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カトリック水巻教会 か ら し だ ね ２０１８年(平成３０年)１２月２日 

 

 

 

 

 

 

母と娘が誕生日を迎えました。母 95歳、娘は、…これは伏せておきましょう。 

母は施設に入っているので、昼間しか動けないので、近くのレストランでささやかながら

母と娘の「誕生祝い」をしました。そして、ささやかなプレゼントも…。 

身近な話はこれくらいにして、「降誕祭」が、近づいてきました。イエス様がお生まれに

なってから 201?年がたちますから 201?歳の誕生日を祝うわけです。 

西暦はイエス様の誕生を紀元とするのだから、はっきり 2018 歳とすればいいのでしょ

うが、歴史家によれば実はイエス様の誕生は、紀元より 4 年か 6 年、説によって違いますが

ずれているのです。今は、12 月 25 日の深夜お生まれになっているとされていますが、こ

の日付も北欧の冬至を祝う祭りから来たものだとされ、これさえも確証できません。 

またお生まれになった場所でさえ、ベツレヘムではなくナザレだったという説もあります。

つまり、誕生年、誕生の月日、場所さえ確証のあるものはないのです。 

様々な説はあっても、我々は、この日を待ち望みます。イブには、プレゼント、他の日よ

り豪華な食事をし、マリア様からお生まれになったイエス様の誕生を祝います。何よりも「ご

降誕」を祝うのです。 

人性を兼ね備えた神・イエス様の誕生を…。 

                         山口 一隆 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

「御降誕」を祝おう  
喜びに喜べ    

 

発行・カトリック水巻教会 

編集・広報委員会 

遠賀郡水巻町頃末南 1丁目 35-3 

〒807-0025 

TEL 093(201)0680 FAX(201)7354 

第 378号 ホームページアドレス http://mizumaki-church.sakura.ne.jp 
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カトリック水巻教会 か ら し だ ね ２０１８年(平成３０年)１２月２日 

  

死者の月に祈る       青木神父  
 

 

 11 月は死者の月です。1 日、2 日には、水巻小教区でもミサがささげられ、諸聖人を祝

い、諸死者のために祈りをおささげしました。教会は、天上の教会（天国）、清めのうちに

ある教会（煉獄）、地上の教会から成っているものです。11 月はそのことを思い起こさせ

る良い機会です。そのどれも、神の国そのものと言えます。亡くなられた方々は神の国にあ

ずかっています。また、イエス様は、話の中で、神の国はあなた方の間にあると、目の前に

いる人々に対して言われました。神の国に入る前に身を整えている人もいます。これが煉獄

だと思っています。 

 互いに祈りによって結ばれています。亡くなった方のことを思い起こすことは、その方々

が、生きておられたからこそ、今があることを思い起こすことです。私たちはこの世界に、

突然現れたわけではありません。両親から尊い命を受けました。しかし、同時に、社会のい

ろいろの生い立ちの中に生かされてきています。その社会を築いた人々のお陰で、今があ

り、今を生かされています。命のつながりについて、考える機会となります。 

 

 今は、情報化社会なのに、先に生きた人々のことを忘れがちのような気がします。また、

同時に、後の時代の人々のことも十分に意識されていないようにも感じます。特に、環境の

ことを考えると、この後の人々に何を残せるのだろうと心配になってしまいます。 

 

 死者のことを思う時、いずれ私たちも死者の側に立つものとなるでしょう。その立場か

ら、子どもたち、孫たちの姿を見るときに、幸せな姿を見ることができるでしょうか。どん

な環境の中で、どんな生き方をしているでしょうか。私たちが、先だった人々から見守られ

ているように、私たちもいつかは、見守る者となるでしょう。 

 

 キリストが残された恵み、すなわち、「愛、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠 

実、柔和、節制」（ガラテヤ 5:22～23）にあふれた世を見守ることができることを願 

う死者の月でもあります。 

 

 

この原稿は本来なら 11月号に載せるものでしたが、先月号は特別編成号のため、 

今月号に掲載しました。                    広報委員会 
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カトリック水巻教会 か ら し だ ね ２０１８年(平成３０年)１２月２日 

  

            小教区祭を楽しむ    山口 一隆 

                収益は福岡の被災者支援基金へ 

 

