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「新しい年を迎えて」 
新年
しんねん

おめでとうございます。毎年新しい年を迎え、心を新
あら

たに致しますが、

「新しさ」について、少し思いを馳
は

せてみたいと思います。 
 聖書

せいしょ

に「旧 約
きゅうやく

聖書
せいしょ

」と「新約
しんやく

聖書
せいしょ

」がありますが、求道者
きゅうどうしゃ

の中には「旧 約
きゅうやく

聖書
せいしょ

」はカトリック教会で使う聖書
せいしょ

、「新約
しんやく

聖書
せいしょ

」はプロテスタントの教会で

使うものと思っていた方が結構
けっこう

おられました。 
 そうではなくて、「旧 約

きゅうやく

聖書
せいしょ

」も「新約
しんやく

聖書
せいしょ

」もカトリックでもプロテス

タントでも使っております、両方合わせて「聖書
せいしょ

」と呼んでいるのですよと

言いますと、びっくりする方もおられます。「旧 約
きゅうやく

」とは、「旧
ふる

い契約
けいやく

」の意

味で、「新約
しんやく

」とは「新しい契約
けいやく

」の意味
い み

ですと申し上げますと、またびっく

りされます。 
 「新しい契約

けいやく

」は、言うまでもなくイエス様を通して父なる神様と私たち

人類
じんるい

全員
ぜんいん

との間に結ばれた「新しい」約束で、「契約
けいやく

」と呼ぶよりも「誓約
せいやく

」

と呼
よ

んだ方が相応
ふ さ わ

しいと思われます。それはともかく、神様があらゆる方を

限りなく愛して下さり、私たちが、誰でも、神様を親しく「父よ」と呼べる

という「新しい」関わりをもたらして下さったということですね。 
 どんな犯罪人

はんざいにん

でも、どんな失敗をした方でも、どんな悪い思いを心に抱
いだ

い

ていても、神様は、それらを全てよくご存知
ぞ ん じ

の上で、私たちが考えられない

程の深い愛をもって受け入れて下さるということを、新約聖書は教えてくれ

ます。 
 この「新しい契約

けいやく

」程、何時
い つ

の時代でも「新しい」ものは無いのではない

でしょうか。「新しい」年を迎
むか

えて、歩
あゆ

み始める私たちが、「新しい契約」を

心から悟
さと

り、その恵
めぐ

みを生きることが出来ますよう祈りたいと思います。 

つくば教会担当司祭 山田
や ま だ

 宣
のり

明
あき

 

http://www1.accsnet.ne.jp/%7Emikokoro/
mailto:mikokoro@mail1.accsnet.ne.jp


つくば教会だより 1月号                        2017 年 12 月 29 日発行 
****************************************************************************************************** 

                      2 

■信徒会より               

◇待降節黙想会の報告と御礼 
11 月 25 日（土）、26 日（日）

の 2 日間、サレジオ会の阿部仲
麻呂神父様ご指導による待降節
黙想会が行われました。この 2
日間に 3 回の講話をしていただ
きましたが、身近な事柄を例に
分かり易い講話をしていただき、
日常生活を振り返る貴重な時間
となりました。 

第３講話のあと、12 時 30 分
から阿部神父様と山田神父様を
交えた昼食会を行いました。30
名余の皆さんでサンドウィッチ
（会費 300 円）を頂きながら、
阿部神父様を紹介して下さった
桑原さんに司会をお願いして、
とても有益な分かち合いの時間
を持つことができました。 
黙想会の準備から昼食会の後

片付けまで手伝っていただきま
した多くの皆さんに、感謝申し
上げます。 

◇年末大掃除とクリスマス飾り
つけ 
12 月 3 日（日）は年末大掃除

とクリスマス飾りつけを行いま
した。また、今年の聖家族のセ
ットは、ベトナムの皆さんに製
作していただきました。 
年末の大掃除およびクリスマ

スの準備のために多面にわたっ
てご協力いただいた皆様に感謝
申し上げます。 

◇クリスマスミサとパーティ 
の御礼 
12 月 24 日（日）主の降誕夜

半ミサ（日本語）は 18 時から、
また、12 月 25 日（月）主の降
誕日中ミサは 10時 30分から行
われました。いずれの日もミサ
終了後に、一品持ち寄りのパー
ティでクリスマスのお祝いをし
ました。25 日のパーティでは，
イチゴのケーキにロウソクを立
てて山田神父様のお誕生もお祝
いしました。 
また、24 日 10 時半のミサ、

