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「あなたには私の恵みで足りる」 
昔のことですが、私は、みこころ会の司祭になるため、初めて日本を離れ、合衆国

がっしゅうこく

に行きました。1年間の修練後
しゅうれんご

、神学校に移った最初
さいしょ

の年に、1年先輩
せんぱい

の神学生と大変
気まずい関係になり、悩んでいたことがありました。その先輩

せんぱい
と顔を合わせるのも辛

く、出来るだけ相手を避
さ
けながら過ごしておりました。1日中元気が出ない日が何日も

続いたように思います。 

 自由
じゆう

時間
じかん

を見つけては聖堂に行き、その悩みから解放
かいほう

されるように毎日祈り続けま
した。しかし、いくら祈っても何の変化もありませんでした。ある日、同じ祈りの繰

く

り返しに疲れ、聖堂の長椅子
な が い す

でポカーンとしていたとき、ふと近くに聖書があるのに
気付き、何気なくそれを手に取り、無造作

む ぞ う さ
に開いたページに目を落としました。する

と、突然
とつぜん

、そのページから「あなたには私の恵みで足りる」ということばが、浮き出
たように目に飛び込んできたのです。 

 その時の驚きと喜びは、どう表現
ひょうげん

して良いか分かりません。勝手
かって

な解釈
かいしゃく

とも言え
ますが、とにかく、その時、私としては、神が私の祈りに直接

ちょくせつ
応
こた
えてくれたと直感

ちょっかん

したのです。胸
むね
がおどりました。 

 ふつうの英語の聖書のこの個所
かしょ

は、「恵み」を graceとしておりますが、たまたまそ
の時手に取った聖書は、「恵み」を favorとしてあり、英語が未熟

みじゅく
な私は、favorから

favorite｢大好き｣という言葉を連想
れんそう

し、「私は、お前が大好きなのだから、それで充分
じゅうぶん

ではないか」と主が応
こた
えて下さったように思ったのです。― 

 その後、その喜びの体験のお陰で、先輩
せんぱい

との悩みから解放
かいほう

され、その先輩が全く気
にならなくなりました。 
 復活

ふっかつ
した主が、いつも共に居て語りかけて下さることに感謝

かんしゃ
します。 

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/
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■信徒会より               
◇敬老会について 
 今年の敬老会は9月9日（日）
の日本語ミサ中に、敬老の祝福、
ミサ後に敬老のお祝いとして
「ルルドの水」を配布致しまし
た。また、「ルルドの水」は、ミ
サに参加された希望者にも配布
し、当日準備した 100 本のボト
ルは、全て皆様にお持ち帰りい
ただきました。 
 また、ミサ後すぐにザビエル
ホールにおいて、お茶とお菓子
を頂きながら、約 40 名の方々が
楽しい時間を過ごしました。お
祈りや歌を歌ってくださったシ
スターはじめご協力頂いた方々
に感謝いたします。 
◇マイケル神父様叙階 60 周年 
記念ミサ＆祝賀会について 

 9 月 17 日（月、祝日）10 時か
らホテルグランド東雲において、
マイケル神父様の記念ミサ、ミ
サ後には、取手教会の皆さんが
主催者となって祝賀会が行われ
ました。ビュッフェスタイルの
お料理を味わいながら、多くの
多国籍の方々も参加したアトラ
クションを楽しみました。最後
に、マイケル神父様の子供時代
から叙階後 60 年間の思い出一
杯のスライドショーが神父様ご
自身のコメントとともに紹介さ
れました。 
 今後も「生涯現役」としてご
活躍されるマイケル神父様のご
健康をお祈り申し上げます。 
◇ミサ中止のご連絡 
 神父様のご都合により、10 月
17 日（水）19 時、18 日（木）
7 時、19 日（金）10 時および 20
日（土）7 時のミサが中止になり
ます。ご確認ください。 
◇被昇天ミサのご報告 
 8 月 15 日 19 時から聖母被昇
天の国際部合同ミサが行われま
した。平日かつお盆休みにも拘
わらず，例年よりも多くの日本
人信者の参加により、総勢 70 名
余がミサに与りました。 
◇バザー開催について 
 10 月 21 日（日）9 時半から
の合同ミサ後にバザーが開催さ
れます。今年も信徒の交流・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
指したいと考えています。 

