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「主
しゅ

の復活
ふっかつ

」 
主の復活

ふっかつ
については、新約

しんやく
聖書
せいしょ

の多くの箇所
か し ょ

で語られております。4福音書
ふくいんしょ

は、いずれも最後
さ い ご

に主の復活
ふっかつ

を語ります。しかし、使徒
し と

言行録
げんこうろく

とパウロの書簡
しょかん

に見られる、パウロを回心
かいしん

させた「復活
ふっかつ

した主との出会い」の体験
たいけん

は、圧巻
あっかん

です。 

 パウロは、はじめキリスト教徒
きょうと

を迫
はく
害
がい
しており、キリスト教徒から恐

おそ
れら

れておりました。しかし、復活
ふっかつ

したイエスに出会い、回心
かいしん

し、逆に、キリス
トを信じる使徒となりました。そして、驚

おどろ
くべき熱意

ね つ い
でユダヤ人以外の方々

にもキリストの復活
ふっかつ

を述べ伝え、キリスト教発展
はってん

の基礎
き そ

を作りました。 
この復活

ふっかつ
したイエスとの出会いの体験

たいけん
は、「なぜ、わたしを迫害

はくがい
するのか」と

いう復活
ふっかつ

したイエスの問いとの出会いでした。それは、イエスが、「ご自分を
信じる方々」と「ご自分」を同一視

ど う い つ し
している復活

ふっかつ
したイエスとの出会いでし

た。 

 パウロは、その後も神秘
し ん ぴ

体験
たいけん

を経験
けいけん

いたしましたが、この最初
さいしょ

の復活
ふっかつ

した
イエスとの出会いは、パウロにとって決定的

けっていてき
な出会いでした。この出会いが、

もう少し詳しく語られていたら良かったのにといつも思いますが、口に表せ
ない体験

たいけん
だったのでしょう。でも、その体験

たいけん
の結果は、パウロの沢山の書簡

しょかん

に表れております。Ⅰコリントの「体の譬
たと
え」は、その良い例と思われます。

みな魅力
みりょく

あふれる書簡
しょかん

です。 

 4月 2日から始まる「復活
ふっかつ

節
せつ
」に味わいたいものです。 

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
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■信徒会より               

◇信徒総会および新旧役員会の
開催について 
役員および信徒の皆さん約

50 名が出席し、2018 年度の信
徒総会を 1 月 28 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、2017 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。 
その後、2018 年度の信徒会会

長に岩堀隆子さんの 3 選、村井
陽子さんの副会長着任が承認さ
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、昨年度の役員が留
任することとなりました。 
信徒の皆さんからは、信仰を

分かち合う機会の増加、黙想会
におけるゆるしの秘跡の時間配
分、共同祈願の内容の充実、行
事のお手伝い表の貼り出しなど、
貴重なご意見を頂きました。 
信徒の皆様のご意見を踏まえ

つつ、2018 年度も信徒の皆様方
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。 
◇黙想会のご報告 
今年は、サン・スルピス会大

山悟司祭（日本カトリック神学
院の養成者）をお迎えして、黙
想会が行われました。2 月 17 日
の第 1 講話では「四旬節とは何
か」、2 月 18 日の第 2 講話では
「救いとは何か」、第 3 講話では
「キリストによる救いは何か」

について、懇切丁寧なお話があ
りました。 
第 3 講話の後、ザビエルホー

ルにおいて大山神父様、山田神
父様を囲んで昼食会を行いまし
た。今回の昼食は 42 名でテーブ
ルを囲み、ベトナムの信徒の皆
さんが中心となって、心のこも
ったベトナムのお正月料理を作
っていただきました。珍しい食
材も使った美味しいベトナム料
理、ご馳走様でした。感謝！感
謝です！ 
◇2018年度の聖週間、復活の
主日について 
今年は 3 月 25 日(日)が受難

の主日(枝の主日)にあたり、聖
週間が始まります。聖木曜日(29
日)、聖金曜日(30 日)は 19 時か
ら、復活徹夜祭(３月 31 日)の典
礼は 18 時から行われます。聖週
間の各担当者については、掲示
板に掲示しておりますので、ご
確認ください。 

4 月１日（日）の復活祭のミサ
後、イースターエッグの配布と
信徒全員の記念撮影を行います。
イースターエッグは 31 日(土)
夕方および 4 月 1 日（日）ミサ
前に受付けますので、お一人 5
個程度のイースターエッグのご
協力をお願い致します。 
また、記念撮影の終了後、復

活祭のお祝いパーティーを行い
ますので、お料理の一品持ち寄
りのご協力をよろしくお願い致
します。 
◇司祭の人事異動 
 4 月 8 日付で県内の司祭の人
事異動が以下のように発表され
ました。鹿島教会主任司祭成田
神父様は那珂教会主任司祭、土
浦教会スリ・ワルヨ主任司祭は
下館教会主任司祭、下館教会主
任司祭フィル・マーフィー神父
様は土浦教会主任司祭兼鹿島教

