浜っ子
２０１８
２０１８年 10 月号

発行 カトリック浜寺教会
高石市羽衣 2-2-27

TEL072
TEL072072-261261-1563
FAX072FAX072-261261-1594

(2018.9.30 発行)

「アーメン」の豊かな意味について
マリア布教修道女会 Sr. ルイザ・ゴリ

１． 旧約聖書では、「アーメン」は、他人との意見の一致を表したり、
ある使命を引き受けたり（ｴﾚﾐｱ 11,5） 契約の責任を受け入れたりする場合もあります。
２． 祭儀におけるアーメンには、神に身を委ねること、神の言葉に信頼して、そのいつくしみにすがる
祭儀におけるアーメン
こと 神に素直に聞き従おうとする決意（ﾈﾍﾐｱ 8,6）、神がかならず聞き入れられるとの確信
などの意味があります。（ﾄﾋﾞﾄ 8,8）。
３． イザヤ預言者は、神が何百年にわたって行われた救い主の約束にたいして、忠実であることを
表すために 「アーメンなる神」
「アーメンなる神」という最も意味深い表現を用います。
決定的な神の「アーメン」は、イエス・キリストご自身なのです。それは、イエスをとおして
４． しかし、決定的な神の「アーメン」は、イエス・キリストご自身
決定的な神の「アーメン」は、イエス・キリストご自身
神がすべての約束を完全に実現されたからです。（２ｺﾘﾝﾄ 1,19-20; ｴﾌｪｿ 1,3-14）。
黙示録では、主イエスは「アーメンである方」と呼ばれています。イエスご自身は、「わたしの食べ
物とは、わたしをお遣わしになった方のみ旨を果たし、その方の業を成し遂げることである」（ﾖﾊﾈ
4,34）と言っておられます。イエスは、神の全人類に対する愛の計画を受け入れる覚悟（アーメン）
を表しておられます。
５．教会
教会は、天国にいる救われた者とともに、「アーメン」をとなえます（黙示録 7,12）。
教会
イエスの恵みがすべての人に及ぶように（22,20-21）という、全聖書の末尾となる祈願も「アーメン」
という語で結ばれています。
イエスの母、聖マリアも、天使から告知を受けた（ﾙｶ 1,26-38）ときから、イエスの十字架の傍らに
6. イエスの母、聖マリア
たたずむ（ﾖﾊﾈ 19,25）ときまで、「アーメン」を貫いた方です。
７ ．「恐れずに、自分自身から出て、周辺の世界に行くように」と教皇フランシスコが繰り返していま
す。
わたしたちも、自分自身から出て、神が愛のゆえに、主イエスにおいてすべての救いの約束を成
わたしたち
就された、との「よろこばしい知らせ」（福音）を、兄弟姉妹とともに、分かち合うことができますよう

＜教会の台風被害について＞
教会の台風被害について＞
屋根の上の押さえ部分が吹き飛ばされ
ました。（修理済）
営繕さんを中心に、ベテラン勢が駆けつ
けて素早い対応をして下さいました。
ありがとうございました。
資材不足です。

しばらくご不便をおかけします。
信徒会館の窓が割れ（修理済）、波板の屋根･壁が破損しました。

（詳しくは評議会だより 9 月号掲載）

THE RICH MEANING OF “AMEN”
1. In the Old Testament, the word “Amen” was used to express agreement, or acceptance of a role or
responsibility towards a pact.
2. During prayers in the temple, Amen was used to entrust oneself to the Lord, or to express one`s
firm hope in God’s words, or a decision to follow God’s will, or the conviction that the Lord will
hear one`s prayer.
3. Isaia uses an expression of a deep meaning, “The
The Lord is Amen”,
Amen to say how faithful the Lord is in
keeping his promises.
4. The most decisive “Amen” from God is Jesus himself, because in him all the promises of God are
fulfilled. In the Apocalypse Jesus is called “The One who is Amen”, and Jesus himself says he has
come to accomplish the will of the Father.
5. The Church, together with all the saints in Heaven, proclaims

Amen, as we read in the

Apocalypse. The last words of the Bible are: “The grace of our Lord Jesus Christ be with all.
Amen.”
6. Mary, the Mother of Jesus, was an incessant Amen throughout her life, from the Annunciation to
her presence near the cross of Jesus.
7. As Pope Francis says again and again, “Don’t be afraid! Get out and go into the world near you!”,,
let us get free from ourselves and bring the Good News (Gospel) of God’s love in Jesus to our
brothers and sisters. Amen.

