8 カトリック水巻教会

か ら し だ ね

２０１９年(令和元年)８月４日
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

ホームページアドレス

http://mizumaki-church.sakura.ne.jp

第 386 号

新 任 ご 挨 拶
先日の信徒総会で承認していただき
ありがとうございます。
今までミサが終わればすぐ帰ってい
た私が、5 年前、総務委員をさせて頂
く事になり、初めて小教区委員として
の活動に参加させてもらいました。
その時の頃を振り返ると、役員の皆
さんの教会活動、運営の姿を見て、１

信徒会長 上川 直子
の力になります。色んな事を教えてく
ださい。声も掛けてくださると嬉しい
です。高い目標はプレッシャーになる
ので、少しずつ自分なりに前に進めた
らと思っています。
限られた任期の間ですが、ご指導の
程、宜しくお願いします。

人ひとりの力が合わさってこそ成り立
っていると思いました。
しかし、その時の私は何も出来なく、
どちらかと言えば迷惑ばかり掛けたの
ではないかと思っていました。だから
今回、委員長のお話しがきた時は、本
当に悩みに悩ました。でも、お誘いし
て頂いた声にお応え出来るかどうかは
分かりませんが、やってみようと思い
ました。
至らぬ点が沢山あると思います。大
変な大役ですが、皆さんとこの水巻教
会の伝統を引き継ぐ事は引き継ぎ、新
しい事は皆さんと話し合い、良い活動
が出来ればと思っています。
しかし私自身、分からない事ばかり
で、力不足を感じています。だから今
まで、そして今、水巻教会を支えてく
ださった皆さんの声は私にとって活動
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信仰をもって希望に至る
谷口

尚志 神父

先日、以前から希望していた山口県萩市への旅行に出かけました。萩は関ケ
原の戦いの後、毛利輝元が息子の秀就を初代藩主として立て、その後、259 年
間ものあいだ栄えた城下町ですが、吉田松陰や高杉晋作、木戸孝允、伊藤博文
などのいわゆる明治維新を成し遂げることになる志士たちを輩出し、日本が諸
外国と渡り歩くための原動力が培われた町としても有名です。この旅行中、ま
ずは萩城址、旧城下の町並み、松下村塾などを見て回りながら人の信念の強さ
が国政をも動かすということを肌身で感じることができました。
さて、江戸幕府による政治の舞台となった萩と、明治維新を成し遂げた人物
を育てた舞台となった萩とが今に伝えられているわけですが、実は萩は日本の
教会にとっても歴史の舞台となった町なのです。
2007 年に列福された「福者ペトロ岐部と 187 殉教者」に数えられている
メルキオール熊谷元直が（他のキリシタン関係者も含めて）、仕えていた毛利輝
元の命令により切腹を言い渡され、キリシタンだからできないとして処刑され
ました。
江戸時代末期から明治時代初期にかけて行われた迫害、浦上四番崩れによっ
て信徒が全国各地へ流刑となり、ここには３００人ほどが送られました。その
うち 43 名ほどが多くの苦難の末、命を捧げたと言われています。江戸時代、
明治時代と変遷していく社会のなかにあって命を懸けて信仰を証した人々がい
たのです。決して志士たちの持っていた信念にも劣らず。
ローマの信徒への手紙 5・3～4 にこう書いてあります。
「わたしたちは知っているのです、苦難は忍耐を、忍耐は練達を、練達は希望を生
むということを。」
萩の町だけではなく、私たちの住む町も証をする舞台なのです。一人ひとり
が信仰によって希望に至ることを日々の生活をとおして証していくことができ
ますように
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(４)

