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「マザーテレサ」 
昨年
さくねん

の９月４日にマザーテレサが列聖
れっせい

されました。マザーは、あまりにも有名で、日本
を 3回訪問

ほうもん
しておりますし、キリスト教と無関係

むかんけい
な多くの若者

わかもの
が日本からマザーのもとに

行ってボランティアをし、宗 教
しゅうきょう

を超えた深い出会いを体験
たいけん

されました。 
10年程前にそのマザーの誰も知らなかった内的苦しみが、彼女の手紙

てがみ
から明らかにさ

れ、タイム誌もそのことを取り上げたことをご存知の方々も多いと思います。 

 「主は、私たちの心におられる。主は、貧しい方の中におられる。主は、微笑
ほほえ

みの中にお
られる」と口癖

くちぐせ
のようにおっしゃっていたマザーは、いつも主を身近

みぢか
に感じ、復活

ふっかつ
したイ

エスと共に生き、主と共に働く喜びを味わっていたものと誰もが思っておりました。 
 ところが、そのマザーが、50年に亘

わた
る「霊的

れいてき
な闇

やみ
」を体験

たいけん
していたということは、世界

中を驚かせました。マザーが、36歳の時、神秘
しんぴ

体験
たいけん

をし、貧しい人々の中の最も貧しい
方々に仕えなさいという新たな召出

めしだ
しを受け、スラム街の活動

かつどう
を始めて間もなく、主の

現存
げんそん

を感じられない空しさ、孤独
こどく

、霊的
れいてき

すさみを体験
たいけん

しておりました。それは、僅
わず
かな期

間を除いて、死ぬまで続きました。ですから、約 50年間という、気が遠くなるほどの年月
です。それにも拘

かかわ
らず、毎日 4時半から数時間にわたるあの祈り、あの貧しい人々への

愛、あの精力的な働きを長年貫
つらぬ

いてきたというのは、どういうことでしょうか。 

 普通、「愛を感じる」ことが、愛の全てと思いがちですし、「愛を感じられない」と愛が
欠けていると思いがちです。しかし、マザーは、愛を感じられず、苦しみの中にあっても愛
しました。 
 マザーの修道会

しゅうどうかい
では、９月５日に聖マザーテレサの祝日を祝うそうです。私たちも、更

に深い信仰
しんこう

と愛の恵みのために、マザーの取り次ぎを願いたいと思います。 

つくば教会担当司祭 山田
や ま だ

 宣
のり

明
あき
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■信徒会より               

◇中澤助祭のご葬儀  
 中澤助祭はインドネシアから
シンガポールへ旅行中に体調が
急変し、7 月 24 日にシンガポー
ルの病院でご逝去されました
（享年 88 歳）。 
ご葬儀は 8 月 2 日（水）午前

11 時から水戸教会で行われま
した。温かなお人柄で信徒の心
を和ませながら宣教に貢献され
た助祭を偲びつつ、多くの人々
が葬儀に参列（つくば教会から
は 16 名）しました。天国での安
らぎを心からお祈り申し上げた
いと思います。 
◇平和旬間行事について 

8 月 13 日（日）14 時から友
部修道院において、平和旬間行
事が行われ、つくば教会から国
際部約 10 名、日本人部 14 名の
信徒が参加しました。 
岡田大司教の「いのちへのま

なざしに学ぶ」と題した講話を
聞き、民族衣装を着た信徒や折
鶴奉納など国際色あふれた平和
を願うミサを捧げました。講話
では、「すべての人が与えられ
たいのちを十全に生きることが
できるように、神のまなざしに
立って、あらゆる問題を考えよ
う」との提言がなされました。 
◇聖母被昇天ミサについて 
 聖母被昇天ミサは、8 月 15 日
（火）19 時から国際部との合同
ミサが行われました。今年の聖
母被昇天ミサは平日の夜になり
ましたが、60 名弱の信徒がミサ
にあずかりました。 
◇ミサお休みのお知らせ 
 神父様のご都合により、
9/14(木)7 時、9/27(水)19 時、 
9/28(木)7 時、9/29(金)10 時、 
9/30(土)7 時のミサはありませんの
で、ご確認ください。  

