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新しい年をどのようにお迎えになりましたか ？
ご承知のように教会は、元旦を「世界平和の日」と定め、世界平和への思いと行動を新たにし、祈ることを奨励
しています。教皇様は、毎年全世界に向けてメッセージを送られます。２０１９年度のメッセージの中に、
ベトナムのグエン枢機卿の「政治家の真福８端」を引用されています。
『

自分の役割に対して高い意識と深い理解を持つ政治家は、幸いである。
信頼できる人柄の政治家は、幸いである。
自分の利益のためにではなく、共通善のために働く政治家は、幸いである。
一貫して忠実である政治家は、幸いである。
一致を実現する政治家は、幸いである
抜本的改革を行うため尽力する政治家は、幸いである。
耳を傾けることのできる政治家は、幸いである。
ひるまない政治家は、幸いである。

』

教皇様のメッセージのタイトルは、「良い政治は平和に寄与する」でしたので、政治家という言葉が使われて
いますが、私たちは、それを「私とあなた」と変えて読めばいいと思います。私たちは世界平和のために働き・
祈ることを求められているからです。具体的な一つの行動として、２０１８年のメッセージでは、弱い立場の人
ー 難民・移住者・人身売買の犠牲者―の受け入れ、守り、促進,共生する取り組みを勧めておられます。
私達も自分にかなった取り組みを考え、実行したいものです。私たちの小さな取り組みでも、世界平和への
小さな歩みに貢献できることを、確信しています。平和の君であるイエス様とマリア様がともに歩んでくださるから
です。新しい年が平和の実りの年でありますように。 あけましておめでとうございます。

I wish you a Happy New Year.
How did you spend your New Year holiday?
As you know, the Church has designated New Year's Day as “World Day of Peace” and encourages
the renewal and prayer of thoughts and actions for world peace.
Pope Francis sends a message to the whole world every year. In the message of World Day of Peace
2019, the “Beatitudes of the Politician”, proposed by Vietnamese Cardinal François-Xavier Nguyễn
Vãn Thuận is quoted:
Blessed be the politician with a lofty sense and deep understanding of his role.
Blessed be the politician who personally exemplifies credibility.
Blessed be the politician who works for the common good and not his or her own interest.
Blessed be the politician who remains consistent.

Blessed be the politician who works for unity.
Blessed be the politician who works to accomplish radical change.
Blessed be the politician who is capable of listening.
Blessed be the politician who is without fear.
The title of the Pope's message is the “Good politics is at the service of peace,” so the word of
politician is used, but I think that the word “politician” may be replaced with “I and you,” because
we are asked to work and pray for world peace.
As one specific action, in the message of World Day of Peace 2018, Pope Francis encourages our
efforts to welcome, protect, promote and integrate asylum seekers, refugees, migrants and victims
of human trafficking. We would like to do for them whatever lies in our power. I am confident that
even our small efforts can contribute to a small step towards world peace. This is because Jesus who
is Prince of Peace and Mary, Mother of Jesus walk with us.
Best wishes for world peace in 2020 and I hope you will have a great year

主のご降誕と新年のお慶びを申し上げます。
今年もよろしくお願い申しあげます。
昨年は、掃除当番 ・お茶当番が見直されるなど、少しずつながら、
みんなで協力し合える共同体に向かって進んでいるようです。
ベトナム青年もさらに増えています。自分が出来ることから少しずつ、
みんなで助け合いながら、今年も楽しく元気に過ごしてまいりましょう。

＜ ﾍﾞﾄﾅﾑ青年による馬小屋つくり＞

１２月１日、信徒会館横に、美しい馬小屋が飾られました。アルミシートを黒に塗り、山が出現。洞窟の中には
ご降誕の様子があらわされました。夜には、電飾がつき、なおいっそう美しく輝いています。
聖堂入口や門扉の星の電飾も、併せてご覧ください。羽衣地区の季節のスポットになりそうですね★★
作業にご協力いただいた皆様、ありがとうございました。

＜ご結婚おめでとうございます ２０１９．１１．３０＞
Y.A さん ♥ H さん
浜寺教会聖堂での結婚式は、何年ぶりだったでしょうか？
ご本人・ご家族はもちろん、準備するみんなも笑顔で、楽しくて、
嬉しい１日でした。いつまでも おしあわせにね。

＜クリスマスコンサート 2019.12.21＞
令和の時代になり、これまでとは違う日時での開催となりましたが、今年もたくさんの方がご来場
くださいました。ご一緒に楽しいひと時を過ごすことができましたことを、神に感謝したいと思います。

