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「聖書による十の愛し方」
“10 Ways to Love According to Holy Bible”
ガル・アルジャンタ・ブブン 神父
Fr. Galhu・Arjanta・Bubun
１．

口答えせずに 聞き従います。 （箴言１８）
Listen without interrupting (Proverbs 18)

２．

非難せずに 話します。 （ヤコブ１：１９）
Speak without accusing (James1:19)

３．

惜しまずに 与えます。 （箴言２１：２６）
Give without sparing (Proverbs 21:26)

４．

絶えずに 祈ります。 （コロサイ１：９）
Pray without ceasing (Colossians 1:9)

５．

議論せずに 答えます。 （箴言１７）
Answer without arguing (Proverbs 17)

６．

振りをせずに 分かち合います。 （エフェソ４：１５）
Share without pretending (Ephesians 4:15)

７．

不平や理屈を言わずに 行います。 （フィリピ２：１４）
Enjoy without complaining (Philippians 2:14)

８．

躊躇わずに 信じます。 （コリントー１３：７）
Trust without wavering (1Corinthians 13:7)

９．

責めずに 赦し合います。 （コロサイ３：１３）
Forgive without punishing (Colossians 3:13)

１０． 約束を忘れずに 守ります。 （箴言１３：１２）
Promise without forgetting (Proverbs 13:12)
「愛がなければ、無に等しい。」 コリントー１３：２
(If I do not have love, I am nothing.) 1Cor 13:2

＜成人式 おめでとうございます
U. S.君、
N.K.君

U.Y.君、
ガブリエル君、

１．１２＞

H.M.君
ティン君

国際ミサの中で、成人のためのお祈りをしました。新成人たちは、日頃から、
侍者や先唱の奉仕を担ってくれていて、頼もしい青年たちです。
将来の夢に向かって、神様の愛を感じながら、一歩ずつ歩みを進めてください。
浜寺共同体は、皆さんを応援しています。(^o^)／ 聖堂には沢山の参加者でした。
ミサ後は、一緒に新年を祝いました。
たくさんの美味しい持ち寄り料理をありがとうございました。
食べきれずに残っていた料理は、皆で分けて、全てお持ち帰りいただきましたが、
せっかくの料理です。会場で残さず食べきれるように、今後、購入量などを検討し
ていきたいと思います。

成人信徒としての初仕事？ケーキカットです♥
「ナイフを下から入れると、ケーキがつぶれないわよ！」と
ご指導いただきました。な・る・ほ・ど！！
＜２０１９年の動き＞…庶務記録より
(転入・復帰) ・・・ K.J.さん、M.M さん、T.S さん、H.K さん＆ご家族
（転出） ・・・

Y.S.さん・Y.K.さん、O.T.さん

（受洗） ・・・

A.K.さん、ラファエル君、H.T さん・H.Y.さん、グェン ガ F.君

（堅信） ・・・

A.T.さん・A.K.さん、H.T.さん・H.Y.さん、T.R.さん、U.K.さん
A.M.さん、I.M.さん、K.J.さん、H.K.さん、
R. F. フェリクス デアラガオさん、F. T. ヨナハ デアラガオさん

（結婚） ・・・

グェン トゥアン A.さん♥ﾚｰﾃｨ T.さん(７月)

Y.A.さん♥H.さん（１１月）

（逝去） ・・・

F.S.さん（１月）H.T.さん（４月）O.S.さん（４月）H.K.さん（９月）
H.Y.さん（１０月）N.M.さん（１１月）Y.K.さん（１２月）

<出会いの家

炊き出し ご協力のお願い＞-社会活動

２月１６日（日）に炊き出しに行きます。下記、持ち寄りしますので、ご協力ください。
○募金 ○お米・お米券・本 ○食料品 （食用油・しょうゆ・だしの素）
○おにぎりの具（海苔・梅干し・花かつお・塩昆布・みそ）