バザーのための献品を 9月 29
日（土）から 10 月 19 日（金）
まで受け入れますので、よろし
くお願い致します。また、教会
入り口にバザー献金の封筒を用
意しますので、こちらの方もよ
ろしくお願い致します。 
例年の課題となっている駐車

場について、今年は元ゲームセ
ンターR408 駐車場(現在営業休
止中、手代木交差点から西に約
200m、40 台駐車可)をバザー当
日の臨時駐車場として借りるこ
とに致しました。 
当日の合同ミサおよびバザー

に参加される方々は、教会の南
側にある第 2 駐車場と元ゲーム
センターR408 駐車場を利用し
てください。農道脇への駐車は
厳禁としますので、各場所に配
置した案内係の指示に従って駐
車されますようにお願い致しま
す。皆様のご協力、よろしくお
願い致します。 
◇ステンドグラス設置に関して 
 コングレガシオン・ド・ノー
トルダム修道会の調布修道院か
ら 2 組のステンドグラスを頂い
てきました。 
ステンドグラスは聖堂後方の

窓を利用して設置する計画です。
設置については、専門家である
ステンドグラス工房「オクノシ
オ」の津志田さんにお願いし、
10 月 1 日（月）9 時半から工事
をすることにしています。 
また、懸案事項となっている

教会祭壇脇にある明かり取りの
ガラス部分についても、ステン
ドグラスのはめ込みを検討中で
すので、ご期待ください。 

■各部会より 
◇聖心会神学生育成資金の献金
についてのお願い 
聖心会アジア管区の神学校へ

の育成資金の献金については、 
聖堂入り口に特別献金用の封筒
に入れて 10 月末までに献金頂
くようにお願いしましたが、献
金の締め切り日が 10 月 14 日
（日）に変更になりました。 
皆様のご理解とご協力をよろ

しくお願い申し上げます。 
（特別献金係） 
 

◇10月は「ロザリオの月」 
ザビエルホールにミニ祭壇を

設けますので、多くの方々の参
加をお願いいたします。尚、10
月 21 日バザー当日は 9:30 から
合同ミサがおこなわれますので、 
「ロザリオの祈り」はお休みさ
せていただきます。ザビエルホ
ールの仕切りは開けたままでお
祈りください。  （典礼部） 
◇死者の日のミサについて 
 カトリックでは 11 月を死者
の月として、皆が集まって死者
のために祈る月としています。
特に、11 月 2 日（金）は死者の
日として亡くなったすべての人
を祈念し、10 時より死者の日の
ミサを行いますので、ご参列く
ださい。     （典礼部） 
◇「家族の日」のお知らせ 
 今年の「家族の日」は 11 月 3
日（土、祝日）10 時 25 分から
友部教会において行われます。
10 時 30 分からのミサに引き続
き、12 時から昼食・バザー、14
時から「分かち合い」、14 時から
レクリエーションでビンゴゲー
ム、コーラス、ダンスなどの楽
しい企画が用意されています。 
今回は 9 月 24 日（月）に叙階

された山野内倫明司教様も参加
される予定です。多くのつくば
教会の皆さんの参加を願ってい
ます。   （使徒職協議会） 
◇七五三の祝福とお話し会 
 11 月 11 日（日）10 時半のミ
サ中に七五三の祝福が行われま
す。多くのお子様がミサに参加
されるように願っています。 
また、ミサ後、教会に来られ

