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「 教会
きょうかい

の母マリア 」 

教皇
きょうこう

フランシスコは、聖母
せいぼ

マリアを「聖なるおとめマリア 

教会
きょうかい

の母」として、毎年
まいとし

、聖霊
せいれい

降臨
こうりん

の主
しゅ

日
じつ

の後の月曜日
げつようび

にお祝

いするよう定められました。 

この記念
きねん

日
び

は、３月３日に公表
こうひょう

され 

ましたが、「教会
きょうかい

の母」は、「私たちの 

母」ですので、とても嬉しいことです。 

 この記念
きねん

日
び

は、今年は、５月２１日 

になります。新しく定められた記念
きねん

日
び

 

を大切にすると同時に、聖母
せいぼ

の取り次 

ぎを願
ねが

う祈りを日常
にちじょう

生活
せいかつ

の中で多く 

捧
ささ

げられたらと思います。 

つくば教会担当司祭 山田
や ま だ

 宣
のり

明
あき

 

 
 「大公の聖母」 ラファエロ画 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Raphael_-_Madonna_dell_Granduca.jpg
http://www1.accsnet.ne.jp/%7Emikokoro/
mailto:mikokoro@mail1.accsnet.ne.jp
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■信徒会より               

◇2018年度の聖週間、復活の
主日について 
今年は 3 月 25 日(日)に受難

の主日(枝の主日)のミサが行わ
れました。 
引き続き、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。 

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、その後、 
復活祭のお祝いパーティー（お
料理の一品持ち寄り）が行われ
ます。教会の多くの皆様が揃っ
て復活祭のお祝いをしたいと思
いますので、ご協力をよろしく
お願い致します。 
◇教会外壁屋根リフォーム工事に伴
う追加工事について 

 現在の実施中のリフォーム工
事と同時に、教会看板の照明
LED 化、老朽化エアコンおよび
非常灯の取り換え工事など主に
電気関係を主体とした追加工事
を行うことにしています。60 万
円強の工事費の追加となります
が、今回のリフォーム工事と一
緒に実施することが効率的とい
うことで取り進めることにいた
しました。 
◇ミサ中止のお知らせ 
 神父様のご都合により、4 月 4
日（水）19 時、4 月 5 日（木）
7 時、4 月 6 日（金）10 時、4 月
7 日（土）7 時のミサはありませ
んので、ご確認ください。 
 

◇チャリティウォークの開催に
ついて 

 国際部では、今年の 5 月 27 日
（日）にチャリティウォークを
開催することにしています。集
められた収益金は、従来、牛久
収容所に収監されている人々の
支援を行うために、多く使われ
てきました。 
今年の収益金は、私たちのつ

くば教会のためにより多く配分
したいと考えています。それは、
今教会は修理で大きな出費に直
面しているからです。 
チャリティウォークで多くの

収益金（寄付金）が集まるよう
に、多くの信徒の皆さんのご協
力をよろしくお願いします。 

（国際部 エルビーさん） 

■各部会より 
◇司牧部からのお知らせ 
 (1)初聖体の勉強会クラスにつ

いて 
4 月 15 日が開校式です。申し

込まれた方は、子どもと一緒に
9時 30分に司祭館玄関付近にお
集まり下さい。 
(2)日曜日学校について 

29 年度の日曜学校は 3 月 11
日に終了式を行い、修了した子
供たちはロザリオのプレゼント
を貰って大喜びでした。 

30 年度は、4 月 8 日の 10 時
15 分から始まります。教会 2 階
集会室に集まって下さい。 
ミサには、ミサの途中から静

かに参加しますので、どうぞご
理解下さい。 

◇2018年度茨城県使徒職協議会
の報告 

 3 月 11 日（日）に友部修道院
において第 1 回使徒職協議会が
開かれました。今年度の予算案、
各小教区分担金、活動案などに
ついて報告・協議が行われまし
た。つくば教会の分担額は昨年
同様 113,000 円となりました。 
 今年度の主な活動予定は以下
の通りです。 
・8/5~8 サマースクール 
・8/6~15 平和旬間（場所未定） 
・9/30 マリアンフェスティバ 

ル（友部修道院） 
・11/3 家族の日（友部修道院） 
・11/18 教区大会（浦和明の星 

女子高） 
その他、司祭叙階在籍記念行

事（7/16：成田神父様金祝、
9/17：マイケル神父様 60 周年
祝賀）などがあります。 
各行事の具体的な内容が分か

り次第、教会だよりで連絡致し
ます。茨城県在住の信徒の皆様
との交流のための良い機会と思
いますので、積極的に参加され
ることを期待しております。 

 （使徒職協議会担当、鈴木穣） 
◇ボランティアグループの会計
報告について 

  教会だより 2 月号において、
2017 年度の会計報告を掲載し
ましたが、教会だより編集段階
で編集ミスがありましたので、
左下表に正しい会計報告を掲載
し、お詫び申し上げます。 

（広報部） 

■信徒動静 
◇転入 富樫 幸雄（とがし ゆ
きお）さんが東京教区麹町教会
から、藤井 富美子さんが下館
教会から転入されました。どう
ぞよろしく。 
 

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 次年度繰越 21,665 
合計 171,665 合計 171,665 
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2018年 4月 典礼当番表 

 4/1 4/8 4/15 4/22 4/29 

侍   者 飯島 壱行 
井上 璃子 

神保 諒人 
神保 愛理 

酒井 エリ 
市川メリー 

李 ドンハ 
有田 華 

神保 諒人 
神保 愛理 

聖体奉仕者 鈴木 穣 
桑原 直己 浜口 景子 中島 恵 岩堀 隆子 大門 建夫 

案 内 係 Sr.都成 石澤 里子 赤石 清子 浜口 景子 吉武 京子 
先   唱 森 彰一郎 杉 正人 金子 孝子 鈴木 穣 櫻井 隆 
オルガン 滝田 あや 運上 厚子 田中 淳子 小山 光 田中 淳子 

 

            

 
               マルコによる主イエス・キリストの受難の朗読 
 
 

 
受難の主日 
（枝の主日） 
 
 

2018.3.25 
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行事予定表   2 0 1 8 年 4 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 
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） 
初聖体申し込み締め切り 

7 土 18:00 ミサ   

8 日 

8:00 
10:30 

英語ミサ 
ミサ 

9:00 
10:15 
11:30 
11:30 

手話サークル 
日曜学校 
教会清掃（全員） 
典礼委員会 

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 

9:30 
11:30 

初聖体勉強会開校式 
定例役員会 

18 水 19:00 ミサ   
19 木 7:00 ミサ   
20 金 10:00 ミサ 10:30 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 
9:00 
9:30 

ミサ後 

教会清掃（国際部） 
手話サークル 
初聖体勉強会 
聖歌隊練習 

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 

11:00 
13:30 

結婚式（大関様） 
教会だより編集 

29 日 8:00 
10:30 

英語ミサ 
ミサ 

9:30 
11:30 

初聖体勉強会 
教会清掃（全員） 

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。 
 

† 5月の予定 
 5/27（日）チャリティウォーク（収益金はつくば教会および牛久支援のために使用）、 

合同ミサ9:00、初聖体リハーサル10:30 
  ******************************************************************************************************************************************* 

 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」（ザビエルホール奥の部屋） 
 毎金曜日 9:00～10:00 聖時間 
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