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マヘル神父

2017 年の待降節に入りました。神であ

乏しくうわべだけの生活を送る私達を目覚

るイエズス様が、私たちの救いのためにこの

めさせてくださるよう、
イエスの恵みを切に

世に人間としてお生まれになりました。毎年

願わなければなりません。

神様の信じられない愛を意識してお祝いし

十字架の前にいること、聖体の前にひざま

ます。
この度のクリスマスも新たにイエズス

ずくこと、
ひたすらイエスのまなざしのみ受

様を探して出会いましょう。
今年の待降節の

けていること、
それはなんと甘美な事でしょ

手紙に書いてあるように神の愛がアダムと

う。それはなんと素晴らしいことでしょう。

エバの時から旧約と新約の歴史の間続きま

それによって何が起るのか、
それは私達が見、

した。その歴史を毎年見直しながら、クリス

又聞いたことを、あなた方にも伝えるという

マスの本当の意味を悟ります。待降節の間、

ことです。
福音を伝えようという決断にとっ

エッサイの木の推薦する聖書の箇所をお送

て最高の動機付けは、愛をもって福音を観想

りいたします。
毎日一つ一つを見ながら救い

すること、
その内容をじっくりと考えて心で

の歴史を見直しましょう。この方法によって

読むことによって得られます。

私達の先輩達を黙想しながら、自分の頂いた

今年も 12 月 31 日の最後の 1 時間をご

恵みを感謝しましょう。
今年も又この方法を

聖体の前で過ごして 1 月 1 日０時から

チャレンジしましょう。

2018 年のミサで始めたら如何でしょう。

毎年待降節の時に 3 人の博士たちと同じ

2018 年、共同体のメンバーと一緒にごミ

ように私達が旅に出て、
イエズスの新たな出

サでスタートしてみませんか？ご家族そろ

会いを探しましょう。又その出会いを深めま

ってこの典礼に参加されてはいかがでしょ

しょう。

う。

聖体の前で祈りをするのは昔から教会の
習慣でした。私はオブレートのメンバーとし

ミサ聖歌研修会・・・・・・・・・・２面

体の前で少なくとも 30 分間は祈ります。こ

ボランティア活動報告・・・・・・・３面
小教区委員会・・・・・・・・・４・５面
大人の日曜学校・・・・・・・・５・６面

の静かな時間が大きな恵みです。

幼稚園より・・・・・・・・・・・・６面

て毎日ミサを立てるとともに、1 日の間ご聖

私達は、
日々切に願わなければなりません。
冷え切った心を開いてくださるよう、
熱意に
－1－
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ミサ聖歌研修会 in ザビエル聖堂
2017 年 10 月 15 日（日）13 時から福岡黙想の家後援会の主催で大名教会の深堀

純

氏を迎え、ミサ聖歌の研修会が行われました。ザビエル聖堂は、老朽化した鹿児島のカテド
ラル聖堂（木造）を修復移築したものです。昨年秋には、アルフォンソ合唱団（鹿児島、熊
本出身者 60 余名）によるモーツアルトミサが行われましたが、音響の良さを確認して頂き
ました。2 年前から年 2 回、5 月と 10 月に深堀氏による研修会を実施しています。教区報
に案内を掲載し、近隣の小教区にも参加を呼び掛けています。
研修会は、いつも始めに「主の祈り」歌います。
『みこころが天に行われるとおり、地にも
行われますように』のショートブレスを休符で歌うと、意味がそこなわれる。
『わたしたちの
罪をおゆるしください、わたしたちも人をゆるします』も同様に、ワンセットの祈りになる
ように歌う。ミサ曲１「栄光の賛歌」における『主なる御ひとり子』の個所は、以前にも指
摘を受けたことがありましたが、楽譜通りに歌うように、ということでした。
これまで練習曲の選択は深堀先生にお任せしていましたが、今回から取り上げて頂く曲を
事前にレクエストしました。典礼聖歌 59 番「神のわざを思い起こそう」です。救いの歴史、
御聖体の秘跡、聖週間、幼児洗礼に際して歌われるようです。この歌は、歌詞を前もってよ
く読んでおくようにと言われました。
最後に深堀氏のお得意のグレゴリアン聖歌を 1 曲選んで練習させて頂きました。「主の晩
餐夕べのミサ」Ubi Caritas をカタカナ仮名つきプリントをお持ちくださいました。グレゴ
リアン音符の歌い方から発音、言葉の意味も説明が必要で、半分くらいを練習したところで、
15 時のタイムアウトになりました。今回は、17 名ほどの参加で、福岡の笹丘教会から男性
のソリスト？の参加や熊本からのご夫婦がザビエルで結婚式を挙げてもらったと懐かしんで
来られました。次回は、2018 年 5 月の予定で、
「テ・デウム」を取り上げていただきます。
（赤間地区：矢田 公美）

