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人 生 に 新 し い 展 望 を
梅雨に入り雨が多く、アジサイの花もしっ
とりと葉を濡らし、一滴の雨のしずくがきら

第 348 号
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を受け入れた人は、他の人に伝えずにはいら
れないからです。

りと光り、神様の恵みを感じます。教会の総

現在教会は、宣教の刷新に熱心に取り組も

会も終わりました。新しい奉仕者も決まりま

うとしていますが、ここには日々の務めとし

した。今まで奉仕して下さった方々に心から

て私達皆に課せられた一つの形があります。

感謝いたします。これからも宜しくお願い致

それは、身近な人にも、知らない人にも、自

します。次の２年間も聖霊の導きを識別して

分と関わりを持った人に福音をもたらすと

神様が私達に「何をしてもらいたいか」私達

いうことです。これは、会話の中で行ったり、

の使命を自分自身、全身を尽くして働きまし

誰かの家を訪ねた宣教者が用いるような、形

ょう。水巻教会の共同体は今まで沢山のお恵

式にとらわれない宣教です。弟子であればい

みを頂いて良く進みました。今からもキリス

つでも、イエスの愛を伝える心の準備があっ

トを中心として、前を向いて進みましょう。

て、通りや広場で、職場で、旅路で、どこで

〝神の旅”を神と共に歩きましょう。福音の

でも自然と伝えるようになるのです。この宣

神髄に私達を導くベネディクト 16 世の言

教にはいつも、相手への敬意と優しさがあり

葉を何度も繰り返しました。「人をキリスト

ます。まず最初は、相手が自分の事を話した

信者にするのは、倫理的な選択や高邁（こう

り、喜びや希望、愛する人についての思い、

まい）な思想ではなく、ある出来事との出会

そのほか沢山の心の中の事を分かち合った

い、ある人格との出会いです。この出会いが、

りするような個人的な会話です。この宣教に

人生に新しい展望と決定的な方向付けを与

はいつも、相手への敬意と優しさがあります。

えるからです。私達を閉鎖性から救いだすの

このメッセージを伝える際には、謙虚な態

は、神の愛との出会い——あるいは再会——

度でそれを分かち合い、常に学ぶものとして

のみです。この出会いは幸せをもたらす友情
になります。神に導かれるままであれば、自
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己を超えて、より真の自己に到達し、人間以

もう一つの聖霊の歌・・・・・・・５面

上になって初めて真に充実した人間になれ

教会学校・・・・・・・・・・・・６面

るのです。それにこそ福音宣教の泉がありま

幼稚園から・・・・・・・・・・・７面

す。なぜなら、人生の意味を取り戻すその愛
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証をしなければなりません。そしてそれが、

身振りや、聖霊が具体的な状態の中で働く何

私達を超越した、深く豊かなメッセージであ

らかの形で表されます。

ることを意識していなければなりません。そ
のメッセージは場合によっては直接に、場合

皆さん、新たに私達の宣教の使命を意識し
て一緒に働きましょう。

によっては個人的な証し、物語として、又は

２０１６年
１．始めの祈り

信徒総会議事録

２．主任司祭挨拶

３．2015 年度 年間行事報告
４．2016 年度 年間行事計画（案）
５．2015 年度 会計報告、会計監査報告
６．2016 年度 予算（案）
①日時
2016 年 6 月 12 日 11:00～12:30 於:聖堂
②まとめ
年間行事報告、年間行事予定、2015 年度会計報告、2016 年度予算(案)は拍手をもっ
て承認を得ました
③総会資料の訂正箇所
・宣教委員会は岩本ナセさん
・週集会、金曜日の聖書の集い（マヘル神父） 毎週 午後７時
④質疑応答
質疑 納骨堂の返金額が合ってないのでは？

※

差額の説明を実施しました。
賃借料の項目に駐車場の賃借料と書いてあるが、教区の土地では？教会が払っ
ているなら、幼稚園も払っているのか？
応答 納骨堂について、予算項目が違うので差額が出たと思う。調べて確認、後日説明。
駐車場について、教区の土地だが、教区からの要請で駐車場代として教区に支払
うことになった。（今までは水巻町に支払い）幼稚園が払っているか未確認。
今は、駐車場として使っているが、幼稚園は将来、園庭にしたいという話が出て
いる。将来、幼稚園側と話し合い、検討していかなければならない。
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質疑 預かり源泉所得税は誰のですか？
応答 事務員さんです。
質疑

教区分担金の金額が増えているのは？

応答 もともと教区の指導は 15%。数年前に金額を減らしたが、２年前ぐらいから少
しずつ 15%に戻し、今年で 15%に戻った。
質疑 営繕引当預金積立支出の残り４０万ほどのお金は何に使われたのか？
応答 納骨堂の返金をした為。
質疑 小教区会計繰入金支出が０円なのは？
応答 この項目は、主に街頭募金。2015 年度の街頭募金を実施していないため 0 円で
した。
質疑 その他の特別献金と言う項目は会計に入れないのでは？
応答 教区の指導で会計項目に入れている。
⑤総会で出た意見、要望
・地区集会で決めた事が不透明に。

