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令和の裏山の風
スピノラ会

Sr. 高 橋 美 智 子

今朝も２歳児の部屋に行く。お靴を脱いで、上靴に履き替えて、持ってきたカバンの中身、手紙と
おむつとコップと・・・出して、お帳面にシールを貼る。一人でできる。この世に生を受けて２年余り。
見事。
お手洗いが済んでおむつを穿く。傍らで保育者が見守っている。そこだけ騒がしい社会から切り離され
たスローモーションの空間が見える。幼いイエス様もマリア様に見守られてお二人だけの空間を経験
なさったのだろう。
夢中で遊んでいて急に泣き出すことがある。ママを思い出して涙が出て来る。幼いイエス様もそうだっ
たのだろうか。わたしたちも通った道。
神さまは、夫婦のきずなを祝福してくださった。教会は結婚を秘跡として大切にしている。女・子どもが
ないがしろにされていた時代に、イエス様が子どもを大切になさったのは、「慈しみの神様」の「思い」が
現れた証。
先日、年長組の給食に行った。温かく迎えられ、男の子ばかりのテーブルに着いた。はにかみながら
いろいろと教えてくれた。食事が終わると給食セットを片付けてくれる、給食道具を入れた袋を園長室
に運んでくれる。至れり尽くせりだった。わたしはイエス様にこんなに心を込めて甲斐甲斐しくお世話し
たことはないなぁ。イエス様の周りに集まった子供たちも彼等なりに細やかに動いたのではないだろう
か。イエス様と子どもたち、どんな雰囲気だったのだろう。
子どもたちが教えてくれた裏山の風。

The wind that passes through the small mountain behind our house
This morning I went to the room of the two years old children. They took off their shoes
and put on their indoor shoes, opened their bags and took out everything inside the bags:
letter, diapers, cups on the desk---and put a sticker in the notebook. Two years have passed
since they were born. Now they can do many things by themselves. Great! Wonderful job!!!
When they finish wee, they put on their diapers. The teachers watch over them. I can see a
slow motion movement that separates from the busy and noisy society. Perhaps the child
Jesus might have experienced the same between him and his Mother Mary who watches him
with a loving gaze.
While they are absorbed in playing, they cry suddenly. They burst in tears remembering
their mothers. I wonder if child Jesus did the same. That is also the way we pass.

God blessed the bond of married couples. The Church cherishes the marriage as one of the
sacraments. In the time of Jesus when women and children were considered inferior to men,
Jesus treated them well. It is a sign of “God’s Mercy.
The other day I ate my lunch with elder children. They all welcomed me warmly.
I sat down at the table of the boys. They shyly taught me many things. When they
finished eating their lunch, they put back and brought the lunch bag to the teachers’ room.
They took good care of me. I wonder if I ever devotedly and heartfully took care
of Jesus. The children who came to Jesus might have treated Jesus with delicate
affection. I dream of that scene of Jesus and children!
The children taught me how the wind passes through a small mountain behind our house.

＜平和旬間 国際ミサ

８．１１ ＞

昨年同様に、日・伯・越・中･韓の信徒が一同に集まり、
マルコ・村田両司祭の司式で合同ミサが行われました。
共同祈願も５か国語、奉納では、平和を祈る折鶴と花が
捧げられました。聖歌・主の祈りも各国の言葉で、でも
心は一つで祈りました。
今年の平和旬間のテーマ「平和に寄与する人になろう・・・自分自身・他者・被造物との平和」を受けて、
浜寺では「ｱｯｼｼﾞの聖ﾌﾗﾝｼｽｺの生涯」を取り上げ、少しでも自分の生活を見つめる機会になれば良いと考えました。
６人の青少年が、何度も読む練習をし、聞き取りやすいよう
同じ速さで、はっきりとした声で朗読して下さり、
それに合わせて、画像とﾍﾞﾄﾅﾑ語訳が、スクリーンに
映し出されました。少し長い文もありましたが、最後まで、
皆の気持ちが一つになっていたように感じました。
ミサ後は、戦時中に思いを寄せ、「団子汁と麦入りおむすび、きゅうり漬」を食しました。たくさんの方々の犠牲と
ご協力で、この日を迎えられたことを、心から感謝申し上げます。ありがとうございました。
金祝を迎えられた Sr.鹿山へ
祈りの花束を、
プレゼントしました。