堅信、おめでとうございます
11 月 19 日、司教様をお招きして、堅信式が行われました。
今回は、3 名の方が堅信を受けられました。皆さんのためにお祈り
をお願いします。

井上
西川
野田

美砂さん (遠賀地区)
唯さん
(遠賀地区)
明日美さん(折尾地区)
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ボランティア活動報告
まだまだ支援が必要
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（山口

一隆）

日々のテレビ報道で、幾度か見た光景でしたが、実際に見た光景は想像を遙かに超えたも
のでした。間近に迫る地崩れの山肌、倒木、改修途中の道路と河川の間には土嚢が積まれ、
今も道路が改修途上であることを示しています。途中、道路脇の崖が崩れ、道をふさいだで
あろう箇所を何度も見かけました。脇を通る河川もかつての苔むした丸い石ではなく、濁流
によって深くえぐられ、むき出しになった真新しいごつごつした石ばかり。川中に横転した
トラックがそのまま放置されていた現場には、ただただ、被害の大きさに驚くばかりでした。
11 月 11、12 日にボランティアに行ってきました。冒頭の印象を記した文章は、初日集
合地になった朝倉市甘木の「甘木 水の文化村」から、この日の活動地である高木地区への
移動中に見た光景です。
「水の文化村」で見た光景もすごいものでした。近隣にある運動公園
に山と積まれた倒木。これらは乾燥した上で、チップにされ火力発電所で家庭電力に回され
るとか…。
この日集まったボランティアは総勢 80 名ほど。これを 2 つに分け 2 箇所の梨園から積
もった土砂を掘り起こし、ユンボのあるところまで運搬する作業です。一輪車で運ぶ土は重
く、作業は大変でしたが、ここ 3 回朝倉で行ってきた作業の延長でしたので、慣れも手伝っ
て思いの外作業は進みました。何より助かったのは、天候が作業に適した温度だったこと。
先の 2 度、暑さに苦しめられただけにありがたかった～っ。
梨園に積もった土砂はその厚さ約 40 ㎝。粘土質の土壌が、梨園の土地に悪さをするとか
で、この層まで掘り起こす作業には結構気を遣いました。
翌日は熊本西原村へ。そこから更に隣町の御船町に移動しました。この日の作業は「御船
町地域社会福祉協議会地域支え合いセンター」が主催する「高木ふれあい祭り」のお手伝い。
担当は「綿菓子」で、一日御船町の子ども達と接し、ロートル 4 人（川島、松尾、秦野、山
口）若返って帰ってきました。
御船町は現在人口 1 万 7 千人。地震以前は 1 万 8 千人いたとかで、千人ばかりが離町し
たと言います。地域興しの活動の中で町外に移動した人を呼び戻す作業の他、流入した人達
もいて、こうした人達と地域に元からいる人とのふれあいをしたいとの趣旨で開かれたもの
です。われわれが担当した綿菓子の他ぜんざい、豚汁などが振る舞われ、室内開場では歌謡
ショーの他、地元の人による踊りや音楽が披露され、楽しい一日となったようです。
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員 会 等 報 告

11 月度小教区委員会

2017 年 11 月分

11 月 5 日

１．行事予定

社会への働きかけの一つとして、協力くだ

・12 月 3 日(日) 小教区委員会

さい。
地区ごとに以下の時間帯に分けました。

・12 月８日(金) 共同回心式

時間の合わない方は他の時間帯で協力いた

10：00～、

19：30～

だいてもかまいません。

・12 月 10 日(日) ベリオン神父金祝記念

11 時～12 時

芦屋、赤間、海老津

ミサ 待降節黙想会 ミサ後パーティー

12 時～13 時

遠賀、中間、高須・青葉

・12 月 16 日(土) 役員会

13 時～14 時

梅ノ木、折尾、吉田

・12 月 17 日(日) 街頭募金

（３）12 月 24 日(日) 降誕祭ミサ

・12 月 24 日(日)