アラビアの文化の方がヨーロッパより優れていたものが沢山ありました。例えば私たちが
いつも使っている数字をアラビア数字と言いますが、これはイスラム教の世界で生まれたも
ので、13 世紀には神聖ローマ帝国でも使われ始めました。今では世界中がアラビア数字を
使っています。イスラム教文化が残したものはスペインにたくさん残っています。イスラム
文化と融合した建物で有名なアルハンブラ宮殿やコルタカのモスクは素晴らしい世界遺産と
して保存されスペイン観光の目玉になっています。
私たちは学校の歴史の授業で、
「マルティン・ルターの宗教改革」を習いました。教会の後
ろにルーテル教会との和解についての冊子がおいてありましたが読まれましたか。
『宗教改革 500 年』の今年は、マルティン・ルターが「九十五条の論理」をバチカンに突き
付けてから 500 年になります。最近カトリック教会とルーテル教会は和解の話し合いを始
めました。マルティン・ルターはカトリックの司祭でしたが、カトリック教会に反旗を翻し
たのです。このころのカトリック教会は信徒にとって間違った司牧をしていたのではないか
と私は思っているのですが、ルターの考え方はヨーロッパ北部から広まっていきました。最
初は今のドイツから北欧が中心になりましたが、この事がきっかけで新しい解釈によるキリ
スト教が世界中に広まることになります。
この時、カトリック側から国を挙げて新しい考えの人たちへの弾圧がおこなわれました。
後には宗教戦争も起こりました。新しい信仰を続ける人たちはこれに抵抗を続けます。カト
リック教会に抵抗したことから「プロテスタント(抵抗する人)」と呼ばれるようになりまし
た。プロテスタントの信仰は分裂を繰り返し、今では二千以上の信仰団体があると言われて
います。主なものでは、ルーテル教会、日本キリスト教団、エホバの証人、清教徒、モルモ
ン教などがありますが、現在アメリカのキリスト教で大きな勢力を持っているのが「福音派」
と言われる団体で、世界は聖書のとおりに誕生したことを堅く信じています。
この宗派はとても力を持っているので、今の米国の大統領は世界情勢を無視して自分の再
選のために「福音派」が喜ぶ政策を選んでいるようです。中東情勢が不安になるのを無視し
て自国の大使館をエルサレムに移転したのもこのためと言われています。
イギリスでは離婚問題でバチカンに反旗を翻した国王が、カトリックから離れて作ったの
が英国国教です。英国国教のトップはその時の王様で、今はエリザベス女王です。この教会
は聖公会と呼ばれて日本でも各地に教会があります。
同じキリストの福音を信じ聖書を読んでいる人の信仰の仕方がバラバラであることは良い
ことばかりではありません。お互いの信仰形態を尊重しながら一緒に祈ることも大切です。
隣の若松教会では 40 年以上前から市内４つの教会(日本キリスト教会・バプテスト教会・
メゾシスト教会･カトリック教会)が定期的に集まって祈祷会を行っています。市民クリスマ
スなども一緒に開催しています。このような集まりを長く続けることはとても難しいことで
すが、今も続けています。本当に素晴らしいことだと思います。
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員 会 等 報 告

2019 年７月分

７月７日

１．行事予定

呼びかける。マイクロバス手配：赤石さん

・８月 ４日(日) 北九州市平和の集い

・巡礼旅行のアンケートを行う

小倉教会

候補：長崎県大村市、大分県大分市・日出

・８月 15 日(木) 聖母の被昇天ミサ

町、熊本市。回答期日：8 月 18 日まで

9:30～

⑤営繕委員会より

・８月 25 日(日) 福岡教区信徒協

・聖堂西側の網戸を張り替え実施(6/30)

幼稚園研修会(信徒会館)

・信徒会館の倉庫を整理実施(6/30)

２．議題

10 年使用していないものを破棄。

（１）各委員会報告

・幼稚園に預けているものがあるかもしれ

①冠婚葬祭より

ないので確認する。

平日に連絡をとれること、連絡網を回せる

・テントについては廃棄することとする。必

ことが望まれる。地区役員で平日対応が難し

要時にはキャンプ用の簡易テントを購入す

いのであれば、
地区の冠婚葬祭連絡先を決め

ればいい。

る。また、各地区で連絡網を作成しておく。

（２）平和の集い

②典礼委員会より

・出席呼び掛け、子供引率

・定例会 日程の変更

・平和の献金：献金箱設置

月の最後の木曜日 19:30～に変更

8月4日

・奉納物作成：7 月 14 日(日)

・葬儀の典礼 冊子をまとめた

（３）敬老のお祝い会

・副委員長に浜村氏を任命する。

・案内状送付 7 月 20 日頃。ミサ中に病者

③納骨堂委員より

の塗油はしない。希望者は別途個人で依頼す

・換気扇交換

ることとする。形式はパーティー方式。

3 万円程度の予定

・黒崎教会の信徒の方から、当納骨堂を利用

お弁当は準備せず、軽食を準備する

したいとの申し入れがあったが、
湯川の納骨

（４）飯塚教会献堂式

堂を紹介することとする(将来の連絡方法に

・献金箱設置、お祝いを持って神父様、上川

懸念有)