11 月 18 日ミサ後、「小教区祭」が開かれました。2年に一度の小教区祭りは、大いに

盛り上がり、楽しい一日でした。 

出し物は、パーサー、DVD鑑賞、食べ物はおにぎり、豚汁、プルコギ、ロールサンドイ

ッチ、コーヒー、飲み物など。 

バザーには、李神父様の遺品も加わって、沢山の品物が並びました。このバザーには、幼

稚園児のお母さんたちも、買い物をしてくださり、意義のある催しとなりました。子供向け

には無料の玩具コーナーもあって大賑わい。たくさんの玩具を袋に詰め、うれしそうな顔が

印象的でした。 

食事は、前日から多くのお手伝いがあって、この日披露されました。ちょっと作り過ぎた

きらいもあって、最後はそれぞれ、手分けしての持ち帰りもあり、反省材料となりました。 

それでもおいしかったー。プルコギは、味の良さもあって、少しの時間で完売。中には、

1 つでは足りず、2個食べる子供もあり、大満足の一品だったようです。豚汁もおにぎり

も、ロールサンドイッチも好評でした。 

 コーヒーは、中間地区の小林さんがドリップコーヒーを用意してくれました。コーヒー党

にはありがたい一杯でした。 

DVD鑑賞は図書室で行われました。タイトルは「ローマ法王になる日まで」。 

現パパ様であるフランシスコ法王の自伝的な映画で、見応えのあるものでした。  

当日、バザーと食事で上がった収益は 32.000 円。すべての収益は福岡教区の被災者支

援のため基金に贈られます。ご協力ありがとうございました。 
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カトリック水巻教会 か ら し だ ね ２０１８年(平成３０年)１２月２日 

 

11 月度小教区委員会 11 月４日 

１．行事予定 

・12 月２日(日)  小教区委員会 

・12 月７日(金) 共同回心式 

11:00～・19:30～ 

・12 月９日(日) 黙想会 

 講師 青木神父様 

・12 月 15 日(土) 役員会 

・12 月 16 日(日) 街頭募金 

・12月24日(月) 降誕祭夜半ミサ 19:30 

・12 月 25 日(火) 主の降誕ミサ 10:00  

・１月１日(火) 元旦ミサ 10:00～ 

成人のお祝い、車の祝別、新年茶話会 

 

２．議題 

(１)敬老会の振り返り 

今年の敬老会は食事を自分たちで準備

し、みんなで敬老の方と語り合うパーティ

ー形式で行いました。来年もパーティー形

式で行うこととします。 

(2)地区の再編について 

信徒総会で高齢化が進み、動ける人が減っ

てきたので地区の統合（再編成）を考えてほ

しいとの意見が出ました。小教区委員会で下

記の組み合わせで現在の 9 地区から 5 地区

に減らす仮編成案を決定しました。 

●赤間、海老津 ●芦屋、遠賀 ●中間 

●梅ノ木、吉田 ●折尾、高須青葉 

 地区ごとの動ける人は増えますが、一人の

地区役員で見るには範囲が大きすぎるよう

にも思えます。地区を小割して、地区役員の

下に班長を置いてはどうかといったアイデ

アも出されました。 

 地区集会を合同で開くなどを通じて、統合

した場合のメリットや問題点を話し合って

みて下さい。来年度は試行期間とし、様子を

見て移行するかどうか決めることとします。 

(３)高齢者の送迎について 

地区集会では具体的な要望は出てきませ

んでした。今も信徒同士で声を掛け合って

乗り合いで送ってもらうという助け合いの

習慣が根付いています。この雰囲気を維持

していきましょう。 

(４)「福岡教区被災者支援募金」への協力 

ここ数年、日本や世界の各地で大きな災害

が頻発しています。災害発生の都度、募金を

集め、被災地に届けてきました。災害発生し

た時、すぐに支援をすることができるよう、

被災者支援の資金を予め蓄えておくため、福

岡教区では「福岡教区被災者支援募金」を立

ち上げました。また、厳しい社会状況の中で、

日々の生活に困窮する人も増えてきていま

す。そのような方の支援にも活用していく計

画です。今年の小教区祭（バザー）の売上を

この支援募金に寄付しました。 

個人の募金も随時受け付けていますので、

ご協力お願い致します。規約等詳細を掲示板

に貼っていますので、確認ください。 

郵便振替 口座番号 ０１７６０－６－

２０７２９ 

口座名  カトリック福岡司教区 

通信欄に 「福岡教区被災者支援募金」。 

    委 員 会 等 報 告 2018年 11月分 
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カトリック水巻教会 か ら し だ ね ２０１８年(平成３０年)１２月２日 