この日は 9：30 から主日のミサもある。

キャンドルサービス 16：00～

16：00～17：00 キャンドルサービス

クリスマスキャロル 19：00～

（幼稚園との合同行事） お手伝いお願いし

降誕祭夜半ミサ

ます。

19：30～

・12 月 25 日(月) 主の降誕ミサ

19：00～19：20 クリスマスキャロル

10：00～

19：30～

・12 月 31 日(日) 洗礼式、

降誕祭ミサ

ミサ後、
温かい豚汁やぜんざいを用意しま

ホーリーアワー 23：00～

す。準備リーダーを常定さんにお願いしてい

・１月１日(月) 深夜ミサ 0：00～、

ます。お手伝いをお願いします。お楽しみの

元旦ミサ 10：00～

福引もありますよ！

成人のお祝い、車の祝別、新年茶話会

（４）12/31 ホーリーアワー

２．議事

23：00～ ホーリアワー 一年を振り返

（１）12 月 10 日(日) ベリオン神父 金

りながら静かに新年を迎えましょう。

祝記念ミサ、黙想会

引き続き

黙想会を兼ねてベリオン神父様の金祝記

1/1

0：00～

深夜ミサを

行います。

念ミサを行います。
説教の時間を長めにとり、 （５）1 月 1 日(日) 元旦ミサ
黙想会に代えます。ミサ後、記念パーティー
ミサは 10：00 からです。
を行います。皆様の参加をお願いします。

成人のお祝い、車の祝別を行います。

食事準備のリーダーを常定さんにお願いし

このたび成人式を迎えるのは、
次の皆さん

ています。お手伝いをお願いします。

です。

（２）12 月 17 日(日) 街頭募金
場所

マックスバリュ 水巻店

募金先

ボランティア先に送ります。

水元 諒介さん（芦屋地区）
西川 唯さん（遠賀地区）
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島元 結麻さん（遠賀地区）