会担当になられます。 
 なお、7 月 16 日（月・祝）
に鹿島教会で予定されていた成
田神父様の金祝は変更となりま
す。後日、詳細が決まりました
ら、連絡することに致します。 

■各部会より 
◇韓国語によるミサ中の朗読 
 今月から、第3日曜日の第2朗読
は韓国語での朗読を再開することに
しましたので、よろしくお願い致し
ます。        （典礼部） 
◇司牧部からのお知らせ 
(1)日曜学校の開校 

4 月からの日曜学校は、毎月
第 2日曜日の 10時 15分から 10
時 45 分までで行います。終了
後、ごミサに与かります。対象
者は、幼稚園の年中から小学校
6 年生までです。高学年と低学
年に分かれて行いたいと思いま
す。30 年度は、4 月 8 日からで
す。場所は、教会の 2 階の集会
室です。どうぞいらして下さい。 
(2)初聖体について 
 6 月 3 日に初聖体式がありま
す。対象者は、4 月から小学校２
年生以上です。 
申し込みは、3 月 4 日からで

す。掲示板に申込書が貼ってあ
りますので、洗礼証明書を添え
て神父様か、日曜学校担当者に
申し込んで下さい。締め切りは
4 月 1 日です。 
◇供花について 
 供花係は、祭壇やマリア様の
ご像の前などに、順番で毎週末
にお花を活けております。今年
から国際部に 5 月、10 月および
2019 年 3 月に供花をお願いす
ることに致しましたが、メンバ
ーの高齢化等により、年々お仕
事が難しくなっております。 

  そこで、性別、国籍等にかか
わらず、新しいメンバーを募集 
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しております。お花の心得がな
くても、お手伝いをして頂ける
だけでもとても助かります。お
当番は一年に三回くらいです

が、一回でも結構ですので、お
力添え頂けますようお願い申し
上げます。ご協力頂ける方は大
川までお声をお掛けください。    

（典礼部供花係） 
◇茨城カトリック女性の会総会
について 

  3 月 17 日（土）10 時 30 分か
ら友部修道院において、第 51 回
茨城カトリック女性の会総会が
開かれます。11 時 30 分からの
基調講演では「DV・性暴力を考
える～身近に潜む“暴力”に敏感
になるために」という演題で
NPO ウイメンズネット「らいず」
理事坂部由美子氏の講演があり
ます。詳細は掲示板をご覧の上、
3 月 11 日（日）までに参加ご希
望者は名前をご記入ください。 
多くの皆様の参加を、よろし

くお願いします。 
◇ボランティアグループより 
お弁当作りとガレット、紅茶

の販売等による 2017 年度の収

入は上記の通りです。山谷山友
会、茨城ダルク、いのちの電話
に計 15 万円を寄付致しました。 
また信徒の方々から頂いたお

米、乾麺、野菜、洗剤など多く
の物資は山友会やダルク他にお
届け致しました。皆様のご協力
に心から感謝申し上げます。 
山友会やダルクから送られて

くる会報誌には様々な事情で家
族、お金、居場所、すべてを失
い、絶望、自暴自棄になり、そ
んな中で山友会やダルクに出会
い、再び立ち上がって生きる人
生が語られています。 
つくば教会からのささやかな

支援が、彼らの努力に役立ちま
すよう願っております。 

 

■信徒動静 
◇転入 渋谷このみさん、渋谷
優一さんが横浜教区静岡教会か
ら、松井ちさとさん、松井日向
子（こころ）さんが東京教区築
地教会から転入されました。ど
うぞよろしく。 
◇堅信 池口翔ヘンリーさんが
堅信を受けられました。おめで
とうございます。 
◇帰天 フランシスコ・ザビエ
ル向山優（すぐる）様が２月８
日帰天されました。向山様には、
1996 年から 2 年間信徒会長と
してつくば教会のために多大な
るご尽力をいただきました。ど
うぞ向山 優 様の永遠なる安息
と残されたご遺族のためにお祈
りください。 

 
 
 
 

2017 年度ボランティアグループ会計報告 (2017.2-2018.1) 
＜収入＞ （円） ＜支出＞ （円） 
前年度繰越 35,969 山友会（東京・山谷）へ（7＆12 月） 60,000 
販売収益（弁当） 99,900 茨城ダルクへ（5 月、12 月） 80,000 
販売収益(紅茶･ｶﾞﾚｯﾄ） 17,196 いのちの電話へ（5 月） 10,000 
ご寄付（含ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ販売） 18,600 未来のこどもﾈｯﾄﾜｰｸ（5 月） 10,000 
  次年度繰越 21,665 
合計 171,665 合計 171,665 

 

                     
 