るご両親を対象に、「子ども達が
元気に生き生きとできるため
に!」というテーマで、シスター
都成を囲んでのお話があります。
子どもさんをお持ちの方は、ど
うぞご参加下さい。保育ご希望
の子ども達は、ザビエルホール
でお預かりいたします。 

10 時 15 分からは、2F で日曜
学校もありますのでどうぞご参
加下さい。    （司牧部） 

■信徒動静 
◇転入 広島教区鳥取教会から
沢田 陽子さん、沢田 磨美（ま
み）さん、沢田 麻里奈さんが転
入されました。どうぞよろしく。 
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 2018年 10月 典礼当番表 
 10/7 10/14 10/21 10/28 

侍   者 
飯島 壱行 

Rusaqoli Josephine 
酒井エリ 
有田 華 

国際部 
李ドンハ 

Rusaqoli Luke 
聖体奉仕者 浜口 景子 杉 明子 国際部 歳森 敦 
案 内 係 中島 恵 森 彰一郎 国際部 櫻井 隆 
先   唱 歳森 敦 石澤 通 国際部 加藤 良子 
オルガン 運上 厚子 滝田 あや 国際部 田中 淳子 

 

   
敬老の祝福、ルルドの水の配布を終え、ザビエルホールでお茶会を楽しみました。2018.9.9 

  
マイケル神父様叙階 60周年の祝賀会にて   2018.9.17 於：ホテルグランド東雲 

  
    山之内倫明司教様の叙階式にて    2018.9.24 於：浦和明けの星女子中学・高等学校 
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行事予定表  2018 年 10 月   

 ミサ・典礼・会議 学校・集会・講座・勉強会 
  時刻 行 事 内 容 時刻 行 事 内 容 

3 水 19:00 ミサ   
4 木 7:00 ミサ   
5 金 10:00 初金ミサ 10:45 聖書に親しむ会（午前の部） 

6 土 7:00 
18:00 

ミサ 
ミサ   

7 日 8:00 
10:30 

英語ミサ 
ミサ   

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（指定献金「世界宣教の日」） 

9:00 
11:30 

手話サークル 
教会清掃（全員） 

18 木   13:00 バザー準備（値付け） 
19 金   10:00 バザー準備（値付け） 
20 土 18:00 ミサ 14:00 バザー準備（テント設営） 

21 日 9:30 
15:00 

日本語・英語合同ミサ 
スペイン語ミサ 

ミサ後 
 
バザー（13：30 まで） 
 

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 

  

28 日 8:00 
10:30 

英語ミサ 
ミサ 

9:00 
9:00 

ミサ後 
11:30 

教会清掃（国際部） 
手話サークル 
聖歌隊練習 
定例役員会 

30 火   9:30 教会だより編集 
31 水 19:00 ミサ   

   
  ＜ 10月17日（水）19時、18日（木）7時、19日（金）10時、20日（土）7:00のミサはありません。＞ 

 
† 11月の予定 † 

   ・11月2日（金）    10:00死者の日のミサ 
   ・11月3日（土・祝日） 家族の日（友部） 

・11月11日（日）    七五三の祝福    
・11月24/25日（土/日） 待降節黙想会（阿部仲麻呂神父様） 

   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 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） 
 毎金曜日 9:00～10:00 聖時間 
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2018年バザーおよび献品について    

【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ます。 
バザーで得られた収益は、下記の３項目に配分して 
献金することに致します。 

① 焼失したフィリピンの聖ヨゼフ教会（カリンガ 
州タブク市）の再建支援のために 

② イエズス・マリアの聖心会司祭の育成のために 
③ つくば教会のために 

【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 29日（土）から 10月 19日（金）まで 

【献品の値付け】10月 18日(木)13時～15時、10月 19日(金)10時半～12時半 

【テントの設営】10月 20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) 
④ 贈答品（箱入り新品） 

  ・中古衣料（新品又は新品に近いもので洗濯済みのもの） 
・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 

 
焼失前の聖ヨセフ教会 
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