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「新しい年を迎えて」 

新年おめでとうございます。新しい年を迎え、新年の決心
を固めておられることでしょう。新年にあたって、心に決め
たことは、何でしょうか。 
 以前おりました教会で、家庭集会の分かち合いの折に、当
時その教会の事務局長をしておられた方が分かち合って下さ
ったことばが、私にとって意外だったので印象に残っており
ます。その方は、成人洗礼でしたが、カトリック教会と出合
う迄は、神仏に手を合わせて祈るのは、願い事のためだけと
思っておられたそうです。ところが、カトリック教会で、感
謝する祈りを教えられ、目からうろこが落ちたように、新し
い世界が開かれた、とおっしゃられたのです。 
 その分かち合いを聞いて、私は、何か新しいことを聞かさ
れたように感じました。その方は、心からの感謝のお気持ち
をお持ちで、神様に感謝する祈りをとても幸せに感じている
ように受けとめられたからです。 
 「有難う」とか「感謝します」とことばで言うのは簡単で
すが、心から感謝することは、それ程易しいことではないと
思われます。 
 今年は、特に、自分や周りの方々とともに「いつも一緒に
居て下さる」神様のみ業に感謝する祈りを大切にしたいと思
います。いつも願いの祈りが最初に浮かびますが、その祈り
と同時に、それに関わる感謝の祈りを大切にする年でありま
すように新年の意向を固めたいと思います。 

つくば教会担当司祭  
山田宣明 

 

http://www1.accsnet.ne.jp/%7Emikokoro/
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■信徒会より 
◇待降節黙想会について 