 (５)福岡カトリック神学院(長崎教会管区) 

「司祭養成基金」への協力 

長崎、福岡、大分、鹿児島、那覇の５教区

立の福岡カトリック神学院がスタートしま

す。各神学院の神学生養成費に充当すること

を目的とした基金が立ち上げられました。基

金の運用益を神学院運営に役立てていきま

す。基本金が取り崩されることはありません。 

 毎月納めている神学校後援会献金とは異

なるものです。 

規約等詳細を掲示板に貼っていますので、

確認ください。 

郵便振替 口座番号 ０１７２０－６－

１４１９ 

口座名  日本カトリック神学院 

（2019 年 5 月頃 福岡カトリック神学院

に口座名を変更の予定） 
 

３．待降節の予定 

①共同回心式 12 月 7 日(金) 

 11：00～ ベリオン神父様、深堀神父様  

19：30～ ベリオン神父様、イム神父様 

②黙想会 12月9日(日) 待降節 黙想会 

 講師 青木神父様 テーマ 「喜びに喜べ」 

③街頭募金 12 月 16日(日) 

 場所 水巻マックスバリュー 

●11：00～12：30 

 赤間、海老津、芦屋、遠賀、梅ノ木、吉田  

●12：30～14：00 

 折尾、高須青葉、中間 

④降誕祭夜半ミサ 12 月 24 日(月) 

 19：30～ 

今年は、クリスマスキャロルはありません。 

ミサ後、パーティー開催。福引もあります。 

⑤主の降誕ミサ 12 月 25日(火) 

 10：00～ 
 

4．年末・年始の予定 

 今年は、ホーリーアワー、深夜ミサはあり

ません。 

1 月 1 日(火) 元旦ミサ 10:00～ 

成人のお祝い、車の祝別、新年茶話会 

 成人式を迎えるのは、中間地区 川島明日

香さんです。 おめでとうございます。 

 

 

 

   歓迎   

 

 １年前、水巻教会にベトナム人でクォンさんの喜ばしき来訪をお伝えしましたが、 

今年８月頃より同じ位のお年のホァンさんをお迎えしました。 

 土木関係の仕事をされているそうです。よろしくお願いします。 
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カトリック水巻教会 か ら し だ ね ２０１８年(平成３０年)１２月２日 

   

 

10 月 14 日、10月 28 日      出席者 山田蓮さん 樽角樹祈さん 樽角友祈さん 

10 月 14 日の聖書のお話は マルコ 10 章 17-30 ここでは、ある人がイエス様のとこ

ろにきてこう言いました。「永遠のいのちを受けつぐには何をすれはいいですか？」そのあと

のイエス様の答えのなかに出てくる、「掟」つまり「十戒」について学びました。 

十戒はモーセという預言者を通して、イエス様が生まれるずーっと前から伝えられてきた

教えです。正直小学生の子どもたちには難しくわかりにくい言葉もありましたが、宮崎神学

生がわかりやすく、一つ一つ説明してくださいました。 

いつも、明るい子どもたちと和気あいあいと勉強をしていますが、そんな中、こんなやり

取りが。「信仰（シンコウ）」って、どういうことだろうね～？って質問に、蓮君が素早く「前

に進むことよ！」と答えました。あっ！「進行（シンコウ）」ね～。確かに信仰は神様が示す

方向に進んでいくことですよね！うまい！座布団一枚！ 

また、蓮君は 11月 3 日の福岡の神学院祭にも参加されました。爽やかな秋晴れの中、神

学生の方々の思考あふれる出し物に、楽しい時間を過ごしたとのことです。 

以前司牧実習に来られていた、エリック神父様や小田神学生とも再会でき実りある一日と

なりました。樹祈君と友祈ちゃんも参加予定でしたが、残念ながら前日に体調を崩し断念・・・

来年はみんなで参加できますように！ 

 

  

 

 

 

エリック神父様、小田神学生と一緒に！ 

 

 

 

 

教 会 学 校 の ペ ー ジ 

 ペ ー ジ 



8 

－7－ 

 

