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「わたしは主のはしため、お言葉通りになりますように」
スピノラ修道女会

森本 紀美子

８月は平和旬間で戦争を思い起こし、特に平和のために祈る月です。
先の第二次世界大戦は１９４１年１２月８日（無原罪の聖マリアの祝日）に
開戦し、１９４５年８月１５日（聖母の被昇天の祝日）に終戦となりました。
戦争のない平和は聖母マリアと深い関わりがあるように思います。
聖母マリアはどのように平和を教えてくださっているのでしょうか。
まさに生き方そのものです。大天使ガブリエルが神の救いの計画を
告げた時の答えが「わたしは主のはしため、お言葉通りになりますように」でした。
ご自身が神に仕える者としてメシアの到来を待ち望んでいたマリアの「はい」により、
神の救いは実現しました。

(結婚式の飾り)

わたしたちの会の創立者マルセロ・スピノラ枢機卿は次のように言っています：
「み言葉の託身を研究すると、この世の救いという働きの中でマリアには特に重要な役割が与えられた
という結論に達します。これはある一瞬のことではなく、常にそうであったのです。マリアが
イエス・キリストのために母となったことは今もいつでもそうなのです。マリアが託身の時に全人類の
ためにされたことは人類が地上に続く限り行われているのです」 と。
このマリアの生き方、即ち、神のわたしたちに対する無限の愛に感謝し、愛により赦されていることを
思い起こし、兄弟姉妹と話し合い、その喜びを人々に伝えるとき、自分自身、まわりの人々、全世界が
平和になるのではないでしょうか？
聖母マリアの取次ぎにより、平和の源である神に祈りたいと思います。日々神がわたしに
求めていることに 「はい。お言葉通りになりますように」 と答えながら・・・

おめでとうございます①
＜＜ｶﾞﾙ司祭誕生＞＞
2019 年 7 月 11 日、インドネシアにて、
たくさんのお祈りの中、
司祭叙階のお恵みを頂かれました。
ｶﾞﾙ司祭の ご健康と、これからのご活躍を
祈りましょう。

おめでとうございます ②
＜＜誓願 50 周年 金祝 Sr.鹿山＞＞
いつも、笑顔でブラジル共同体のお世話を、して下さっています。
5 年間の修行の時を経て、誓願式に臨まれたそうです。
「当時は、きびしかったのよ～」 と。(*^_^*)
細いお身体ながら、優しく、豪快な笑い声に、いつも元気を
頂いています。ご健康と、益々のご活躍をお祈りいたします。

＜トウ君 お元気で！！＞

ﾍﾞﾄﾅﾑでも頑張ってください
又、会えるといいね。♥

おめでとうございます③
<ｸﾞｴﾝ ｶﾞ ﾌｨ 君 受洗＞
神様のお恵みを受けて、
健やかに成長されますように・・・
若いご両親です。頑張れ！！

東京から
ｲｸﾞﾅﾁｵ教会の
ﾆｬｰ神父様が
来てくださいました

おめでとうございます④
< アイン君♥トゥイさん ご結婚＞
おしあわせにね！

当日の花は、すべて新婦が活けました。
ﾍﾞﾄﾅﾑで教会のお花を活けていたそうです。聖堂や信徒会館
にも、手作りのお花が飾られ、嬉しさが伝わってきました。
結婚式のミサでは、ﾍﾞﾄﾅﾑ青年たちが、声をあわせて、
二人のために大きな声で歌いました。練習の成果が出ていましたね。ご近所の母娘さんが
参列して下さり、とても感動していらっしゃいました。これから、教会での結婚式が続きますように・・・。
お祝い会も手作りで、喜び溢れる楽しい時間でした。ご協力いただいた皆様、ありがとうございました。

＜ﾌｪｽﾀｼﾞｭﾆｰﾅ in

浜寺

6/23＞

あちらこちらで、フェスタを行う機会が増えてきたようです。
その為か、昨年より少ない参加者でしたが、久しぶりに会う方たちも
いらっしゃるのでしょう。抱き合って大喜び！！
楽しい時間を過ごされていました。美味しい料理も頂きました。
ダンスも盛り上がっていましたよ。また、来年、お会いしましょう。

２０１９ 平和旬間

平和祈願ミサ

（国際ミサ）

日時 2019 年 8 月 11 日（日） 11:00～13:00
場所 カトリック浜寺教会
上映 :アッシジの聖フランシスコ
～ 歩もう！アッシジの聖フランシスコに倣いて ～
※ミサは、日・伯・越 合同ミサです。11 時からです、９時半のミサは有りません
ミサ後、みんなで食事を囲みましょう。準備など、ご協力くださいませ。
「きゅうりの一夜漬け」を､作ってきてくださいませんか？（三役まで）
車内には、必ず駐車券を 見えるところに置いてください。