＜チェロコンサート・・・中村 仁 氏

８．１８ ＞

猛暑の中を、足を運んでくださった方々に、冷房の効いた聖堂入口で、冗談交じりで
「ようこそ、天国へ・・・！！」と、お迎えしていたのですが、演奏が始まると、一瞬にして
まるで本当に天国にいるかのような感動と心地良い安らぎとに包まれました。
１９９５年生まれ。ジュリアード音楽院古楽演奏科で学費全額免除生として学びながら、休みを利用して
各地で演奏会を開き、多くの人々に感動を与えていらっしゃいます。
今回は、ピアノ伴奏に、ピアニストの古川文子さんが来て下さり、とても贅沢な共演が実現しました。
優しい曲、力強い曲、コミカルな曲など７曲、更にはアンコールに次ぐアンコール曲まで聞かせて下さって、
目の前で巧みに弾きこなされる姿は、素人の私たちは、ただただ感動するばかりでした。「涙しました！」
という方も、多数いらっしゃいました。わたしたちを素晴らしい世界へと伴ってくださり、ありがとうございました。
聖堂に、ほぼ満席の状態でしたが、時間の猶予があったならば、もっとたくさんの方々にお知らせして、
聞いて頂きたかったです。また、是非、お聞かせください。今後のご活躍をお祈りいたします。
素晴らしい出会いを作ってくださった神さまに感謝します。

※
「イエスとの出会い」
岸和田地区信仰養成基礎コース
時間 ： 午後２時～４時
場所 ： カトリック泉南教会
8 月 25 日（日）「イエスとわたしたちの交わり」
9 月 1 日（日）「イエスの『愛』を分かち合う」
9 月 8 日（日）「イエス・キリスト、父のいつくしみのみ顔」
9 月 15 日（日）「新しい福音宣教のあり方」

※ミサ終了後の掃除は、全員で

講師：Fr.カスキーリョ・マルコ
講師：Fr.コデノティ・クラウディオ
講師：Fr.ジュアン・グロムアルドウス
講師：Fr.村田 稔

※ お茶当番は、９月より有志の方々が２名ずつ

行うことになりました。担当場所は

担当して下さいます。ありがとうございます。

聖堂後方の壁に、担当表が有ります。

片付けは、信徒会館の掃除担当地区ですが、

浜っ子や聖堂入口のｶﾚﾝﾀﾞｰと合わせて、

掃除が無い日は、お時間の許す方でお手伝い

ご確認ください。（右回り）

ください。ご持参くださったお菓子は、食器棚の
上に有ります。少なくなったら呼びかけします。
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9 月の主日ﾐｻ担当一覧

浜寺 9:30

1 日 年間第 22 主日

モヨリ

8 日 年間第 23 主日

和泉 9:30

岸和田 9:30

ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾐｻ

村田 （評議会）

ジュアン （評議会）

村田（評議会）

ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾐｻ

ベスコ

ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語マルコ 11 時

ジュアン

村田

15 日 年間第 24 主日

ジュアン

22 日 年間第 25 主日

ベスコ

ジュアン

29 日 年間第 26 主日

村田

ベスコ

ベスコ

英語（ジュアン）14 時

村田
英語（村田）15 時
ジュアン

◇毎週土曜日 ・・・ １９：３０ 主日前晩のミサ（和泉 ）
◇平日のミサ

…9:00
木曜日（第２，４）…9:00
金曜日（毎月第 1）…9:30

浜 寺 ： 火曜日（毎週）

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…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）

９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

✧ 「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

９月の奉仕者当番表
先唱

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

名札受付

掃除当番

信 館

共同祈願

聖堂

トイレ

１日

青少年

泉大津

堺

８日

広 報

ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語ミサ

15 日

評議会

敬老のお祝い会

22 日

典 礼

高石

泉大津

堺

29 日

財 務

堺

高石

泉大津

聖体奉仕

※お茶当番は、有志の方々が 2 名で担当して下さいます。片付けは、信徒会館担当地区です。

高石