◇敬老会について        
 9 月 10 日（日）の日本語ミサ
中に、敬老のお祝いの祝福とと
もに希望者への祝福も行って、
希望者には「ルルドの水」をお
持ち帰りいただけるように用意
致します。 
ミサ後、お祝いの茶話会を行

いますので、多くの皆さまと一
緒にお祝いできればと考えてお
ります。なお、ご都合のつく方
は、小さなお料理をお持ち頂け
れば幸いです。 
◇バザー開催について 
 今年は 10 月 22 日（日）9 時
半からの合同ミサ後にバザーが
開催されます。詳細を次ページ
に纏めましたので、皆様のご協
力をよろしくお願い致します。
なお、次回バザー委員会を 9 月
24 日（日）9 時から開きます。 
◇シスターからのお知らせ 
 現在、シスター方が中心とな
って下記の集いを継続的に行っ
ていますので、ご興味のある方
は遠慮なくご参加ください。 
① 若い人との分かち合い 
日時：日曜日 9:15-10:15 
場所：ザビエルホール 
内容：母国語で当日の福音を読
み、祈り、分かち合う。 
② 聖書で祈る集い  
日時：火曜日 10:30-11:30 
場所：ザビエルホール 
内容：日曜日の福音を読み、自
分に響いたみ言葉を通していの
り、グループで分かち合う。 
今後、開催日時は行事予定表

欄外に記載することにします。 

■各部会より 
◇サマースクールについて 
 第 62 回茨城県カトリックサ
マースクールは 2017 年 8 月 6
日から９日まで、35 名（つくば
からは 7 名）の少年少女が参加

して、有益な時間を過ごしまし
た。スクール開催にご協力いた
だいた多くの皆様に感謝です。
以下に、今回初めて参加された
コングレガシオン・ド・ノート
ルダムのシスターの感想文を紹
介しますので、ご覧ください。 

（使徒職協議会） 

■信徒動静 
◇転入 吉田 真弓さん、吉田 
剛さん、吉田 健さんが大阪教区
泉北教会から転入されました。 
 

サマースクールに参加して 

初めて参加して先ず感動しま
した。62 回も続いている教会
学校キャンプ、しかも 9 つの教
会から集まった 35 名の子ども
たちの参加。５つの教会から集
まった昼も夜もなく子どもと共
にいる 10 名のリーダーたち。
3 度 3 度の食事作り、テント張
り、バーベキュー、流しそうめ
んのため時間と労力をかけて働
いてくださった４つの教会から
17 名のお父さん、おかあさん
たち。ミサをしてくださったイ
エズス・マリアの聖心会の神父
様、ブラザーたち 5 名。こんな
にたくさんの方々の手と心が子
供たちにかけられていたので
す。ゲーム、花火、スイカ割、
水遊び、エキスポセンターのプ
ラネタリウム見学など沢山の行
事、そして神様の勉強と祈りと
ミサ。内容も楽しく学びもあり
ました。こんなに大きな行事
を、関わっている方々が皆元気
で楽しくできたのは神様が喜ん
でおられるしるしだなあと思い
ました。 
子どもたちがお迎えの保護者

の車に乗り込む頃、台所の片づ
けやモップかけの大掃除をして
くださっているお父さんお母さ
ん、指導司祭のスリ・ワルヨ神
父様はじめお世話して下さった
方々に心からの感謝を送りまし
た。 
      シスター都成靖枝 
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中澤助祭のご葬儀      平和旬間行事に浴衣姿で参加、つくば教会フィリピングループも    2017.8.13 

2017年 9月 典礼当番表 
 9/3 9/10 9/17 9/24 

侍   者 
飯島 壱行 

朴 ジュノ 

神保 諒人 

神保 愛理 

酒井 エリ 

市川 メリー 

李 ドンハ 

有田 華 

聖体奉仕者 歳森 敦 福井 廣司 櫻井 みや子 石澤 通 

案 内 係 櫻井 隆 市野 百合子 永田 千草 福井 廣司 

先   唱 加藤 良子 桑原 直己 大門 建夫 森 彰一郎 

オルガン 滝田 あや 運上 厚子 小山 光 田中 淳子 

 

