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「熱 中 症
ねっちゅうしょう

予防
よぼう

」 
このところのこれまでにない暑

あつ

さには、びっくりしま
す。「死

し

の危険
きけん

を伴
ともな

う」暑
あつ

さということばがテレビで続い
ておりました。 
 エアコンをつけた侭

まま

にして寝
ね

る良心
りょうしん

の呵責
かしゃく

が無くなっ
たようで、嬉

うれ

しいような悲
かな

しいような、妙
みょう

な気持
きもち

です。 
 
 夏休

なつやす

みで子供
こども

達
たち

が家に居
い

ることが多くなることでしょ
う。高齢者

こうれいしゃ

や子供達
たち

のためにエアコンを利用
りよう

し、熱 中 症
ねっちゅうしょう

にならない夏を過ごしたいものですね。 

冷房
れいぼう

が苦手
にがて

な方も、エアコン 
の温度

おんど

を上げると恐
おそ

らく大丈夫
だいじょうぶ

 
なことでしょう。何しろ「死

し

の 
危険
きけん

を伴
ともな

う」暑さですから注意
ちゅうい

 
したいものです。 
 

つくば教会担当司祭 山田
や ま だ

 宣
のり

明
あき

 

 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1532603877/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuaXN0b2NrcGhvdG8uY29tL2pwLyVFMyU4MiVBNCVFMyU4MyVBOSVFMyU4MiVCOSVFMyU4MyU4OC8lRTUlOTklQjQlRTYlQjAlQjQ-/RS=%5eADBI00HrvWRDNE9C2XWh3zTSD4gyXk-;_ylt=A2Riva5lXFhbV0cANgaU3uV7
http://www1.accsnet.ne.jp/%7Emikokoro/
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■信徒会より               

◇カトリックさいたま教区から”
霊的花束”のお願い 

 さいたま教区では、9 月 24 日
に司教に叙階されるマリオ山野
内倫昭(ﾐﾁｱｷ)神父様に霊的花束
を贈ることにしました。霊的花
束は、ミサ、主の祈り、アヴェ・
マリアの祈り、ロザリオなどを
決められた意向のために行い、
祈りの花束として贈るものです。 
 つくば教会では、ミサにおけ
るお祈りの回数は教会としてま
とめて報告することとし、個人
でお祈りしていただいた回数を
霊的花束として加算して教区に
報告することにしたいと考えて
います。 
 つきましては、所定の用紙を
教会入り口に置きますので、8
月末日までのお祈りの回数を記
入いただき、教会入り口に置い
た「祈りの花束の箱」に入れて
ください。皆様のご協力をよろ
しくお願い申し上げます。 
◇成田浄司神父叙階50周年のお
祝い 

 7 月 16 日（月、祭日）11 時か
ら水戸にあるフェリヴェールサ
ンシャインにおいて記念ミサお
よび祝賀会が行われ、つくば教
会からは 26 名の信徒が参加し
ました。 
 記念ミサでは、本間研二管区
長が祝辞が述べられました。祝
賀会では、成田神父の小中学校
の同級生で鶴岡教会信徒である
堀尚子さんの祝辞に始まり、来
賓として参列された成田神父の
ご家族一同の紹介、千原神父の
乾杯、楽器演奏、歌、合唱、ダン
スなど楽しい余興など楽しい感
謝の時間を過ごしました。 
 最後に、成田神父様から「み
こころ会の神父と信徒が今後と
も心を合わせて、人生を豊かに、
実りあるものに過ごすように」
とのお話がありました。 
成田神父様は 1990 年 4 月か

ら 1996 年 3 月まで当教会の主
任司祭を務められ、その間に司
祭叙階 25 周年を迎えられまし
た。その後、2002 年 11 月から
当教会において 2 度目の主任司
祭を務められました。今までつ
くば教会でお世話いただいたこ
とに心から感謝申し上げるとと
もに、今後もご健勝で活躍され
ることをお祈り申し上げたいと
思います。 
◇平和旬間行事「すいとんを食
べる会」のご案内 

 8 月 12 日（日）12 時からの
神父様のお祈りが終わり次第、
すいとんを食べながら、戦争体
験についてご自身あるいはご両
親から聞いた話などについて語
り合う会です。取手、土浦、下
館教会からも若干の信徒が参加
されますので、暑い折ですが、
皆様とともに有意義な時間を過
ごしたいと考えています。皆様
のご協力をよろしくお願い致し
ます。 