※

・どういう経過で役員が選ばれたのか分からない。※
・納骨堂利用者集会をするなら、利用者達で役員を決めたら？
・規約（役員選定部分）の見直し。小教区委員会で見直ししてもらいたい。
・役員さんも奉仕で働いている。教会の方から飲み物代、弁当代を負担してあげたらい
いのでは？
・納骨堂献金を勝手に使ってほしくない。

※
※の項目には、次頁で補足説明
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信徒総会議事内容に補足します
（広報委員会 編）
質疑： 納骨堂献金（回答がなされたもの）
納骨堂献金収入の金額（銀行口座変更との欄）に 242..5 万円が提示されている。一方で塗工
店に払った（営繕費）76１..７万円の余りは、238.2 万円。両者に、どうして差がでるか？（差
は 3.9 万円）

→回答：雨樋いの工事であり、これは別項目に入れられている。

再質疑：金額の記録（2015 年度総会：決算）等から分かるが、塗工店に払った金額（上記に同
じ）７６１.７万円は、（項目５７．建物附属設備取得支出１７万）＋（項目４４．営繕費

７４

５万）の合計である。この区分によれば、この７６１.７万円と注文請書による金額７５８．４万
との差は、どう説明できるのか？

→後日回答する、とされた。

意見：今年度は、役員決めがある年だという事も出てなかった。新小教区委員長の決定の経緯
は全く出されていなかった。新委員長が選任された選ばれたことも、アナウンスされていなかっ
た。両氏を推薦した地区の数はどうだったのか、疑問がある。
→回答（委員長）
：小教区委員会での小教区委員が、選抜・選考委員の役割をし、秘密会議の様に
話し合った。さらに、候補者からは「候補者２名＋立ち会い２名の小会議があった」ことも話さ
れた。
意見：３月１３日の小教区委員会の合意事項は、からしだね４月号に掲載されたが、
「副委員長
等も地区からの推薦」と解釈でき、さらに会議出席者の記憶によれば「推薦された人たちで、互
選を行い、話し合いで役割を決める」と聞いた。ところが４月３日、１０日の小教区委員会で、
副委員長等について地区からの推薦を求めたが、取り上げられなかった。やがて５月１日に田中
氏が委員長に決定された。しかし、その直後の数日内から、副委員長等が、新委員長によって指
名されていき、齟齬が生じていた。
意見：納骨のお金を教会に修理代に使ったことは遺憾。一般信徒に振り分けて、出して貰いた
かった。今後も使うべきでない。
意見：昨年度の納骨堂利用者集会で出された意見が、小教区委員会に原案として提示されて
いる。
意見：教会法の文書「信徒の居住地は小教区に存在していること（518 条）」は小教区の地域割
を明確化している。これと当教会の小教区委員会規約「小教区委員は小教区の委員より選出され
た者」と併せると、被選出者は小教区の地域の在住者と解釈されるのではないか？

小教区委員会（６月５日（日）
）について
総会の準備として、資料の確認がなされた。特に決算、予算について確認、委員の中で質
疑応答がなされた。委員については、その場に旧委員、および新委員候補者が、共に揃った。
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もう１つの聖霊の歌（一般賛歌）
みたまよ来たりて（来たれ、作り主なる聖霊よ）
「聖霊の続唱」によって、聖霊を称える歌詞になじまれたと思いますが、聖霊の著名な聖
歌がもう１つあります。それは、カトリック聖歌集で、
「223 番、みたまよきたりて」で昔、
馴染まれたものであり、原曲（メロディは同一）はグレゴリオ聖歌 Veni Creator で；１節
の歌詞は、Veni Creator Spiritus, Mentes tuorum visaita, .... という様なものです。以下
では、カトリック聖歌集（左列）と対比しつつ、原文の和訳（右列）を並べてみます。なお、
次の話題で、どうしても話が飛躍するのですが、この歌詞は１９世紀音楽の集大成、マーラ
ー作曲、交響曲第８番「一千人の交響曲」第一部の歌詞にも使われ、力強く歌われています。
１．み霊よ来たりて、み恵みの雨に
１．み霊よ来たりて、み恵みの雨に

1. 来たれ、作り主なる聖霊よ、訪れよ、あ

乾ける心を、潤わせ給え

なたを信じる人の心に。
あなたが造られる心を、天上の喜びで

２．み霊よ来たりて、か弱き我等を
２．み霊よ来たりて、か弱き我等を
励まし助けて、導かせ給え

満たして下さい。
2. 慰め主と呼ばれる方。いと高き神のたま
もの。命の泉、炎よ、愛よ、聖霊の油を

３．み霊を来たりて、み光を照らし
３．み霊を来たりて、み光を照らし

注ぐ方

尊きみ教え、悟らしめ給え

3. あなたは七つの霊的たまもの、神の右の
指。あなたは御父の約束されたごとく、

４．み霊を来たりて、清き愛の火を
４．み霊を来たりて、清き愛の火を

のどに言葉を溢れさせる方

眠れる心に、燃え立たせ給え
眠れる心に、燃え立たせ給え
５．み霊を来たりて、いにしえの如く
５．み霊を来たりて、いにしえの如く

4. 感覚に光をともし、心に会いを注いでく
ださい。わたしたちの体の弱さを、永遠

妙なるみ業を、世に満たし給え

の力で強めながら。

６．父み子み霊の、三位にまします
６．父み子み霊の、三位にまします

5. 敵を遠くへ撃退し、たえず平和を授けら

ゆいつのみ神に、世々に栄あれ

れる。こうしてあなたに先立つ導き手に
より、われらはすべての害より逃れます。
6. あなたによって、御父を知り、御子を覚
え、両者から来る聖霊をいかなる時にも、
信じることができます様に。
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教 会 学 校 の ペ ー ジ
５月２２日