/年が不要となっている。②クリーニング代

城 正彦さん（高須・青葉地区）

を自分で支払うなど消耗品にかかる費用は

（６）10 月 28 日(土)幼稚園バザー

約 31 万円/年から約 15 万円/年に減って

水巻聖母幼稚園バザーに教会からもフリ

いる。③祭式献金から１万円を教会に寄付

ーマーケットとめだかすくい（無料）を出店

④ガソリン代を一部自己負担⑤通夜・葬儀の

しました。
お手伝いとフリーマーケットへの

しおりの購入・寄付 といった形で小教区会

協力ありがとうございました。売り上げは

計にご協力いただいていることも考慮し、
来

10,240 円でした。めだかすくいも大人気

年の予算を検討していきます。

で、すべて子供たちが持って帰りました。

（８）営繕・備品購入について

（７）予算に関して

①聖堂入口の傘立が古くなっており、みっ

司祭給与が高いとの指摘が信徒総会であ

ともない。
あたらしいものを購入すべきとの

ったが、給与は竹森神父と同額で変わってい

意見をいただきました。検討していきます。

ません。教区司祭から修道会司祭に変わった

②信徒会館キッチンの絨毯の汚れがひどく、

ため、
支払先が福岡教区から修道会に変わっ

不衛生であるとの意見をいただきました。
貼

たものです。なお、マヘル神父様は

り替えを検討していきます。

①自炊しており、まかない費用 約 60 万円

大人の日曜学校報告
10 月 22 日(日)に「いつくしみから踏み
出す第一歩。自分にもできる福音の実践」を

このような活動があると知っていたら、
自
分の親の時に頼んでいたのに・・・。

テーマに４つのグループに分かれて、
わかち

からしだねに活動報告を載せてはどうか。

あいをしました。出された意見を紹介します。

来ていない人が把握できれば、
訪問もでき

①青少年の活動の活性化 ﾘｰﾀﾞｰ：窪田将也

る。把握するには家庭訪問が一番確実。

どうやったら若者が教会に来るようにで
きるか？

家庭訪問は地区委員の仕事の１つではな
いか。
地区委員にとっては重荷になるかもし

親の働きかけが一番の支えになると思う。

れないが。

外国の方が増えてきていると感じる。外国

送迎など教会への足があれば来られる人

の方との交わりも大切にしていきたい。

もいるかもしれない。

②教会から遠ざかっている人のためにでき

③福祉活動の活性化 ﾘｰﾀﾞｰ：松尾 隆

ること ﾘｰﾀﾞｰ：田中 拓

水巻教会は外に向けての活動は活発だと

クリストフォールの活動紹介

思う。個人の活動も盛ん。個人の活動を紹介

クリストフォールの活動自体が知られて

してはどうか。

いない。

熊本地震や九州北部豪雨を身近な出来事
－5－

8 カトリック水巻教会

か ら し だ ね

２０１７年(平成２９年)１２月３日

と受け止めてほしい。

教会の仕事をオープンにしてほしい。

自分にもできることと感じてほしい。

何があるのか、どういうことをするのかが

朝倉でのボランティア活動での出来事

わかれば、協力を申し出ることもできる。

『40cm もの深さがある土砂の排出作業
をしていた。すごい重労働だった。そのす

典礼の仕事としてどういうものがあるの
か知りたい

ぐ傍で足の悪い方が、作業をしやすいよう

冠婚葬祭の手伝いの人を増やしたい。

にと道具を並べるなど、目につかないとこ

冠婚葬祭の時、なかなか人が集まらない。

ろで手伝ってくれていた。とても助けられ

地区に割り当てをしてはどうか。

た。作業している人に冷たいおしぼりを配

パーティーの準備など若い人たちにも引

るのも、りっぱなボランティア活動の一つ。 き継いでいくことを考えていく必要がある
自分にもできる事は必ず見つかる。
』
④典礼活動

のでは。

ﾘｰﾀﾞｰ：岩崎 淑子

コミュニケーションが十分にとれていな

手伝いたいという気持ちはあるが、
いつの

いように感じる。

まにか人選が済んでいる。

地区の活動を充実させるべき。

水巻聖母幼稚園から１２月のお知らせ
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。
バザーでは、教会の皆様からのご協力、本当にありがとうございました。
１２月はうれしいクリスマスの月、幼稚園の子ども達もイエス様のご誕生を皆で心合わせ
ていたします。
☆「みんななかよく」
日 時