カトリック水巻教会 か ら し だ ね ２０１８年(平成３０年)１２月２日 

 水巻聖母幼稚園 マリア子どもの家 12 月のお知らせ 

いつも皆様のお祈りとお支えいただき感謝申し上げます。 

良いクリスマスと新年をお迎えください。 

＜水巻聖母幼稚園＞     

去る 11 月 8 日、教会にて七五三祝福式を

大塚了平神父様司式のもと行いました。共同祈

願では、被災された方や自然の恵みに感謝する

祈りなどをいたしました。 

みかん狩り遠足では、岡垣町の山田農園へ出

掛けました。たくさんのみかんが実っているの

を見て、神様からのお恵みに感謝いたしました。

天候にも恵まれ、楽しい一日を過ごせました。 

【クリスマス生活発表会】             

・日 時：12 月 8 日（土）8：50より 

・場 所：水巻聖母幼稚園 2階ホール  

【村上先生と英語で遊ぼう♪】 

・日 時：12 月 14 日（金） 

 ・場 所：水巻聖母幼稚園 2階ホール 

 未就園児のお友達、お待ちしています。準備の都合上、 

事前にお電話を頂けると幸いです。℡：093 201 9559 

    e-mail: contactus@mizumakiseibo.ed.jp 

＜マリア子どもの家＞ 
11 月 8 日(木)に教会で、水巻聖母幼稚園とマリア子

どもの家の子ども達の七五三のお祝いがありました。祝

福式に参加した人も、月齢が低くお部屋できれいなおメ

ダイを掛けて頂いた人も、とても嬉しそうでした。みん

なが、神様に愛されていることを

感じた一日でした。気候が良いの

で、雨天でない限り、毎日戸外で活動しています。幼稚園の園庭を走っ

たり、遊具で遊んだり、畑の野菜や野菜に付いている虫を観たりなど。

又、畑で採れたサツマイモもみんなで美味しくいただきました。 

 ℡：050 5212 7759  HP: 水巻町マリア子どもの家 

水巻聖母幼稚園・マリア子どもの家 園長シスター松川明子・職員一同 

 

mailto:contactus@mizumakiseibo.ed.jp
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カトリック水巻教会 か ら し だ ね ２０１８年(平成３０年)１２月２日 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★特別献金★ 

１０月２1 日  世界宣教の日献金 

           ２７，２００円 

ご協力、ありがとうございました。 
 

★共同回心式★ 

 日 時  １２月７日(金) 

    午前 1１時～ 午後７時 30 分～ 

 場 所  水巻教会 

他の教会の共同回心式の日程は、「信徒協

だより」に載っていますので、この日が都合

の悪い方はご覧になり、行かれてください。 
 

★待降節の黙想会★ 

 日 時 １２月９日(日) ミサ後  

 講 師 青木神父様 

 テーマ 喜びに喜べ 
 

★降誕前夜祭・降誕祭ミサ★ 

◇１２月２４日(月) 午後７時３０分～ 

今年はミサ前のクリスマスキャロルは

ありません。降誕前夜祭のミサから始まり

ます。ミサ後にパーティーがあります。福

引もあります。 

◇１２月２５日(火) 午前１０時～ 

★元旦ミサ★ 

１月１日(火) 午前 10 時  元旦ミサ 

成人のお祝い、車の祝別、新年茶話会が

あります。 

なお、毎年行っていたホーリーアワーと

深夜ミサはありません。 
 

★街頭募金★ 

日 時：12 月 16日(日)  

場 所：マックスバリュ水巻店 

地区ごとに、時間帯を決めて行います。詳

しい予定は５面をご覧ください。皆さんの

ご協力をお願いします。 
 

★レプトン会からのお願い★ 

伊万里のトラピストのクッキーとミサワ

インの申し込みを１２月９日(日)まで受け

付けます。売上金はペルーへの支援の一部

となります。申込表は聖堂の後に置いてあ

ります。品物は１２月２４日ミサ後にお渡

しします。 

 
 

【帰天】安らかに！  

１1 月 17 日 

◇ペトロ 堤田 三郎さん(赤間地区) 

アンケートの回収が終わりました。ご協力、ありがと 

うございました。早速解析作業に取りかかるつもりですが、12 月の繁 

忙期と重なった事もあり、解析には少々時間がかかりそうです。結果は、「から

しだね」紙上で少しずつでも紹介していくつもりです。皆さんのご意見から 

少しでもいい紙面作りに努力していくつもりです。 

ご協力、本当にありがとうございました。 