さんで参加

・納骨堂利用無しで永代供養だけお願いし

（５）その他

たいとの申し入れがあった。
神父様に受け入

①8 月の小教区委員会はお休み

れることができるのか確認していただく

②オルガンの調整を行う。7-8.5 万円の予

④宣教委員会より

定。支出につき了承。

・平和の集い

③長椅子を交換 好評なので追加する

マイクロバスを手配し、
信徒に参加を強く

7 月 28 日(日)

④テーブル(ふれあい会)を折りたたみ式に
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更新することを検討しています

謝礼を払いたいとの申し出があったが、別途

⑤司祭館を幼稚園の教室利用としたい。とい

検討する。

う要望が過去にあった。7 月 3 日に幼稚園

⑥聖堂後方テーブルのお知らせが多すぎる。

代表者との話し合いの場をもった。

１ヶ月を目途に引き上げるようにする。

・教室利用は考えていない。

お知らせの整理は総務委員会にお願いする。

・火災報知器の表示盤は司祭館側にあり、緊

⑦定期預金通帳を１冊持っているが、
残金 0

急時にすぐに確認できないという問題があ

円ままとなっている。
新規口座をつくるのが

る。これは解決する必要がある。引き続き協

難しくなってきているので営繕献金の一部

議する

を移して、口座を維持することとする。金額

・信徒会館を幼稚園の行事で利用している。

については役員会に一任する。

巡礼旅行アンケートのお願い
今年 11 月 23 日（土）に「日帰り巡礼旅行」が行われます。今回は「キリシタンゆかり
の地をたずねて」をテーマに 3 つの候補地に絞って企画する事になりました。３つの候補地
はそれぞれ
１．長崎県大村市 巡礼候補地・天正遣欧少年使節顕彰像(森園公園)、鈴田牢など
２．大分県大分市、速見郡日出町 巡礼候補地・キリシタン殉教記念公園、日出藩成敗場
跡地など
３．熊本県熊本市 巡礼候補地・花岡山公園殉教碑など、です。
この 3 候補のうちから、一か所で巡礼地巡りをいたします。そこで、ご希望の多い「キリ
シタンゆかりの地」はどこかのアンケートを募りたいと思います。期間は 7 月 28 日から 8
月 18 日まで。用紙、アンケート回収ボックスはお御堂の後ろに設置しています。併せて巡
礼地の概要なども紹介しています。
いずれの地も日頃行ってみたいと思いながらも、なかなか行く機会がない場所でしょう。
これを絶好の機会としてぜひ参加を考えては！大型バス 45 名定員、8 名補助席を予定して
います。

大人の日曜学校
７月 14 日ミサ後、大人の日曜学校が開かれました。今回のテーマは、
「カトリックにおけ
る結婚とは」で講師は谷口神父様がなさいました。身近なテーマ、関心ごとの高いテーマだ
ったようで６４名の参加がありました。今と昔の結婚の在り方の違い、結婚後子供ができて
からの教育の在り方など具体的に語ってくださり、聞き応えのある日曜学校でした。
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教 会 学 校 の ペ ー ジ
7 月 15 日今年のファミリーキャンプは、佐賀の武雄教会と佐賀県立宇宙科学館に行って

ペ ー ジ

きました！ここ数年のファミリーキャンプは北九州エリア内での公園や施設で行われていま
したが、今年は谷口神父様の提案で思い切って県外へ！(^^)武雄教会では十時(ととき)神父様
と信者さんが迎えてくださり、武雄教会の歴史や現在の様子を分かりやすくお話して頂きま
した。また、昼食も共にし，神父様にアイスをご馳走して頂きました。その後は、子ども達
(大人も）お待ちかねの県立宇宙科学館へ。
展示物、体験コーナー、プラネタリウムと
終始満喫し、参加した 6 人の子ども達の笑
顔が絶えませんでした。
神様のお見守りの中無事に水巻教会に
帰ってくることが出来ました。ご協力いた
だいた神父様、保護者の皆様ありがとうご
ざいました。さあ、次は、どこに行きまし
ょうか！(o^^o)
ぼくは、7 月 15 日月曜日にファミリーキャンプに行きました。
まず、おみどう(お御堂)でお祈りをして教会を出ました。そしてたけお(武雄)教会に行
って、いくつか神父さまがお話をされて、そのあとにお祈りをして、みんなでひるごはん
をたべたら、ちょっとあそんで、車にのってさがけんりつうちゅうかがくかん(佐賀県立
宇宙科学館)にむかいました。
「佐賀県立宇宙科学館」では、そのときは「カラクリてん(展)」というイベントが、あ
っていました。自ゆうこうどう(行動)のときには、いろいろなところに行きました。そし
てしゅうごう(集合)時間になって、いっしょにプラネタリュウムをみんなで見ました。そ
してプラネタリュウムがおわって、また自ゆうこうどうになると「スペースアドベンチャ
ー」というゲームをしてあそびました。その後に、自ぶんでつくるビー玉のとおりみち(通
り道)をつくってあそびました。
そして、お母さんに「なにか一つ買っていいよ」といわれたのでガチャポンをしまし
た。そしてかえりみちにかき氷やタピオカドリンクがあったので、谷口神父さまが、
「お
ごってあげる」と言ったので、子どもはほとんどかき氷で、ひとりは、タピオカドリンク
にしました。
そして、教会にかえってきて、みんながかえりました。
すごく、たのしかったです。