主の降誕夜半ミサおよび主の降
誕日中ミサに参加されたお子様
には、サンタクロースからプレ
ゼントが配られました。 
クリスマスミサの進行および

パーティ料理の提供および後片
付けなどにご協力いただいた皆
様に、心からお礼申し上げます。
お陰様で主の降誕を、多くの信
者の皆さんと楽しくお祝いする
ことができました。 
◇新年ミサと新成人の祝福 
 1 月 1 日（月）の新年ミサは
10 時半から始まり、ミサ中に新
成人の祝福を致します。なお、
新成人の祝福は 1 月 7 日（日）
および 1 月 14 日（日）にも受け
ることができます。 
◇ミサお休みのお知らせ 
神父様のご都合により、1/3

（水）19:00、1/4（木）7:00、1/5
（金）10:00、1/6（金）7:00 の
ミサはお休みになります。ご確認
ください。 
◇信徒総会および新旧役員の合同役
員会の開催について 
 1月28日（日）ミサ終了後すぐ

に信徒総会を開催し、2017年度の年
間行事と会計についての報告ならび

に2018年度の行事計画と予算につい
ての提案を行い、信徒の皆様のご意
見をいただければと考えております。
多くの皆様が参加していただけるこ
とを期待しております。 
先々月から皆様にお願いしており

ました1人1役のアンケート結果を
参考に、2018年度の役員選出を行っ
てきました。1月21日（日）ミサ後
に新旧役員が集まって合同委員会を
行いますので、よろしくお願い致し
ます。 

■各部会より 
◇2017年の枝の回収について 

2018 年の「灰の水曜日」は 2
月 14 日（水）になります。した
がって、昨年の「枝」を来年 1 月
7 日（日）から 2 月 4 日（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） 
◇結婚式のお手伝いのお願い 

1 月 14 日（日）13 時より角
田章様の結婚式があります。準
備・聖歌隊・片付けなどお手伝
いをよろしくお願いいたします。 

（式典係） 

■信徒動静 
◇転出 北 夏子さんが水戸教
会へ転出されました。どうぞお
元気で。 
◇転入 仲野 恵美子さん、伊藤 
真由美さんが高松教区桜町教会
から、角田（つのだ）育代さん、
角田 章さん、岡本 美佐子さん
が取手教会から転入されました。
どうぞよろしく。 
◇帰天 トマス・アクィナス梅
津 雅史さんが 12 月 8 日帰天さ
れました。どうぞお祈り下さい。

 

2018年 1月 典礼当番表 
 1/7 1/14 1/21 1/28 

侍  者 
飯島 壱行 

市川メリー 

酒井 エリ 

井上 璃子 

神保 諒人 

神保 愛理 

李 ドンハ 

有田 華 

聖体奉仕者 鈴木 穰 永田 光 桑原 直己 小川 千尋 

案 内 係 福井 廣司 永田 千草 赤石 清子 石澤 里子 

先   唱 森 彰一郎 杉 正人 金子 孝子 鈴木 穰 

オルガン 滝田 あや 田中 淳子 小山 光 運上 厚子 
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土浦教会において開催された第 2 回茨城県カトリック「宣教・福音化年」の集いにおいて、つくば教
会のフィンさんの信仰体験を話しました。その時の体験談を纏めたものを以下に紹介します。 

「ベトナムを離れて日本での生活と信仰」  フィン ティレ 

１．ベトナムから日本へ 
 私は、ベトナムの旧サイゴンで生まれました。私が洗礼を受けたのは、ベトナム戦争が終わった次

の年で、19 歳の時です。体制が共産主義になり、社会が変わってしまって、神様に祈りたい気持ちから
でした。その後、主人と結婚しましたが、主人の父がアメリカ軍に加わっていたことや、私がカトリッ
クであったため、私たち夫婦は、当時の共産党政権下の政府が運営する企業や工場では仕事に就くこと
ができませんでした。 
ベトナムでは生活ができないために、35 年前の 1982 年、私が 25 歳の時に、生後二か月の赤ちゃん

を連れてベトナムの南部からボートに乗り、ベトナムから脱出することを決意しました。ベトナムを出
た時のボートは，長さ 15 メートル、幅 4 メートルほどで 40 人乗りでしたが、136 人が乗り込みまし
た。食料品の持ち込みはなく、ガソリンもほとんど無くなって 3 日間ほど漂いましたが、幸運なことに、
台風が来る直前にパナマ船籍の大きな船に助けられ、マレーシアに上陸しました。 
マレーシアでは、小さな島に移されて、国連高等弁務官から食料と避難所を与えられ、1 年半ほど暮