※ お茶当番、変更します。（９月より実施）
これまでの地区割りでのお茶当番制を廃止し、信徒全体から有志を募り、毎週 2 人 1 組での
お茶当番制とします。現在、有志 15 人（７～８組）集まっていますが、さらに募集しております。
９時に来られる方、「掃除は体力的にも無理だけど、お茶の準備くらいなら・・・」と思われる方も、
是非お手伝いください。
片付けは、信徒会館の掃除当番が行います。
聖堂

※ 掃除当番、変更します。（８月より実施）
これまでの地区順当番制を廃止し、毎週、信徒全員で掃除をします。
担当箇所は、週替わりでずらしていきます。
地区名と担当箇所は、丸い担当表で掲示・お知らせします。

信徒

高石

会館 堺

泉大津

ﾄｲﾚ

聖堂・・・①掃除機かけ（香部屋も）、②ひざまずき台の乾拭き・聖歌集などの整理、③入口の掃き掃除
④ゴミ捨て（香部屋も）
トイレ（エマオ横の男女トイレと多目的トイレ）
・・・①床の掃き掃除とモップ掛け、②便器のブラシと拭き掃除、③ごみ収集、④ペーパー補充と
在庫確認、⑤手拭タオルの交換と洗濯（持ち帰り、次週持参）
信徒会館（併設のトイレも含む）
・・・①掃除機かけ、②台拭き、③お茶の片付け、④トイレ掃除（上記と同じ）、⑤ゴミをまとめる。
ごみ袋の在庫確認、⑥手拭タオル･布巾などの交換と洗濯（持ち帰り、次週持参）
※それぞれの箇所の掃除をし終えた人が、 チェック表に印を記入して、終了です。
※人手が多い地区は、人手不足の地区のお手伝いをお願いします。また、草取りなど気づいた場所の
掃除をお願いします。
※大掃除の時には、窓拭きなども追加されます。 皆さまのご協力で、短時間で済ませましょう。

浜寺 9:30

８月の主日ﾐｻ担当一覧
4 日 年間第 18 主日
11 日 年間第 19 主日

和泉 9:30

岸和田 9:30

ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾐｻ

ジュアン

ベスコ

村田 （評議会）

国際ミサ 11 時

ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾐｻ

ベスコ

マルコ（9:30 のﾐｻ無し）

ジュアン

15 日 聖母の被昇天

ベスコ

ジュアン

村田

18 日 年間第 20 主日

ベスコ

ジュアン
英語（村田）14 時

村田

25 日 年間第 21 主日

ジュアン

村田

英語（ｼﾞｭｱﾝ）15 時

主日前晩のミサ ・・・ 19:30 (和泉)

◇毎週土曜日
◇平日のミサ

ベスコ

…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

浜 寺 ： 火曜日（毎週）

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） （今月は合同ミサ）

◇英語ミサ

毎月第 3 日曜日…14:00（和泉）

毎月第 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）

第 2 日曜･･･9:30（岸和田）

８月の各種集いの案内 （ ※ 8 月は、すべてお休みです。）
✧ 聖書の分かち合い（Fr.村田） ・・・・

第１、３金曜日 １９：００ ： 浜寺

✧ 「聖書 100 週間で読む」集い（Sr.ルイザ） ・・・毎週土曜日 １４：３０ ： 和泉
✧ 勉強会（Fr.村田）・・・・第 1、第 3 土曜日 １３：３０ ： 岸和田
✧ 勉強会（Fr.ｼﾞｭｱﾝ）・・・・第 1、第 3 水曜日 １９：３０ ： 浜寺
✧ 勉強会（Fr.ｼﾞｭｱﾝ）・・・・第 2、第 4 木曜日 ミサ後 ： 浜寺

８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。

侍 者

第一朗読

第二朗読

4日
11 日

名札受付

掃除当番

共同祈願

聖堂･信館・トイレ

財 務
ベトナム語

ブラジル語

営 繕

大掃除
高石・堺・泉大津
平和旬間交流会

お茶当番
高石
泉大津①

15 日

庶 務

堺③

18 日

社会活動

堺・泉大津・高石

高石

25 日

宣 教

そうめん流し

泉大津②

※「巻頭言の英語・ベトナム語版」 と 「評議会だより」は、諸事情により、発行が遅れます。ごめんなさい。

