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主日のミサ時間が変わります。 9 時 30 分～ 1 回のみ となります。
感染対策へのご協力 いつもありがとうございます。
聖堂の窓や出入口は解放したままです。寒くなってまいりました。
上着・ひざ掛けなど、 各自で寒さ対策をお願いいたします。
〇

○

ミサ当日、自宅にて 熱を測ってきてください。熱のある方・風邪症状のある方など、体調がすぐれ
ない方は、無理をしないでお休みください。ご家族に体調がすぐれない方がおられるときも同様に、
ミサの参加をお控えください。
主日のミサに与る義務は、教区内のすべての方を対象に免除されています。
高齢者・病人・基礎疾患のある信者、これらの人の介護や治療にあたる信者など、ミサに出席
するかどうかは各自でご判断下さい。
You Tube にて、 カトリック岸和田教会の主日のミサが、配信されています。
「ｶﾄﾘｯｸ岸和田教会」で、検索ください。時間をおいても、ご覧になれます。
ご自宅で、霊的聖体拝領としてご参加・お祈りください。
１、 換気のため、すべての窓・出入口は開放したままにします。
２、 必ず マスクを着用 して下さい。忘れた方は係りの者にお声をかけてください。
３、 < 教会へ来られたら・・・>
① 体温測定をさせて頂きます。
② 献金・維持費・一粒会献金（第 2 日曜）・支援募金など
ミサ前にそれぞれの箱に入れてください。ミサ中に堂内献金の箱は回しません。
③ せっけんで手を洗ってください。
④ アルコールで手指消毒をします。
⑤ 配布物 (リーフレット・浜っ子・時報など) ・・・ 係りの者より受け取ってください
⑥ 一人ひとりの間隔をとるようにして座ります。（カードで記しています）
⑦ 先唱者に続き、声を出してお祈りください。（控えめに・・） 聖歌は歌いません。

★クリスマス献金のお願い★

学校法人ザビエル学園

世界は一つの家族となり、かけがえのない命を授かったすべての子どもに、喜び、愛と
希望に満ちた生活ができる環境を与える事を願い、支援してまいります。
☆フィリピン・ケソン市の診療所の支援（目標額 60 万円）
☆西アフリカ・シエラ・レオネの保育所建設のため（目標額 60 万円）
☆アフリカ中部・チャドの奨学金の設立のため（目標額 60 万円）
詳しい説明文書は掲示しております。