 今年の待降節黙想会が 11 月

26 日（土）、27 日（日）にオリ

エンス宗教研究所所長の淳心会

司祭コンスタンチノ・コンニ・

カランバ師をお迎えして行なわ

れました。 
また、第 3 講話後に神父様方

を囲んで多くの信徒とともに昼

食会を行い、有益な時間を過ご

しました。昼食の準備など、皆

様のご協力、ありがとうござい

ました。 

◇クリスマスミサ＆パーティと

年末のスケジュール 

12月 24日（土）主の降誕夜

半ミサ（日本語）は 18時からに

なります。 

ミサ後のパーティは，一品持

ち寄りで行いますので，皆様の

ご協力をよろしくお願いします。 

また、12月 25日（日）主の降

誕日中ミサは 10時 30分から行

われます。ミサ後のティーパー

ティでは，山田神父様のお誕生

もお祝いします。こちらも一品

持ち寄りで行いますので，ご協

力をよろしくお願いします。 

なお、年末年始のスケジュー

ルも下記に示しましたので、ご

確認ください。 

◇ミサお休みのお知らせ 

 1月 4日（水）夜ミサ、１月 5

日（木）および 1月７日（土）

の朝ミサは、神父様のご都合に

よりミサはお休みとなりますの

で、ご注意ください。 

◇新成人の祝福について 

1 月 8 日（日）のミサ中に、

新成人の祝福が行われます。ま

た、1 月 8 日の都合が悪い方の

ために、1 月１日（日）の新年

ミサにおいても、新成人の祝福

が行われますので、2017年に成

人となられる方は是非ミサにご

参加ください。 

◇合同役員会の開催について 

 1 月 15 日（日）11 時 30 分か

ら、2016 年度役員および 2017

年度の新役員が集まり、2016年

度の総まとめと 2017 年度の実

行計画などについて会議を行い

ます。新旧役員の方々の役員会

への参加をよろしくお願い致し

ます。 

◇2017 年度信徒総会について 

 2017年度の信徒総会を 1月 22

日（日）ミサ後に開催致します。

2016 年度の事業報告および決

算ならびに 2017 年度の事業計

画案および予算案などについて

議論することにしていますので、

信徒の皆様のご参加をよろしく

お願い致します。 

◇クリスマス飾りの取り外 

しについて 

1月 8日（日）の 10時半ミサ

後、信徒全員による清掃ととも

に、クリスマス飾りの取り外し

を行いますので、皆様のご協力

をお願い致します。 

■各部会より 
◇2016 年の枝の回収について 

2017 年の「灰の水曜日」は 3

月 1 日（水）になります。した

がって、昨年の「枝」を来年 1

月 22 日から 2 月 19 日までに集

めたいと考えていますので、よ

ろしくお願い致します。なお、

持参された「枝」は、聖堂入口

の段ボール箱の中にお入れ下さ

い。 

（典礼部） 

◇県広報紙発行のお知らせ 

 今年度の茨城県カトリック広

報が発行されました。聖堂入口

のテーブルに置いてありますの

で、ご覧ください。 

（使徒職協議会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 年クリスマス＆年末年始の行事予定 

  時刻 ミサ・典礼 時刻 学校・会議・講座など 

24 土 

7:00 
18:00 
22:30 

ミサはありません 

主の降誕夜半ミサ（日本語） 

主の降誕夜半ミサ（英語） 

19:30 クリスマス・パーティ 

＊子供たちにお菓子配り（25日も） 

25 日 
8:00 

10:30 
英語ミサはありません         

主の降誕日中ミサ（日本語） 
11:30 山田神父様のお誕生日のお祝いと 

クリスマス・ティー・パーティ 

30 金 10:00 ミサ（聖家族）   

31 土 

7:00 
18:00 

 22:00 

ミサはありません 

ミサはありません         
新年深夜ミサ（英語） 

  

1／1 日 
8:00 

10:30 
英語ミサはありません       

新年ミサ（神の母聖マリア） 
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             2017 年 1 月 典礼当番表 

 1/1 1/8 1/15 1/22 1/29 

侍   者 
酒井 エリ 

李 ドンハ 

有田 悠  

有田 華  

朴 ジュノ 

飯島 壱行 

朴 ジュノ 

神保 諒人 

酒井 エリ 

井上 璃子 

聖体奉仕者 石澤 通 永田 光 岩堀 隆子 小川 千尋 桑原 直己 

案 内 係 小川 千尋 中島 恵 市野 百合子 歳森 敦 小川 千尋 

先   唱 鈴木 穣  大門 建夫 金子 孝子 杉 正人 森 彰一郎 

オルガン 滝田 あや 運上 厚子 田中 淳子 小山 光 田中 淳子 

 

  
淳心会司祭カランバ師による黙想会ミサ  11.26      シスター景山による聖書講座の後の昼食会  12.8 

  

   
           年末の大掃除とクリスマスの飾り付け      2016.12.4 
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 行事予定表 2017 年 1 月  

 ミサ・典礼 学校・会議・講座・勉強会 

  時刻 行 事 内 容 時刻 行 事 内 容 

1 日 10:30 新年ミサ†神の母聖マリア 
（新成人の祝福） 

  

4 水  （ミサはお休み）   
5 木  （ミサはお休み）   
6 金  10:00 初金ミサ   

7 土 
 

18:00 
（朝ミサはお休み） 
ミサ   

8 日 

8:00 
10:30 

英語ミサ 
ミサ†主の公現（新成人の祝福） 

9:00 
9:30 

11:30 
 

国際部定例役員会 
日曜学校 
教会清掃（全員） 
＊クリスマス飾り取り外し 

11 水 19:00 ミサ   

12 木 7:00 ミサ 
10:30 
19:00 

聖書講座(シスター景山) 
聖書に親しむ会（午後の部） 

13 金 10:00 ミサ   

14 土 
7:00 

18:00 
ミサ 
ミサ   

15 日 
8:00 

10:30 
15:00 

英語ミサ 
ミサ 
スペイン語ミサ 

9:00 
ミサ後
11:30 

教会清掃(国際部) 
聖歌隊練習 
新旧合同役員会 

18 水 19:00 ミサ   
19 木 7:00 ミサ   
20 金 10:00 ミサ 10:45 聖書に親しむ会（午前の部） 

21 土 
7:00 

18:00 
ミサ 
ミサ   

22 日 
8:00 

10:30 
英語ミサ 
ミサ 

9:00 
11:30 

 

手話サークル 
2017 年度信徒総会 
＊枝の回収開始（～2/19まで） 

25 水 19:00 ミサ   
26 木 7:00 ミサ 19:00 聖書に親しむ会（午後の部） 

27 金 10:00 ミサ   

28 土 
7:00 

18:00 
ミサ 
ミサ 

13:30 教会だより編集会議 

29 日 
8:00 

10:30 
英語ミサ 
ミサ 

11:30 教会清掃（全員） 
≪指定献金 
「世界こども助け合いの日」≫ 

 
† 2月の予定 †    

・2月5日（日） 聖体奉仕者任命式 
・2月7日（火） ユスト高山右近列福式（大阪） 

 
 毎日曜日 10:00～「ロザリオの祈り」（ザビエルホール） 
 毎週金曜日 9:00～10:00 聖時間。 
 1 月 8日（日）以降のミサは通常通り行われます。 

 