海老津地区
－6－
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マリア子どもの家 ７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。

＜水巻聖母幼稚園＞
去る 7 月 12 日･13 日は待ちに待った A 組のお泊り保育。
何日も前から「お泊り保育まであと～〇日！」とカウントダウ
ンしていた子や、てるてる坊主を毎日作ってお天気を願ってい
た子ども達。年長児になったら“お泊り保育”に行けるんだ‼
と、子ども達の目標でもあります。今年も「少年自然の家『玄

キャンプファイヤー

海の家』
」にご協力いただきました。幼稚園とは違うルールや挨拶、時間を守ること。しっか
りと教わりました。スタッフの方々の説明を真剣に聞く年長児の頼もしい姿が見られました。
【聖母ファミリー 同窓会】
8 月 2 日(金)14:00～16:00 ※要予約

海水浴

水巻聖母幼稚園の卒園児（小学生）が対象です。
水巻聖母幼稚園 ℡：093 201 9559

e-mail: contactus@mizumakiseibo.ed.jp
＜マリア子どもの家＞
梅雨の合間、蝉の声が聞こえてきます。北部九州は、梅雨が遅く雨が少ないので、この夏
の水不足が心配です。本当に、あちこちの異常気象を考えたとき、間に合わなくなる前に、
早く皆で取り組まなければと思うのですが。
雨天の時期、新しくできたマリアのテラスは、大活躍でした。七夕の笹を飾ったり、順番
に鉄棒をしたりしました。又、プランターに植えた枝豆のサヤが膨らんできたので、マリア
のテラスで、皆で枝からサヤを外す作業をしました。そして次の日、順番に蒸し器に並べ、
蒸して頂きました。給食で枝豆を食べていなかった人もこの枝豆は食べていました。自家菜
園も大活躍でした。

℡：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
－7－
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★特別献金★
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★抱樸夏祭り

6 月 2３日 聖ペトロ使途座への献金
２９，２４０円
ご協力、ありがとうございました。

追悼集会★

日時：８月１０日(土) 午後４:３０～
場所：小倉北区勝山公園
参加される方は、橋本さんまで連絡して
ください。

★第１８回北九州平和の集い★
日時：８月4日(日) 14:00～16:30

★お盆の納骨堂について★

場所：小倉カトリック教会
テーマ「私の隣人とは誰ですか」
メイン講師

お盆の三日間、納骨堂を開けています。
８月１３日(火)10時～17時

谷口神父様

１４日(水)10時～17時
１５日(木)聖母被昇天ミサ後～１７時

今回はマイクロバスを出します。参加さ
れる方は、聖堂後ろの用紙に名前をご記入
ください。子ども達の参加もお待ちしてい
ます。

自分の納骨堂の鍵をお持ちください。
納骨堂委員 大原

★聖母被昇天のミサ★
【帰天】安らかに！

日時：８月１５日(木) 午前９時 30 分～

６月 24 日
◇清水 静子さん

(折尾地区)

レプトン会よりお知らせ

「ペルーからの現状報告があります」
日

時：9 月 8 日（日）ミサの後

イエスのカリタス修道女会ペルー共同体 マリア・タキ保育園にも深くかかわり、また
管区秘書をされておられる

シスターマリー中村英子さんが日本へ帰国、その機会に水

巻教会を訪問してくださいます。
「皆さんにお見せできるよう、写真なども準備したいと思います。
よろしくお願いいたします。シスターマリー中村」

２年ぶりの現地報告集会です。皆さまの参加をお待ちしています。
ペルーの貧しい子どもを支えるレプトン会
「からしだね」の由来となった聖書の個所
マタイ 13 章 31 節、マルコ 4 章 30 節、ルカ 13 章 18 節
－8－