１２月最終週までの毎週 献金箱（木箱）を受付に出します。皆様、ご協力ください。

「た だ い ま」
ジュアン ロムアルドゥス神父
皆さん、お久しぶりです。お元気で過ごしていらっしゃいますか？
帰国休暇のため、３ヶ月以上岸和田教会に不在ということで、互いに顔を見合わ
せることはできませんでした。御存じの通り、２０２１年６月６日に岸和田教会を
出て、母国のインドネシアへ出発しました。今回、久しぶりの気持ちとして、帰国
休暇に関して、また休暇中の経験を皆さんに報告しながら、分かち合いたいと
思います。
まず、新型コロナウィルス感染拡大という厳しい状況の中で旅をするのは私に
とってあまり自信がありませんでした。しかし、インドネシアにいる母親と家族に５年間全く合わなかった
からこそ、コロナにもかかわらず、一度顔を見せたいと考えて、ザベリオ会の管区長様と相談した上で、
我が故郷に帰らせていただきました。
次に、インドネシアへ出発する前に、ＰＣＲ検査を受けました。そして、インドネシアに着いて、政府に
決められたホテルで６日間の待機をしなくてはいけませんでした。しかも、待機中に２回ものＰＣＲ検査を
受け、幸いに検査結果は陰性だったので、地元のフロレス島へ出発することができました。またフロレス
島に着いて、５日間待機して後、やっと家族に出会った。あまりにも疲れたと思いましたが、家族との再会
が出来、とても幸せでした。
また、日本と同じように、新型コロナウィルスが広がるリスクを減らすために、地元の教会はしばらく閉鎖
されました。しかし、私が着いた頃、ちょうど教会のミサが再開されたので、地元の教会の主任司祭の
依頼で、日曜日のミサを手伝ったり、老人や病人訪問をしました。そのお陰で、久しぶりに地元の教会の
信者や親戚、友人や知人の皆さんと再会することができたのでとても嬉しく思いました。残念ながら７月の
末ごろから、インドネシアには変異ウイルス「デルタ株」が起きたので、またミサや祈りの集いなどを
すべて中止することになってしまいました。
そして、休みを終えて、日本に帰ろうとした時、ご存じの通り変異ウイルス「デルタ株」発生のために、
政府より緊急事態宣言が出されました。しかも、一週間、国内の海上・陸路・航空輸送は一時的に停止
され、ジャカルタへ行く予定でしたが行けなくなりました。一週間後、国内便が再開されたので、ＰＣＲ検査
を受け、ジャカルタへ出発しました。着いた途端、私はジャカルタのザベリオ会で１０日間の待機を余儀
なくされました。待機した後、二回目のワクチンを受け、そのため日本への帰る日を延長しなければなりま
せんでした。
日本へ帰るためにあらためてＰＣＲ検査を受け、９月２９日に日本へ出発しました。しかし、関西国際
空港に着いて、空港での PCR 検査後、また１４日間の待機が必要だったので、最初の３日間は政府に
決められたホテルで滞在し、その間にも、検査を受けなくてはいけませんでした。おかげ様で、すべての
検査結果は陰性でした。そして、１０月２日に、ザベリオ会モイヨリ神父様が日航ホテルまで迎えに来て、
ザベリオ会に戻った後、１１日間の自己待機が待っていました。幸いに１０月１３日に隔離期間が終わり、
戻って来る事ができました。
今回いずみブロックで不在中に、いろいろお世話になった皆様に感謝したいと思います。まず、村田
神父様、ザベリオ会の神父様方、そして、信徒会長、役員の皆様、各委員会の皆様、そして、信徒の皆様、
本当にありがとうございました。さらに、不在のため、いろいろ迷惑かけてしまったこと、特に、岸和田教会
に戻るのが大変遅れてしまったことを心よりお詫び申し上げます。
最後になりますが、長い旅、しかも、休みの間に新型コロナウィルス感染拡大という厳しい状況の中に
巻き込まれても、健康に変わりがなく、また、無事岸和田教会に戻ることができたということは、神様の
お恵みや皆様の祈りのお陰だと思います。本当に、神に感謝、そして、皆さんにも感謝致します。さらに、
メッセージとしては皆が忙しくて、ゆっくり交わりの時間を取れないかもしれませんが、これからもう一度
自分の家族を大切にして、お互いに支えて行きましょう。家族は、人生の始まりであり、愛が終わらない
場所だからです。ロックダウンの際に一緒にいると、家族の関係がいかに貴重なものであるかをより一層

理解する機会となります。コロナは私たちの多忙な生活を中断させ、家族と過ごす
貴重な時間を与えてくれました。また、私たちに責任感を持たせ、小さなことにも感謝
させてくれました。そして何よりも、私たちは個人としてではなく、コミュニティの一員と
して、この世に存在していることを思い出させてくれました。しかし、大事なことは、
神様の計画の実現を願い祈ること、どんなに厳しい状況の中でも、神が共にいて
くださるという信仰は大切です。問題があるときに、神への信仰によって乗り越えられる
ように神に祈りましょう。どうか、これからも私たちの愛するいずみブロックのために、
心と思いを一つにして、共に歩んで参りましょう。宜しくお願い致します。

＜村田神父様は退院されています＞
11/3、無事に退院され、しばらくの間は岸和田教会のミサを中心にしながら、回復に努めて
いらっしゃいました。短くされた髪型もお似合いですね。配信をご覧いただくと、お元気な姿が見られます。
お会いできる日も近そうです。ご無理なさいませんように。神に感謝。

＜＜七五三のお祈り 11/14＞＞
あまりに参加者が少なく・・
18 歳以下・・・の子どもたちが、
神様に日々の感謝とこれからも
お守りくださいますように、
すべての子どもたちのためにも
お祈りいたしました。
♪神様といつも一緒♪