１２月２１日（木）10 時３０分～ 幼稚園ホール

☆「英語であそぼう！」
幼稚園に来られている英語講師の先生とあそびます。
入園前の小さなお子さまも遊びにきてください！ 園長 Ｓｒ松川明子・職員一同

七五三写真

11 月 12 日(日)
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ぶらり韓国・テグ巡礼の旅。（ヨセフ青田）
お隣の国、韓国のテグ教区にて、この夏長崎教区の神学生合宿を行いました。普段は別々
のキャンパスで生活している東京と福岡の神学生の親睦を図ることが、その主な目的です。
通常であれば、自教区内で行うのですが、今年はテグ教区から長崎に派遣されているキム助
祭さまにとって、神学院で過ごす最後の年ということもあり、テグへ二泊三日の巡礼旅行を
することになりました。
韓国は人口の約 10%がカトリック信者だと言われますが、韓国の教会に目を向けると、3
つの大司教区（ソウル、テグ、クァンジュ）と管区（15 教区）に分かれています。多くの教
区が独自のカトリック大学を運営しており、神学部は当然のこと、医学部など、理工系学部
も所有する総合大学が多いことに驚かされます。
福岡からテグまでの飛行時間は一時間弱、あっという間のフライトです。空港に着くと福
岡に派遣されている李助祭さまのお出迎え。「いまから一緒に大司教さまに挨拶に行きます」
と言われ、流石に緊張しました。テグ市街地にある大司教館まではタクシーで約 30 分。司
教館と同じ敷地内には聖堂は当然のこと、大学のキャンパスや教区事務所ビル、黙想の家や
大きなルルド、十字架の道行などが点在しており、到着するなり「韓国パワー」に圧倒され
ます。
大司教さまと補佐司教さまへの挨拶を無事に終え、案内されたのは教区事務所の食堂。あ
っという間に幾つもの大きなテーブルが神父さま方で埋まります。いったい何人の司祭が教
区事務所で働いているのか質問すると「事務所だけで多分 20 人位」とのこと。昼食後は神
学部の見学。サッカーグラウンドを取り囲むようにいくつかの校舎があり、旧校舎は博物館
になっていました。ホテルに荷物を置き、テグ中心部のドンソンノへ移動。サムドク聖堂と
いう教会があり、場所柄、主日ミサ（計 7 回！）には若者たちが溢れかえるそうです。
二日目はテグ市内から北へ約 25 キロの山奥にあるハンティ殉教地へ。迫害を逃れた信徒
たちが隠れ住み、確認されているだけで 37 名が殉教した場所とのこと。当時の家屋が復元
され、巡礼に訪れる人々も多いようです。夕方はカテドラルである桂山聖堂のミサへ。現聖
堂は 1902 年に建てられ、国の指定史跡でもあるそうです。
最終日の午前中は準カテドラルとして昨年建てられたばかりのポ
モ大聖堂へ。小高い岡の上のこの一角だけは巨大な修道院のような雰
囲気です。内部も大聖堂、地下聖堂、コンベンションホール等々…驚
くほど近代的な設備です。一般向けの見学ツアーも行われているとの
ことでしたが、私たちは普段は公開されていない部分も含めてたっぷ
り二時間ほど見学させていただきました。
今回訪れたどの教会のミサでも、突然の訪問にもかかわらず「日本
の教会のために」とお祈りいただきました。韓国パワーに圧倒された三日間でしたが、わた
しも韓国の教会のため、アジアの教会のため、お祈りしていきたいと思います。
－7－

8 カトリック水巻教会

か ら し だ ね

★特別献金★

２０１７年(平成２９年)１２月３日

★街頭募金★

１０月２２日 世界宣教の日献金
２４，９５０円

日

時：12 月 17 日(日)

場

所：マックスバリュ水巻店

ご協力、ありがとうございました。

地区ごとに、時間帯を決めて行います。詳

★特別寄付★

しい予定は 4 面をご覧ください。皆さんの
折尾地区の宗友次様より、教会に寄付をいた ご協力をお願いします。
だきました。ありがとうございました。

★レプトン会からのお願い★

★共同回心式★
日 時

伊万里のトラピストのクッキーとミサワ

１２月８日(金)

インの申し込みを１２月３日(日)まで受け

午前 10 時～ 午後７時 30 分～
場 所

付けます。売上金はペルーへの支援の一部

水巻教会

となります。申込表は聖堂の後に置いてあ

この日が都合の悪い方は、ミサ後にもゆるし ります。品物は１２月２４日ミサ後にお渡
の秘跡を行います。なお、他の教会の共同回心
しします。
式の日程は、「信徒協だより」に載っています

★ホームレス支援からのお願い★

ので、ご覧ください。

毛布、防寒着(ジャンバー、セーター等)が

★ベリオン神父金祝記念ミサ・黙想会★

ありましたら、ご寄付をお願いします。持っ

日 時 １２月１０日(日)
ベリオン神父の金祝記念ミサがあります。待
降節の黙想会として、説教の時間を長めにと

てきた物は、信徒会館図書室に置いてくだ
さい。よろしくお願いします。

ります。ミサ後、記念パーティーもあります。

★降誕前夜祭・降誕祭ミサ★
◇１２月２４日(日) 午後７時３０分～
(午後４時～ キャンドルサービス)
(午後 7 時～ クリスマスキャロル)
※午前の主日のミサは普段通りあります。

人 ・ひ と

【帰天】安らかに！
１０月２６日
◇相良 知登子さん（折尾地区)
【転入】ようこそ！水巻へ
◇板垣 伸さん・三永子さん

◇１２月２５日(月) 午前１０時～

大誠さん・咲来さん・杏さん
小倉教会より 折尾地区へ

★深夜ミサ・元旦ミサ★
１２月３１日(日)午後１１時～
ホーリーアワー(祈りの時間)
１月１日(月)午前０時
午前 10 時

深夜ミサ
元旦ミサ

【結婚】おめでとう！
1１月 1６日
村中 太希也さん(梅ノ木地区)
丹羽 里枝さん
－8－

末永くお幸せに！