○タオル・せっけん・下着

○中古可の品（男女衣料・毛布・バスタオル・タオルケット・靴下・スニーカー・ネクタイ 他）
※ 詳しくは、社会活動までお問い合わせください。

＜行事予定＞

今年も３人出場します 応援よろしく！

２月９日（日） ミサ後 餅つき会
１６日（日） 泉州国際マラソンです。ミサ終了時は車が出せません。気をつけてください。
３月８日（日） ミサ後、チャリテｨｰバザー開催。チラシ配布・提供品・当日のお手伝いなど ご協力ください。

＜いずみブロック 四旬節黙想会＞
３月１日（日）

岸和田教会

講師 ： 松浦 謙 神父（住之江教会・なみはや教会主任）
テーマ ： 「生活の中に共にいるイエス」
プログラム ： 11：15 ～ 12：00 第１講話
12：00 ～ 13:00
昼食
13：00 ～ 13：45 第２講話
13：45 ～ 14：30 黙想
14：30 ～ 15：15 分かち合い
15：15 ～ 15：30 まとめ 閉会

昼食お弁当の申し込みは
２月２３日（日）締切です。
宣教 まで。

＜お願い＞
※財務より ・・・・ 〇４月より、三菱東京 UFJ 銀行の窓口では、入金の際に、硬貨１００枚につき
手数料￥５００超を支払わねばなりません。銀行は、なるべく ATM で入金して欲しい
ようです。が、ATM も１回につき硬貨は１００枚しか受け付けてくれません。
毎週の堂内献金は、嬉しいことに硬貨が１００枚を超えておりますので、
入金作業を、２・３回に分けねばなりません。ATM 作業の時間短縮の為、
両替のお声かけをさせて頂きます。ご協力よろしくお願い申し上げます。

〇２０２０年度の維持献金袋を作成いたします。お名前に変更のある方・
新社会人や収入が有る方で、維持献金をしても良いとお考えの方は、
財務までお声をかけてください。教会の未来を支えてくださいませ。

※広報より ・・・・ ○過日のアンケートにおいて、「浜っ子は HP で見るので希望しない」との
ご回答が複数ありました。HP には、個人情報の観点から、個人名や顔認証が
出来る写真の掲載は控えることにしております。ご了承くださいませ。
聖堂内に浜っ子の在庫が無いときは、お知らせください。直ぐに追加印刷できます。
写真につきましては、関係者へはデータをお渡ししたり、印刷してお渡ししています。
ご希望の方は 広報までお声をかけてください。

※オルガニストを育てています。勇気を出して奉仕に名乗りをあげて下さいました。日々の練習時間も
必要です。当日の緊張は、計り知れないものがあります。でも、頑張ってくださって
います。温かいまなざしで見守ってくださいませ。演奏者・詩編唱者は、いつでも
募集しております。よろしくお願い申し上げます。

< 2 月のお茶当番
2日
A 夫妻

>
9日
O・W

16 日

23 日

O ・S

E・F

２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

✧ 「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
✧ 勉強会（Fr.ｼﾞｭｱﾝ）・・・・第 2、第 4 木曜日 9 時のミサ後 ： 浜寺

浜寺 9:30

２月の主日ﾐｻ担当一覧
2 日 ✝主の奉献

和泉 9:30
ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾐｻ

ベスコ

村田（評議会）

9 日 年間第 5 主日

ｼﾞｭｱﾝ
１１時 ポ語 マルコ

16 日 年間第 6 主日

村田（評議会）

23 日 年間第 7 主日

ベスコ

26 日

灰の水曜日

岸和田 9:30
ｼﾞｭｱﾝ（評議会）
ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾐｻ

ベスコ

村田

ジュアン
１４時 村田（英語）

ジュアン

村田

１９：００ ジュアン

ベスコ

１５時ｼﾞｭｱﾝ（英語）

１９：３０ ベスコ

１９：００ 村田

◇毎週土曜日 ・・・ １９：３０ 主日前晩のミサ（和泉 ）

…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

◇平日のミサ 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）

◇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）

２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

2日
9日

ﾍﾞﾄﾅﾑ青年

名札受付

掃除当番

信 館

共同祈願

聖堂

トイレ

典礼

高石

泉大津

堺

財務

16 日

営繕

堺

高石

泉大津

23 日

庶務

泉大津

堺

高石

26 日

灰の水曜