■各部会より 
◇献金についてのお願い 
皆様にはミサ献金、特別献金

などで多大のご協力をいただい
ておりますが、9月の献金から 1
円硬貨の献金をお断りしたいと
考えております。 
その理由は、9 月 3 日（月）

から銀行が店頭硬貨整理手数料
を新設することとなり、硬貨
500 枚以下は無料ですが、501-
1000枚では540円、1001‐2000
枚では 1,080 円の手数料が発生
し、1 円硬貨の献金額よりも手
数料の方が高くなってしまうた
めです。 
理由をご理解の上,皆様のご

協力をよろしくお願い申し上げ
ます。 
（会計部収入係、特別献金係） 
 
 
◇典礼部からのお知らせ 

 急遽、8 月 18 日（土）11 時か
らつくば教会において結婚式が
行われることになりました。結
婚される人はつくば教会のフィ
リピン人で、司式はワルヨ神父
様です。 
元々、常総教会での挙式を計

画されていたもので、会場準備
から挙式進行までお手伝いは不
要とのことですが、一部お手伝
いをお願いする場面もあると思
われます。その節は、よろしく
お願い致します。 （式典係） 

■信徒動静 
◇帰天 ヨセフ馬 文（むん）
ほんさんが７月４日帰天されま
した。馬さんの永遠の安息と残
されたご家族のために、どうぞ
お祈りください。 
 

 
“ナザレの聖家族” 
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2018年 8月 典礼当番表 
 8/5 8/12 8/19 8/26 

侍   者 
飯島 壱行 

RusaqoliJosephine 
李ドンハ 
有田華  

神保 諒人 
神保 愛理  

酒井 エリ 
井上 璃子 

聖体奉仕者 歳森 敦 櫻井 みや子 石澤 通 鈴木 穣 
案 内 係 櫻井 隆 小川 千尋 渡辺 基信 市野 百合子 
先   唱 加藤 良子 小原 謙二 桑原 直己 大門 建夫 
オルガン 運上 厚子 滝田 あや 小山 光 田中 淳子 

 

  
    記念ミサ、管区長本間研二神父による祝辞        成田神父のご家族揃ってお祝いに 
 

 

 

   
鶴岡教会信徒・堀尚子さんの祝辞(神父同級生)  乾杯は千原神父     ワルヨ神父のオカリナと尺八の合奏 

   

宮本さんは“愛の賛歌“を熱唱     山笠音頭を皆さんと一緒に   神父様はエレクトーン演奏後にご挨拶 

成田浄司神父様金祝おめでとうございます     2018.7.16 
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行事予定表   2018 年８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 水 19:00 ミサ   
2 木 7:00 ミサ   
3 金 10:00 初金ミサ   

4 土 
7:00 

18:00 
ミサ 

ミサ 
  

5 日 
8:00 

10:30 
英語ミサ 

ミサ 

11:30 
 
教会清掃（全員） 

サマースクール(於 友部～8/8) 

8 水 19:00 ミサ   
9 木 7:00 ミサ   

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 

12:00 平和旬間行事「すいとんを食べる会」 

15 水 19:00 聖母被昇天ミサ   

16 木 7:00 ミサ   
17 金 10:00 ミサ   

18 土 
7:00 

  18:00 
ミサ 

ミサ 

11:00 結婚式（ワルヨ神父様司式） 

19 日 
8:00 

10:30 
英語ミサ 

ミサ 

11:30 定例役員会 

22 水 19:00 ミサ   
23 木 7:00 ミサ   
24 金 10:00 ミサ   

25 土 
7:00 

18:00 
ミサ 

ミサ 

  

26 日 
8:00 

10:30 
英語ミサ 

ミサ 

9:00 教会清掃（国際部） 

 

27 月   13:30 教会だより編集 

29 水 19:00 ミサ   
30 木 7:00 ミサ   
31 金 10:00 ミサ   

†９月の予定    9/9（日） 敬老のお祝い会 
9/17（月・祝）マイケル神父様 叙階60周年祝賀（つくば東雲ホテル） 
9/24（月・祝）山野内倫昭司教様 叙階式（浦和 明の星） 

              9/30（日）マリアンフェスティバル（友部）  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 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） 
 毎金曜日 9:00～10:00 聖時間 

 
8月は、上記以外の聖書講座・勉強会・祈りの会などは夏休みになります。 


