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“映画「沈黙
チンモク

」を見て” 
１月２３日（月）司祭達６人で「沈黙」を見に行きました。学生の頃、遠藤

エンドウ
周作
シュウサク

の「沈
黙」を夢中で読んだときの感動は今でも覚えております。その後、神学生のとき、ワシン
トンで「沈黙」の英訳 “Silence”を書店で見たとき、もう英語に訳されたのか、外国人にこ
の本が解るかなと疑問

ギモン
に思いましたが、でも尊敬

ソンケイ
する本が英訳されたことをとても嬉しく

感じました。 

 叙
ジョ
階後
カイゴ

水戸に赴任
フニン

したとき、日本人監督
カントク

による「沈黙」の試写会
シシャカイ

に招かれ、座談会
ザダンカイ

にも
出席しましたが、そのときの「沈黙」は、本に忠実な内容だったように思います。今回の
「沈黙」は、有名なアメリカ人の監督

カントク
の作で、以前の映画「沈黙」とはストーリーの運び

方が大分違っておりました。しかし、それだけに今回は「沈黙」について監督の解釈が良
く見えたように思い、驚きと深い感動

カンドウ
を覚えました。アメリカ人で「沈黙」をこんなに深

く理解
リカイ

していることへの驚きと喜びです。 

 個人的には、この映画を見て、キリスト教の本質とは何かという問いが自分に突き付け
られました。迫害

ハクガイ
時代のカトリックとヴァチカン公

コウ
会議
カイギ

後の現在のカトリック教会は、大
変な違いですし、特に言葉で表現された信仰の内容も信仰のあり方や考え方にも大きな
相違
ソウイ

があると思います。しかし、今も尚、キリスト教の本質的な要素とそうでない要素と
が混在

コンザイ
しております。教会は、人間の組織

ソシキ
ですから、ある程度は仕方ありませんが、でも、

文化面で、大いに改善される余地があるように今回は思わされました。 

 世界に共通
キョウツウ

な、そして世界に通用するキリスト教のあり方と、特定の国と文化に根をお
ろす信仰

シンコウ
のあり方を探ることは、大きなチャレンジです。益々

マスマス
国際化
コクサイカ

されていく日本の教
会の大きな課題のひとつと言えましょう。 

 とにかく、多くを考えさせられる映画でした。一見をお勧
スス
めいたします。 

つくば教会担当司祭 山田宣明 
 

http://www1.accsnet.ne.jp/%7Emikokoro/
mailto:mikokoro@mail1.accsnet.ne.jp
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■信徒会より 

◇クリスマスミサ＆パーティ 
12 月 24 日（土）主の降誕夜

半ミサ（日本語）は 18 時か
ら、ミサ後に恒例のパーティが
行われました。また、12 月 25
日（日）主の降誕日中ミサは
10 時 30 分から、ミサ後のティ
ーパーティでは，山田神父様の
お誕生のお祝いも行いました。 
司牧部ではお子様用プレゼン

トとして 80 人分のお菓子を用
意し、ほぼ全部を子供たちに配
布しました。この二日間、一品
持ち寄りパーティ、クリスマス
に関連した色々なお手伝いに多
くの皆さんにご協力いただき、
ありがとうございました。   
少し遅くなってしまいました

が、クリスマスの時の写真を次
ページに掲載しましたので、ご
覧ください。 
◇新年ミサ 
 1 月 1 日（日）の新年ミサに
は、韓国大邱教区から来られた
朴鐘賢神父様と山田神父様が共
同司式をされ、多くの信徒とと
もに新年らしい御ミサを行うこ
とができました。 
◇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
した。岩堀信徒会長の挨拶につ
づき、2016 年度の事業報告なら
びに会計・監査の報告が承認
されました。 
引き続き、2017 年度の信徒

会会長に岩堀隆子さんの留任
が承認されました。各部会担
当の部長については数名の役
員の交代がありましたが、ほ
ぼ 201６年度の役員が留任す
ることとなりました。2016 年
度に色々な部会で尽力いただ

いた信徒の皆さん、ご協力あり
がとうございました。 

2017 年も信徒の皆様方と新
役員が協力しながら、ほぼ昨年
同様の事業を行うことになりま
す。皆様方の積極的なご協力を
よろしくお願い致します。 
◇新成人の祝福について 

1 月 8 日（日）の新年ミサに
おいて、新成人 1 名（桑原智巳
さん）の祝福が行われました。
おめでとうございます。 
◇四旬節について 
 今年は 3 月 1 日（水）に灰の
水曜日（四旬節）のミサが行わ
れます。また、四旬節黙想会は
3 月 11 日（土）～12 日（日）の
黙想会はアイダル神父様にお願
いしております。詳しいスケジ
ュールは次号の教会だよりでお
知らせします。 

■各部会より 
◇ボランティアグループより 
日頃は寿司弁当やガレットの

購入でご協力下さりありがとう
ございます。下記の会計報告に
示しますように、お陰様で昨年
度も山谷、ダルク、こどもネッ
トワーク、いのちの電話に下記
の通り寄付することができまし
た。その他、米、芋、りんご、衣
類、洗剤、家具、家電製品等も
多数お届けしました。 
  厳しい環境のもと懸命に生き