＜＜死者追悼式 １１/7＞＞
亡くなられた方々の永遠の安息を願い、
ご焼香をして、祈りを捧げました。
皆様の祈りが、届きましたね。
天国から見守って
ください。

＜待降節 黙想会＞
12 月 5 日（日） ミサ後 聖堂にて

＜ベトナム語黙想会＞
12 月 12 日 （日） 12 時 聖堂にて

担当司祭 ： ジュアン司祭
DVD 録画されたものを見て（約 30 分）
その後、黙想して（約 10 分）終了です。
たくさんのご参加を お待ちしています。

担当司祭 ： サック司祭
講和 ・ ゆるしの秘跡 ・ ミサ
THỜI GIAN：12H～
NGÀY 12/12/2021
ĐỊA ĐIỂM：GIÁO XỨ HAMADERA
CHƯƠNG TRÌNH：TĨNH TÂM,
GIẢI TỘI,THÁNH LỄ

＜＜馬小屋つくり＞＞
待降節を 1 週間後に控えた 11/21 のミサ後、
ベトナム青年と ベテラン青年たちが
聖堂入り口横に、馬小屋を作ってくれています。
毎年、発想の豊かさに驚かされます。
今年の完成が待ち遠しいです。
あたりが暗くなる 17 時頃から 聖堂入り口の大きな星や門扉とともにライトアップされます。
ぜひ、見に来てくださいね。子どもたちもツリーの飾りつけをしましたよ。
完成版は来月号に掲載予定！

12 月から主日のミサは 1 回です。

浜寺 ９：３０

12 月主日ﾐｻ担当一覧
5日

24 日（金）降誕（夜半）ﾐｻのみ 2 回あります。

待降節第２主日

和泉 ９：３０

岸和田 ９：３０

ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾐｻ

村田

ベスコ

ジュアン（評議会）

12 日 待降節第３主日

ジュアン
11 時 ポ語（イッポリト）
12 時 ﾍﾞﾄﾅﾑ語（ｻｯｸ）

ベスコ

19 日 待降節第４主日

ジュアン
（評議会）

英語ミサ
村田

24 日（金）
主の降誕（夜半）

１８：００ ・ ２０：００
ジュアン

１８：００ ・ ２０：００
ベスコ

25 日（土）
主の降誕（日中）

９：３０ ベスコ

９：３０ 村田

９：３０ ジュアン

ジュアン

村田
15 時 ジュアン（英語）

26 日

聖家族

ベスコ

２０２２年１月１日（土）
神の母聖マリア

９：３０ ベスコ

ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾐｻ

村田（評議会）
ベスコ
１９：００
村田

９：３０ ジュアン

９：３０ 村田

◇毎週土曜日 ・・・ １９：３０ 主日前晩のミサ（和泉 ）…（12/18･19 時）のみ

…9:00
木曜日（第２，４）…9:00・・・お休み
金曜日（毎月第 1）…9:30

◇平日のミサ 浜 寺 ： 火曜日（毎週）

金曜日（毎月第１）…9:30
岸和田

◇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）・・・お休み

◇ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ ﾐｻ

毎月第 1 日曜・・・（和泉）

12 月の掃除割り当て表 ・・・
消 毒
5日

有志

12 日

堺

19 日

高石

24 日

有志

25 日

有志

26 日

泉大津

1/1

有志

： 月曜日（毎週）…9:00・・・お休み

和泉

： 木曜日（毎週）… 9:00

毎月第 4 日曜日…15:00（岸和田）

第 2 日曜･･･（岸和田）

地区別で掃除をしていただくようになります！
聖 堂

トイレ

堺
高石

泉大津

泉大津

堺

信徒会館

その他

ブラジル

信徒会館椅子準備

※難民移住移動者支援をお願いいたします（１２／１９まで）
日持ちのするもの・・・缶詰・インスタント食品・調味料など
大きいサイズの衣類
新しい 大きめ男性用下着
（米やパスタは、十分に集まっているそうですので、お断りしております。）
詳しくは 社会活動まで、お尋ねください。