数年ぶりに「ﾊﾝﾄﾞﾍﾞﾙｸﾜｲｱうらら」の皆さまにご出演頂きました。心が洗われるような、透き通ったベルの
音色が聖堂に鳴り響き、一気に日常の気ぜわしさが消えてゆき、主の降誕を待ち望むにふさわしい、
穏やかな空気に包まれました。ﾃﾞｨｽﾞﾆｰから映画曲まで幅広い曲目を、目まぐるしくベルを持ち換えながら
演奏され、感動と優しい気持ちで、胸が熱くなりました。
宮崎剛先生には、知識豊かな且つユーモアを交えた楽しい曲紹介とそれに続く素晴らしいピアノ演奏に、
毎年のことながら圧倒させられました。これまでレッスンで耳にしていた曲が、まるで違う曲のように演奏され、
多分お帰りになって試しに弾かれた方もいらっしゃるでしょう。更には、毎年恒例の、圧巻の即興リクエスト
メドレーに続き、「翼をください」「もろびとこぞりて」の大合唱で会場が一つになり、感動の拍手と「また
来年も・・・」と、期待するお声をたくさん頂戴いたしました。
最後に、ベスコ神父様からのクリスマスのお話は、私達の心に深く染み込んでいきました。
今年も、とても素晴らしいコンサートになりました。感謝申し上げます。
小林美術館様には、今回も、快く休憩時にお手洗いをお貸しくださいました。本当に助けて頂いております。
ありがとうございました。ご意見・ご感想などございましたら、是非お聞かせくださいませ。
お手伝いいただいた皆様にも感謝いたします。
ｻﾆｰｻｲﾄ様より
帰りの車の中で、ｸﾘｽﾏｽソングを歌い、コンサートの余韻に浸りながら、
無事に帰宅し、来年は第 3 土曜日やね・・と、次の楽しみまで頂き
ありがとうございました。ご招待頂く度に、みなさまとの繋がりの
あたたかさが沁みていく、感謝の気持ちでいっぱいです。
出会える機会を頂き本当にありがとうございます。
共に幸せを喜び合える幸せは、何物にも代え難いですね。
神様に感謝です。

＜お知らせ＞
※1 月 12 日（日） 11 時～

日・伯・越合同の国際ミサです。成人（日：4 名・伯：1 名・越：1 名）のためのお祈りが
有ります。
ミサ後は、新年会です。持ち寄りをお願い致します。ﾊﾟｰﾃｨｰ準備は 9 時からです。

※共に歩む旅 ・・・・・1 月 14 日（火）19 時 30 分～２１時 岸和田教会
※一緒に祈りませんか・・・１月２５日（土） １４時～紀ノ川教会 「神の母聖マリア」 講師：ジュアン司祭
※「カトリック浜寺教会 日曜学校」 が、下記はじめました。チェックしてみてください！！
Facebook

Instagram

Twitter
1 月２６日のミサ後
旧正月を、ベトナム青年と祝う会が
予定されています。ﾍﾞﾄﾅﾑ料理が
ふるまわれます。楽しみです♥

< 1 月のお茶当番
1日
K ・N.M

５日
K ・ S

>

１２日

１９日

２６日

新年会

T・H･H

K ・ S

1 月の各種集いの案内
✧ 日曜学校（対象：小学生） ・・・毎週日曜日 ミサ後 ： 浜寺（エマオ）
✧ 聖書の分かち合い（Fr.村田） ・・・・

第１、３金曜日 １９：００ ： 浜寺 ※3 日は休み

✧ 「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 １３：00 ： 岸和田
✧ 勉強会（Fr.ｼﾞｭｱﾝ）・・・・第 1、第 3 水曜日 １９：３０ ： 浜寺 ※1 日は休み
✧ 勉強会（Fr.ｼﾞｭｱﾝ）・・・・第 2、第 4 木曜日 9 時のミサ後 ： 浜寺 ※９日は休み

浜寺 9:30

1 月の主日ﾐｻ担当一覧
１日✞神の母聖マリア

ベスコ

5 日 ✞主の公現

村田

12 日

和泉 9:30

岸和田 9:30

ジュアン

０:００ 村田
村田

ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾐｻ

１１時 国際ミサ
マルコ・ジュアン

主の洗礼

19 日 年間第 2 主日

ジュアン（評議会）

26 日 年間第 3 主日

ベスコ

ベスコ

ジュアン （評議会）

ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾐｻ

ベスコ

村田（評議会）

村田

ベスコ

１４時ｼﾞｭｱﾝ（英語）
村田

ジュアン
１５時村田（英語）

◇毎週土曜日 ・・・ １９：３０ 主日前晩のミサ（和泉 ）

…9:00
和泉 ： 月曜日（毎週）…19:00
木曜日（第２，４）…9:00 ※９日は休み
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

◇平日のミサ 浜 寺 ： 火曜日（毎週）

◇ポルトガル語ミサ

毎月第 2 日曜日…11:00（浜寺） ※今月は、日・伯・越の国際ミサです。

◇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）

1 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

名札受付

掃除当番

信 館

共同祈願

聖堂

トイレ

宣教

堺

高石

泉大津

泉大津

堺

高石

高石

泉大津

堺

1日
5日
12 日

無し

青少年

19 日

広報

26 日

評議会