らしました。その後、日本への難民申請も認められて、3 か月後に飛行機で大阪に到着することができ
ました。 

２．日本での生活、ベトナムへの帰国、そして再び日本へ 
日本では、姫路の難民センターに入り、3 か月間、日本語の勉強をしました。そのあと、仕事を紹介

され、主人は機械の旋盤工として働き、私は製品の品質検査の仕事をしました。最初は、関西弁がわか
らず、また習慣も違うので、とても困りましたが、身振り手振りでなんとか仕事を覚え、また、会社の
日本人や先に来日していたベトナム人のお陰で、徐々に、日本での生活や日本人について多くのことが
わかるようになりました。子供は難民センターの紹介で保育所に預けることができ、住居は県営住宅を
斡旋されました。難民センターは、カトリックの淳心会が提供した敷地内にあり、すぐ近くに仁豊野教
会がありました。毎週日曜日に教会に行きましたが、ベトナム人の信者も多くいました。今でも、数年
に 1 回、仁豊野教会を訪れますが、昔の仲間も多く、楽しい時間を過ごすことができます。 

5 年間、姫路で働いた後、主人の友人から仕事の誘いがあり、埼玉県吉川に引越しました。主人は旋
盤工の仕事を行い、私は電線の検査や食堂での仕事をしました。草加の教会に通い、私たちの生活も安
定し始めました。息子も学校で友達と一緒に勉強し、よく遊びました。 
私は、息子の人生が平和で幸せだと感じていました。私は、このよう 
な人生が送れるように助けてくれた日本政府に、いつも感謝していま 
した。しかし、数年たった頃、主人の体の具合が悪くなったため、主 
人と私はベトナムに帰国、日本に残った息子は、次の年に日本国籍を 
取りました。 
ベトナムには４年間いましたが、仕事を見つけるのが難しかったこ 

とと、息子が茨城の人と結婚するようになったため、再び日本に戻り、 
今は、縫製の仕事をしています。インターネットでつくば教会を知り、 
通うようになりましたが、神父様も信徒も優しいので、感謝していま 
す。1 週間働いたあと、日曜日に教会で神様にお祈りできるのは、貴 
重な時間です。 
いつも支えてくださった教会の皆様に感謝を申し上げます。これか 

らも日本で、この地で、一生懸命生きていきますので、よろしくお願
ねが

 
いいたします。 

 
信仰体験を語るフィンさん 
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行事予定表    2 0 1 8 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 月 10:30 新年ミサ ♰神の母聖マリア 

（新成人の祝福）    

6 土 18:00 ミサ   

7 日 
8:00 

10:30 
英語ミサ 
ミサ ♰主の公現     
（新成人の祝福） 

11:30 クリスマス飾り取り外し 
 

10 水 19:00 ミサ   

11 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） 

12 金 10:00 ミサ    

13 土 7:00 
18:00 

ミサ 
ミサ   

14 日 

8:00 
10:30 

英語ミサ 
ミサ（新成人の祝福） 

9:00 
9:30 

11:30 
13:00 

手話サークル 
日曜学校 
教会清掃（全員） 
結婚式 

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

20 土 7:00 
18:00 

ミサ 
ミサ   

21 日 
8:00 

10:30 
15:00 

英語ミサ 
ミサ 
スペイン語ミサ 

11:30 
ﾐｻ後 

 

新旧合同役員会 
聖歌隊練習 

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

27 土 7:00 
18:00 

ミサ 
ミサ 13:30 教会だより編集会議 

28 日 
8:00 

10:30 
英語ミサ 
ミサ（指定献金「世界こども助
け合いの日」）  

9:00 
9:00 

11:30 

教会清掃（国際部） 
手話サークル 
信徒総会 

31 水 19:00 ミサ   
  

1/3（水）19:00、1/4（木）7:00、1/5（金）10:00、1/6（土）7:00 のミサはありません。  
 

† 2月の予定    
2月14日（水） 灰の水曜日（大斎・小斎）10:00ミサ 19:00英語ミサ 

 
 毎日曜日 9:15～10:15 シスターによる若い人との分かち合い（ザビエルホール） 
 毎火曜日 10:30～11:30 シスターによる聖書で祈る集い（ザビエルホール） 
 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 
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クリスマスを前に大掃除。ご苦労様です。         聖家族セット製作のベトナムメンバー 

  

主の降誕の朝ミサ                 サンタクロースからプレゼント 

  
       美味しいご馳走が沢山！            山田神父様、お誕生日おめでとうございます 

 
 

☆2017年クリスマス 
おめでとうございます☆ 

 

今年からつくばに来られた 
3名のシスターと一緒に 

主の降誕の朝ミサ                 サンタクロースからプレゼント 
 