<夏恒例！！そうめん流し
夏恒例！！そうめん流し ８/２６・・・かき氷もあったよ
２６・・・かき氷もあったよ！＞
真夏のような気温の下、冷たいそうめん
そうめんとかき氷
そうめん かき氷は、
かき氷
一瞬でも幸せな世界でした。流れにあわせて上手に
すくえましたか？かき氷は何味がお好きですか？
楽しくおしゃべりしながら、いただきました。
暑い中、準備してくださった方々、ありがとうございました。

＜敬老の日 ９／１６ ・ みんなで茶話会＞
みんなで茶話会＞
ミサ時間がいつもより早く、参加して下さった御高齢者は、少なくて残念でしたが、
一緒にお茶菓子をいただきながら、ゆっくり、楽しく、お話しができました。

いつまでもお元気で、まだまだたくさんのことを教えてくださいね。
お手伝いすることが有れば、遠慮なく、ご連絡ください。

＜お知らせ＞
○岸和田地区「典礼奉仕のための勉強会
「典礼奉仕のための勉強会」
」・・・ 泉佐野教会

14 時～

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

○ブロックを考える日・・・・

「 浦上キリシタン墓地 巡礼バス旅行

」

日

時

：

10 月 8 日（月・祝）

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）

観光バス（浜寺
浜寺教会
浜寺教会 7 時 40 分集合

8 時 出発）

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。
申込時に支払いをお願いします。担当：北田
申込時に支払い

追加募集中
（10／６
10／６ 迄）

世界宣教の日・地区大会

（共催；聖ザベリオ宣教会、岸和田地区宣教評議会）

日時：１０月 ７日（日）
場所：カトリック泉佐野教会天使幼稚園ホール＆運動場
◆スケジュール
9：30～
30～11：
11：35 ミ サ（泉佐野教会 聖堂）

トアン君が

発表します！
派遣の祝福前に《4
派遣の祝福前に《4 人の若者による証し》
＊別室にて、乳幼児・小学低学年生のプログラム実施

11：
11：35～
35～12：
12：00
12：
12：00～
00～12：
12：45
13：
13：00～
00～13：
13：45
13：
13：45～
45～14：
14：00
14：
14：00～
00～14：
14：20

移動と休憩
食事と懇談（幼稚園ホール）
ダンスとうたごえ
運動場へ移動
ブロック対抗玉入れ
＊雨天の場合中止

＊食事は、地区で用意（無料
＊食事は、地区で用意（無料）します。
は、地区で用意（無料）します。
＊ごみは持って帰ってください。
＊飲み物は、各自持参です。
＊ホールは下足禁止です。下足袋をご用意ください。

14：
14：20～
20～14：
14：25 みんなで歌いましょう「アーメンハレルヤ」
14：
14：25～
25～14：
14：30 閉会挨拶
14：
14：30～
30～15：
15：00 皆で後片付け！
◆献金先 一般社団法人 日本カトリック信徒宣教者会（JLMM
日本カトリック信徒宣教者会（JLMM）
JLMM）
＊聖堂入口に献金箱が設置されています。

○共に歩む旅
共に歩む旅 ・・・ ９月２５日（火）
（全 10 回）
２５日（火） １９：３０～岸和田教会
１９：３０～
○国際協力の日
国際協力の日・・・１０月２１日（日）
国際協力の日 １０月２１日（日） ミサ１１時～、交流会１２時３０分～
ミサ１１時～ 交流会１２時３０分～ カテドラル聖マリア大聖堂
各国料理と物品の屋台と楽しいステージなど、お誘いあわせの上、ご参加ください。
○大阪教区典礼研修会…
大阪教区典礼研修会…１０月２８日（日）
大阪教区典礼研修会…１０月２８日（日） １４：００～ サクラ ファミリア
「典礼における信徒の役割」

講師 ： 酒井 俊弘師（補佐司教）、 パウロ・セコ師

○病者訪問について
病者訪問について ～概論と具体例～ ・・・主催 ： 岸和田地区宣教評議会 社会活動部会
１０月２８日（日）１４：００～ 泉佐野教会

講師：松本信愛（のぶよし）師 （ガラシア病院チャプレン）

○ベトナム語ミサ
ベトナム語ミサ・・・１０
ベトナム語ミサ １０月
１０月２８日（日）
２８日（日） ９時３０分～
３０分～通常のミサをベトナム語で行います。
分～
司式：グエン・シン・サック夙川教会助任司祭
ﾍﾞﾄﾅﾑ青年たちが、頑張ってﾐｻの準備をしてくれています。日頃、彼らが感じている言葉の壁や
我慢を、時には、私たちが感じて、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。♥♥

浜寺 9:30

１０月の主日ミサ担当一覧

和泉 9:30

世界宣教の日・(
世界宣教の日・(地区大会)
地区大会)
7日

泉佐野教会

岸和田 9:30
9:30 ～15:00

年間第 27 主日
各小教区では ミサは有りません （前晩ミサ 6 日 和泉 19:30 岸和田 18:00）
18:00）

14 日 年間第 28 主日

ベスコ
11：
11：00 ポ語 マルコ

カルロス

村田

（評議会）

（評議会）

村田
21 日 年間第 29 主日

カルロス

ベスコ
１４:00
１４:00 カルロス（英語）

28 日 年間第 30 主日
◇毎週土曜日
◇平日のミサ

ベトナム語ミサ
サック
村田

カルロス
ベスコ
15:00 村田（英語）

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
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）
毎月第 3 日曜日…14:00（和泉） 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