ている方々に、私どもの出来る
物質的支援は限られていますが、
心を込めた祈りをグループ皆で
捧げております。今年度もどう
ぞよろしくお願いいたします。 
◇広報部より 
 教会だより編集委員会では、
神父様はじめ皆様からいただい
た原稿とともに、前月の出来事
に関する写真を掲載するように
しております。広報部では、写
真の担当を宮本陽子さんにお願
いしております。宮本さんは教
会の行事などの写真を長期に亘
って保存しておられ、つくば教
会の歴史を知る上で、貴重な資
料となっています。 
 今年も広報部は皆様の情報の
提供元として頑張りたいと思い
ますが、皆様からのご意見・ご
提案をお待ちしています。            

■信徒動静 
 ◇転出：進藤 佳恵さんが土浦
教会へ転出されました。どうぞ
お元気で。 
◇転入：新田 真千子さん、新田 
智洋さん、新田 百恵さんが大阪
教区堺教会から転入されました。
どうぞよろしく。 
◇帰天：アンドレ・ルカ 小川 正
さん、ペトロ 吉田 力さんが帰
天されました。どうぞお祈りく
ださい。 

2016 年度ボランティアグループ会計報告 (2016.2-2017.1) 
＜収入＞ （円） ＜支出＞ （円） 
前年度繰越 45,417 山友会（東京・山谷）へ（㋄、㋋） 60,000 
販売収益（弁当） 90,000 茨城ダルクへ（5 月、12 月） 60,000 
販売収益(紅茶･ｶﾞﾚｯﾄ･野菜） 25,652 いのちの電話へ（5 月） 10,000 
ご寄付（含ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ販売より） 16,000 未来のこどもﾈｯﾄﾜｰｸ（5 月） 10,000 
  雑費（支援物資送料） 1,100 
  次年度繰越 35,969 
合計 177,069 合計 177,069 
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 2017年 2月 典礼当番表 
 2/5 2/12 2/19 2/26 

侍   者 有田 悠 
有田 華 

李 ドンハ 
飯島 壱行 

酒井 エリ 
井上 璃子 

朴 ジュノ 
神保 諒人 

聖体奉仕者 中島 恵 大門 建夫 浜口 景子 杉 明子 
案 内 係 浜口 景子 石澤 里子 吉武 京子 永田 光 
先   唱 櫻井 隆 永田 千草 大門 建夫 歳森 敦 
オルガン 滝田 あや 運上 厚子 小山 光 田中 淳子 

 

   
   クリスマスミサと子供たちにサンタクロースからプレゼント 2016.12.24        朴神父様と共に御ミサ 2017.1.1 

  
 新成人おめでとうございます 

2017.1.8 

2017年役員です。よろしくお願い致します。（敬称略） 
（前列左から）韓国部・中島恵、会計部・浜口景子、会長・岩堀隆子、 

山田主任司祭、典礼部・小川千尋、総務部・杉明子、 
（後列左から）使徒職担当・鈴木穣、副会長&司牧部・永田光、元副会長・安逹明 
       会計部・歳森敦、広報部・森彰一郎 
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行事予定表  2 0 1 7 年 2 月   
 ミサ・典礼 講座・学校・集会ほか 

  時刻 行 事 内 容 時刻 行 事 内 容 
1 水 19:00 ミサ   
2 木 7:00 ミサ   
3 金 10:00 初金ミサ 10:45 聖書に親しむ会（午前の部） 

4 土 7:00 
18:00 

ミサ 
ミサ   

5 日 8:00 
10:30 

英語ミサ 
ミサ（聖体奉仕者任命式） 

 9:00 
ミサ後 

教会清掃（国際部） 
聖歌隊練習 

8 水 19:00 ミサ   

9 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） 

10 金 10:00 ミサ   

11 土 7:00 
18:00 

ミサ 
ミサ   

12 日 
8:00 

10:30 
 

英語ミサ 
ミサ 

9:00 
9:00 

11:30 

国際部定例役員会 
手話サークル 
教会清掃（全員） 

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

18 土 7:00 
18:00 

ミサ 
ミサ    

19 日 
8:00 

10:30 
15:00 

英語ミサ 
ミサ 
スペイン語ミサ 

9:00 
11:30 

教会清掃（国際部） 
定例役員会 

22 水 19:00 ミサ   
23 木 7:00 ミサ 19:00 聖書に親しむ会（午後の部） 
24 金 10:00 ミサ   

25 土 7:00 
18:00 

ミサ 
ミサ 13:30 教会だより編集会議 

26 日 8:00 
10:30 

英語ミサ 
ミサ 

9:00 
11:30 

手話サークル 
教会清掃（全員） 

 
† 3月の予定 †    
   ・3月1日（水）  灰の水曜日（四旬節）（大斎・小斎） 

・3月11日（土）～12日（日） 四旬節黙想会（アイダル神父）
 

 毎日曜日 10:00～「ロザリオの祈り」（ザビエルホール） 
 毎金曜日 9:00～10:00 聖時間 

 