出席者

山田

蓮さん

○

聖書と典礼の聖書箇所を実際に聖書から探し出す練習をして、
再読しました。
★ヨハネによる福音 16 章１２～１５
★使途パウロのローマの教会への手紙 5 章１～５
○ 聖書に記されている「義・苦難・忍耐・練達・希望」の言葉
の意味を、それぞれ辞書を使って調べました。
簡単な言葉に言い換えたり、例え話をして、理
解を深めました。

6 月 1２日
出席者
山田 蓮さん
樽角 樹祈さん(幼児)
豊岡 香純さん(高校生)
○

ミサで読まれた「ルカによる福音
7 章３６～５０」を聖書から探し出し、再読しました。
赦すことの大切さを勉強しました。聖書を開くことに少し慣れて
御言葉(みことば)を探し出す作業も、早くなりました。
○ 小田神学生が、神学校より紙芝居を持ってきて読んでくださ
いました。
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水巻聖母幼稚園からのお知らせ
いつも水巻聖母幼稚園へのお祈り・ご協力
ありがとうございます。

☆『みんななかよく』～
☆『みんななかよく』～夏まつり～
夏まつり～
日

時

７月１６日（土）１７時～１９時 ※土曜日夕方開催です

どなだでもご参加いただけます。未就園児のお子さまも大歓迎です。
お誘いあわせご家族でぜひいらしてください。

☆『水巻聖母幼稚園
☆『水巻聖母幼稚園 入園案内パンフレット』
入園案内パンフレット』
新しいパンフレットが２０１６年度６月にできあがりました。
どうぞご自由におとりください。

これからもどうぞお祈りよろしくお願いいたします。
水巻聖母幼稚園

園長 Ｓｒ松川明子
職員一同
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★大人の日曜学校★
大人の日曜学校★

日 時：７月１７日(日) ミサ後

日

場 所：グリーンパーク(若松区)

テーマ等、詳しいことは日曜日のお知

時：7 月３日(日) ミサ後

らせをご覧ください。

昨年同様、教会行事の一つで、子ども含
め家族みんなで楽しもうという「ファミリ

★熊本支援金★
熊本支援金★

ーキャンプ」を行います。

熊本地震支援金

ミサ後、グリーンパークに移動し、ゲー

１４１，２７０円

ご協力、ありがとうございました

ムや食事をしようと計画しています。多く

★特別寄付★
特別寄付★

の皆様のご参加をお待ちしています。

高須地区の松山 弘様より、ご寄付をいた

詳しい内容は日曜日の「お知らせ」で知

だきました。

らせますので、ご覧ください。

ありがとうございました。

今月の聖人

1 日 ペトロ岐部と 187 殉教者

17 世紀

ペトロ岐部と 187 殉教者は、1603 年から 1639 年にかけて殉教した日本人である。日
本各地を代表しており、社会的立場も司祭、武士、商人、家族、女性、障がいのある人、子
どもと多岐にわたっている。188 人のうち、司祭が 4 人、修道者 1 人、他の 183 人は信
徒であり、徳川幕府時代の厳しい迫害にもかかわらず、いのちをささげることによって信仰
を証しした。地域別にみて、人数が多いのは京都のヨハネ橋本太兵衛をはじめとする 52 名
と、米沢のルイス甘糟右衛門ら 53 名である。
また、生月の西一家、京都の橋本一家、加賀山・小笠原一族、島原の内堀一家は、家族が
信仰のきずなで結ばれ、励まし合い、支えあって殉教していった。
188 名の中で代表的な人物は、イエズス会の司祭、ペトロ岐部である。1587 年、豊後
に生まれた彼は、有馬にあるイエズス会のセミナリオに入ったが、1614 年、禁教令によっ
てマカオへ追放された。マカオでの養成が困難であったためローマへ出発し、そこで司祭と
なったが、帰路についたとき日本では迫害の嵐が吹き荒れていた。1639 年、彼は江戸で逆
さつるしの刑に処せられ、殉教した。
殉教者たちの信仰と愛を称えて、2008 年 11 月 24 日、長崎市においてペトロ岐部と
187 殉教者の列福式が行われた。日本の教会が、殉教者の血から生まれ、その上に立てられ
たことを思い起こし、現代社会の中で教会が自信と活気に満ちあふれて、福音を宣べ伝える
きっかけとなった。死をとおして、イエスの愛にならった彼らの証は、どんなときもイエス
の価値観を選び、それを証しすることの大切さを、わたしたちに教えてくれる。
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