（写真左）黙想会を
終え、大山神父様を
囲んで美味しいベ
トナムのお正月料
理を頂きながら、分
かち合い 
 
フィンさん（写真
右）はじめ、ベトナ
ムの信徒＆お手伝
い頂いた方に感謝 

2018年 3月 典礼当番表 
 3/4 3/11 3/18 3/25 

侍   者 飯島 壱行 
市川 メリー 

 神保 諒人 
神保 愛理 

李 ドンハ 
井上 璃子 

酒井 エリ 
有田 華 

聖体奉仕者 杉 明子 歳森 敦 櫻井 みや子 石澤 通 
案 内 係 森 彰一郎 櫻井 隆 市野 百合子 小川 千尋 
先   唱 石澤 通 加藤 良子 桑原 直己 大門 建夫 
オルガン 運上 厚子 滝田 あや 小山 光 滝田 あや 
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行事予定表    2018 年３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 木 7:00 ミサ   
2 金  10:00 初金ミサ 10:45 聖書に親しむ会（午前の部） 

3 土 7:00 
18:00 

ミサ 
ミサ   

4 日 8:00 
10:30 

英語ミサ 
ミサ 

  
ミサ後 

初聖体募集開始（～４月１日まで） 
聖歌隊練習 

7 水 19:00 ミサ   

8 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） 

9 金 10:00 ミサ    

10 土 7:00 
18:00 

ミサ 
ミサ   

11 日 
8:00 

10:30 
英語ミサ 
ミサ 

9:00 
9:30 

11:30 

手話サークル 
日曜学校 
教会清掃（全員） 

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

17 土 7:00 
18:00 

ミサ 
ミサ   

18 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 

定例役員会 
聖歌隊練習 

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

24 土 7:00 
18:00 

ミサ 
ミサ 

  

25 日 
8:00 

10:30 
英語ミサ 
受難の主日（枝の主日） 
聖週間 

9:00 
9:00 

 

教会清掃（国際部） 
手話サークル 

28 水 13:00 聖香油のミサ（前橋教会） 13:30 教会だより編集会議 
29 木 19:00 聖木曜日（主の晩餐）   

30 金 19:00 聖金曜日（主の受難 大斎・小斎） 
（特別献金「聖地のための献金」） 

  

31 土 18:00 聖土曜日（復活徹夜祭）   

4/1 日 
8:00 

10:30 
 

英語ミサ 
復活の主日ミサ 
（四旬節「愛の献金」回収） 

ミサ後 
12:00 

記念撮影 
復活祭パーティー（一品持ち寄り） 

   ♰４月の予定 ・4月15日（日）初聖体 勉強会開校式 
    ・4/4（水）19:00、4/5（木）7:00、4/6（金）10:00、4/7（土）7:00のミサはありません。 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   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） 
 四旬節の間（2/14～3/18）の毎日曜日 10:00～「十字架の道行き」の祈り（聖堂） 
 毎日曜日（四旬節の間を除く）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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教会の転出手続き（つくば教会に信者籍のある方）について 

就職･転勤･卒業･進学などでつくば教会から転出され他の教会へ転入される方は、必ず次の手続き
をお願いします。なお、つくば教会に信者籍のない方は、受洗された教会または転入された教会に
申し出てください。                        

１． 国外へ移動する場合 

① 神父様に、移動先の国を伝え、洗礼証明書の発行を申し出てください。 

② 名簿係が、洗礼証明書を作成し、神父様にサインをして頂いて、あなたに渡します。 

③ その証明書を移動先の転入する教会に提出してください。国によっては、「信徒活動証明書」
が必要な場合があります。（韓国など） 

２．つくば教会外に移動する場合 

① 神父様、及び名簿係（金子・吉武）に転出されることを申し出てください。 

② 名簿係から「転出証明書発行願い」を受取り、必要事項を記入し、提出してください。 

③ 名簿係が確認し、神父様の署名を頂き、教会印を押した「転出証明書」をあなたに渡します。 
④ その「転出証明書」を移動先で転入する教会の主任神父様に、速やかに提出してください。 

⑤ 転入先の教会で受け入れが決定すると、つくば教会にあなたの「信徒記録票」の送付依頼が
届きます。 

⑥ 折り返し、名簿係があなたの「信者籍台帳」を転入先教会へ送付し、手続きが完了します。 

※信者籍該当者：つくば教会で受洗し、信者籍台帳に登録されている方、または、転入手続きをさ
れ、ご自分の信者籍台帳がつくば教会に移っている方です。不明な方は名簿係に尋ねてくださ
い。転出される時になって、ご自分の籍がどこの教会にあるか不明という方が少なくありませ
ん。大切なことですから、ご確認ください。 

３．住所録について 

    ①   住所変更をされる場合は、名簿係に、必ず住所･電話番号の変更届を提出してください。（信
者籍台帳のある方は、名簿係が台帳の記録変更も行います） 

② また、新しく洗礼を受けられた方、転入された方については、名簿係りが本人に確認の上、
住所録に掲載することといたします。 

③ 住所録は、信者籍台帳とは別のもので、２年に一度改訂し発行していますが個人情報の保護
法に基づき、信徒には配布しません。教会で保管し、必要時のみに使用いたします。 

なお、原則として、当教会から転出された方は住所録から外させて頂きます。    

 
（総務部名簿係：金子・吉武） 

             

（寫眞左） 
池口翔ヘンリーさんが堅信
おめでとうございます 
 
（寫眞右） 
池口さんのフィアンセ 
と一緒に記念写真 
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