紙に記入する。
申込締切日︓

9月9日

申込時に支払いをお願いします。担当︓北⽥

○国際協⼒の日・・・１０月２１日（日）
○ベトナム語ミサ・・・10 月 28 日（日）

ミサ１１時〜、交流会１２時３０分〜 ⼤阪カテドラル
9 時 30 分〜通常のミサをベトナム語で⾏います。

司式︓グエン・シン・サック夙川教会助任司祭
ベトナム⻘年たちが、頑張ってﾐｻの準備をしてくれています。普段、ベトナム共同体が感じている
⾔葉の壁に、時には、私たちが寄り添ってみることも⼤事なことだと思います。
ご協⼒ください。♥♥

※9 月２日（日）、ミサ後 聖堂耐震補強工事についての進捗状況の報告会を開きます。
たくさんのご参加をお願いいたします。
（ご注意ください）９⽉のミサは、カルロス司祭が休暇・帰国で不在のため、時間に変更が有ります。
９⽉の主⽇ミサ担当⼀覧
2⽇

年間第 22 主⽇

浜寺

和泉

岸和田

8:30 村⽥

9:30 ベスコ

インターナショナル・ミサ

10:30 村⽥（評議会）
インターナショナル・ミサ

9:30 村⽥（評議会）
9⽇

年間第 23 主⽇

11:00 ポ語

8:30 ベスコ

10:30 ベスコ

ミシェル
8:30 村⽥(評議会）

8:30 ベスコ

16 ⽇

年間第 24 主⽇

23 ⽇

年間第 25 主⽇

8:30

村⽥

8:30 ベスコ

30 ⽇

年間第 26 主⽇

9:30

ベスコ

8:30 村⽥

◇毎週土曜日

14:00 村⽥（英語）

10:30 ベスコ
10:30 村⽥
15:00 村⽥（英語）
9:30 カルロス

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
和泉 ︓⽉曜⽇（毎週） … 19:00
木曜⽇（第２，４）…9:00（今月は休み）
⾦曜⽇（毎⽉第 1）… 9:30
⾦曜⽇（毎⽉第 1）…9:30（今月は休み） 岸和田︓木曜⽇（毎週） … 9:00

◇ポルトガル語ミサ
◇英語ミサ

毎⽉第 2 ⽇曜⽇…11:00（浜寺）

毎⽉第 3 ⽇曜⽇…1４:00（和泉）

毎⽉第 4 ⽇曜⽇…15:00（岸和⽥）

9 ⽉の各種集いの案内
◇「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
◇聖書の分かち合い（Fr.村⽥） ・・・・

9 ⽉の奉仕者当番表
先唱
聖体奉仕

第１､３ ⾦曜⽇ 19:00 ︓ 浜寺教会

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

2⽇

典礼

高石

泉⼤津①

9⽇

財務

16 ⽇

営繕

泉⼤津

高石

23 ⽇

庶務

堺

泉⼤津②

30 ⽇

社会活動

高石

堺①

子供侍者

第⼀朗読

第二朗読

堺③