2017年バザーおよび献品について   バザー実行委員会 

【バザーの目的】信徒の交流・親睦、特に国際部との交流を主な目的として、楽しいバザーを
目指し、収益は①フィリピン・マラウィ支援、②イエズス・マリアの聖心
会司祭の育成、③つくば教会のために有益に使用されます。 

【献品の受付】 献品の受付は下記のように限定させていただきます。 
【献品受付期間】9月 30日（土）から 10月 20日（金）午前中まで 
【献品の値付け】10月 19日(木)10時-12時、13時-15時、10月 20日(金)10時半-12時半 
【テントの設営】10月 21日（土）14時から教会駐車場にて 
【献品を受け付ける物】 
  ・雑貨：①食器・台所用品・生活雑貨(未使用) ②タオル・シーツ等布製品(新品のみ) 

③贈答品（箱入り新品） 
  ・中古衣料（新品に近いもの、洗濯済みのもの） 

・靴・カバン（新品又は新品同様品）    ・手芸品：手作りのもの（新品） 
・本類等：①本（破れ・落書きの無いもの）②ＣＤ、ＤＶＤ 
・食料品：①手作り菓子、②農産物、③酒類、④乾物類、⑤缶詰・ビン詰など 

（いずれも賞味期限内・消費期限内のもの） 
【献品を受け付けない物】 

・おもちゃ類（ぬいぐるみ等） ・学習教材（受験参考書など） 
・家具類、大型家電製品（冷蔵庫・洗濯機など）・パソコン・テレビ・その他電気製品 
・スキー用具、ゴルフ用具、チャイルドシート、ウエットスーツ、健康器具など 
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行事予定表  2017 年 9 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 金  10:00 初金ミサ 10:45 聖書に親しむ会（午前の部） 
2 土 7:00 

18:00 
ミサ 
ミサ 

  

3 日 8:00 
10:30 

英語ミサ  
ミサ 

ミサ後  
 
聖歌隊練習 

6 水 19:00 ミサ   
7 木 7:00 ミサ   
8 金 10:00 ミサ   
9 土 7:00 

18:00 
ミサ 
ミサ 

  

10 日 8:00 
10:30 

英語ミサ    
ミサ（敬老の祝福） 
 

9:00 
9:00 
9:30 

11:30 
11:30 

国際部定例役員会 
手話サークル 
日曜学校 
教会清掃（全員） 
敬老のお祝い茶話会 

13 水 19:00 ミサ   
14 木   

 
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） 

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

18:00 
ミサ 
ミサ 

  

17 日 8:00 
10:30 
15:00 

英語ミサ 
ミサ 
スペイン語ミサ 

11:30 
 
定例役員会 

20 水 19:00 ミサ   
21 木 7:00 ミサ   
22 金 10:00 ミサ   
23 土 7:00 

18:00 
ミサ 
ミサ 

  

24 日 8:00 
10:30 

英語ミサ 
ミサ (指定献金「世界難民移
住・移動者の日」) 

9:00 
9:00 
9:00 

ミサ後 

教会清掃（国際部）  
手話サークル 
バザー委員会 
聖歌隊練習 

30 土 18:00 ミサ 13:30 教会だより編集会議 

9/14(木)7:00 9/27(水)19:00 9/28(木)7:00 9/29(金)10:00 9/30(土)7:00 のミサはありません。 

† 10月の予定 †   
・10月22日（日）9:30合同ミサ 10:40 教会バザー 

 
 毎日曜日 10:00 ロザリオの祈り（ザビエルホールの奥の部屋） 
 毎金曜日 9:00～10:00 聖時間 
 毎日曜日 9:15～10:15 若い人との分かち合い（ザビエルホール）  

 ただし、9 月 10，17 日（日）はシスターの都合により中止となります。 
 毎火曜日 10:30～11:30 聖書で祈る集い（ザビエルホール） 

 


