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「聖徒
せいと

の交
まじ

わり」 

11 月に死者
ししゃ

の日があり、この月が｢死者の月｣とされているの

は、教会
きょうかい

が、先立
さきだ

たれた方への祈
いの

りを大切にしているしるしと言

えましょう。死が新しい命
いのち

の門であるという信仰
しんこう

も、聖徒
せいと

の交
まじ

わ

りの信仰
しんこう

も有難
ありが

い恵
めぐ

みです。 

地上
ちじょう

の教会
きょうかい

と天上
てんじょう

の教会が合わさって、キリストを頭
かしら

とす

る「キリストの体
からだ

」、「教会
きょうかい

」を形成
けいせい

しております。この世に生

きる友人
ゆうじん

に祈
いの

りをお願いすると同じように、既
すで

に先立
さきだ

たれた方々

にも祈りをお願いする習慣
しゅうかん

は、教会
きょうかい

の長い伝統
でんとう

のひとつです。

それを「取り次ぎ
と り つ ぎ

の祈
いの

り」と呼んでおります。アベマリアの祈り

も、マリア様に祈りのお願いをする「取り次ぎ」の祈りです。 

今月は、特に先立
さきだ

たれた方々のために祈り、合わせて、先立
さきだ

た

れた方々の取り次ぎを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/
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■信徒会より               

◇ミサ中止のご連絡 
 神父様のご都合により、11 月
3 日（土）7 時のミサは中止とな
ります。ご確認ください。 
◇マリアンフェスティバル 
 10 月 7 日（日）友部修道院に
おいて第 9 回マリアンフェステ
ィバルが行われました。台風の
ために延期を余儀なくされまし
たが、当日は素晴らしい秋空の
もと、ロザリオの祈り、ミサに
引き続き、ランチ後に数多くの
アトラクションなど、活気に満
ちた楽しい一日となりました。 

◇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、10 時半からバザ
ーが開催されました。準備され
た皆さんの熱意が届いたのか、
心配された台風の影響もなく、
素晴らしい秋晴れに恵まれたバ
ザーになりました。 
今年は元ゲームセンター

R408 駐車場を臨時駐車場とし
て借りることで、50 台前後の車
を駐車することが可能となり、
例年の懸案事項を回避すること
ができました。 

10 月 28 日時点で、バザーの
純利益は約 531,000 円となりま
した。当初のバザーの目的通り、
焼失したフィリピンの教会、聖
心会の司祭養成、そしてつくば
教会のために 15 万円ずつ配分
し、残額を予備費として有効に

活用することに致します。 
バザー実施のために、数々の

献品をくださった方々、国際色
豊かな食べ物や手芸品などを準
備いただいた方々に感謝すると
ともに、前日のテント設営等で
ご協力いただいた方々、当日も
早朝からいろいろな役割を担っ
てご協力いただいた方々、そし
てお買上げいただいた方々に心
から感謝申し上げます。 
◇ステンドグラス設置に関して 
 10 月 1 日（月）に、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運んでき
た 2 組のステンドグラスの設置
を、ステンドグラス工房「オク
ノシオ」の津志田さんにお願い
して、取付を完了しました。 
 設置費用は 20 万円でしたが、
特に朝日の差し込む午前中は、
聖堂に色彩豊かな光を注ぎ込む
ようになり、豊かな気持ちでミ
サに与ることができました。 
 ステンドグラスを提供いただ
いたコングレガシオン・ド・ノ
ートルダム修道会と設置に協力
いただいた津志田さんに改めて
感謝致します。 

■各部会より 
◇会計部からのお願い 
(1)教会維持費納入袋について 
毎月教会活動のための維持費

の納入、ありがとうございます。
最近、納入袋の封筒の紛失など
のトラブルが発生しております。
納金済みの納入袋は棚に戻して
おきますので、ご面倒でも次回
の納入までご自宅でお預かりく
ださい。 
(2)献金についてのお願い 
既に 8 月号において皆様にお

知らせしたように、9月 3日（月）
から銀行が店頭硬貨整理手数料
を新設し、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
の手数料を支払うことになりま
した。従って、折角献金頂いた
1 円および 5 円硬貨では、献金
額よりも手数料の方が高くなる
事態が生じております。 

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、1 円および 5 円硬貨の献
金はご遠慮願いただければ幸い
です。誠に勝手なお願いですが、
皆様のご協力をよろしくお願い
申し上げます。 

 
◇「死者の月」の祭壇設置 
例年通り聖堂内に「死者の月」

の祭壇を設置し、祭壇脇にカー
ドを用意しますので、ご家族等
で亡くなられた方のお名前を記
入してお祈りを捧げましょう。   

11 月 2 日（金）10 時から死
者の日のミサを行いますので、
ご参列ください。 （典礼部） 
◇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。 （司牧部） 

■信徒動静 
◇転出 小川 愛（めぐみ）さん
が東京教区関口教会に転出され
ました。どうぞお元気で。 

 

◇「次年度信徒会長の推薦」
と「信徒会活動活動における
お手伝い」に関するアンケー
トのお願い 
11 月 3 日（日）に、2019 年

度信徒会長の推薦および信徒
会活動におけるお手伝いに関
するアンケート用紙を聖堂入
口に置きますので、アンケート
用紙に無記名でご記入の上、木
箱に投入願います。 
信徒会の諸活動は信徒の皆

様のご協力なくしては成り立
たないので、11月 18日（日）
の締め切り日までに、よろしく
お願い申し上げます。 
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2018年 11月 典礼当番表 
 11/4 11/11 11/18 11/25 

侍   者 飯島 壱行 
市川 メリー 

Rusaqoli Josephine 
Rusaqoli Luke 

酒井 エリ 
有田 華  

神保 諒人 
神保 愛理 

聖体奉仕者 櫻井 みや子 鈴木 穣 石澤 通 桑原 直己 
案 内 係 中島 恵 渡辺 基信 小川 千尋 Sr.都成 
先   唱 鈴木 穣 桑原 直己 大門 建夫 森 彰一郎 
オルガン 小山 光 滝田 あや 運上 厚子 田中 淳子 

 

  
バザー前日、献品の値付けを終えて    ステンドグラスが設置された聖堂でバザー前の国際部との合同ミサ 

 
 
 
 
 
 

   
     毎年好評な手芸品           美味しいケーキ・クッキー        出来立ての韓国のチヂミ 

   
アフリカの衣装を着てみませんか      フィリピンのオカユは大好評      国際部と焼きそば作りをコラボ 

   
     おなじみのカレーライス          国際部スタッフのエルビーさんと     神父様を囲んで美味しく頂いてます 
 

2018年バザーへのご協力、ありがとうございました！  
写真紹介できなかった多くの皆様にも色々な役目でご活躍いただきました。  2018.10.21 
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行事予定表   2 0 1 8 年 1 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 木 7:00 ミサ   
2 金 10:00 死者の日のミサ 10:45 聖書に親しむ会（午前の部） 
3 土 18:00 ミサ 10:25 「家族の日」（於：友部） 
4 日 8:00 

10:30 
英語ミサ 
ミサ 

11:30 教会清掃（全員） 

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 七五三の祝福 
（特別献金「ｵｰﾌﾟﾝﾊｳｽ支援献金」） 

9:00 
10:15 
11:30 

手話サークル 
日曜学校 
子供達の両親へのお話会（Sr.都成） 

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 

ミサ後 
ミサ後 

11:30 

長椅子カバー交換 
聖歌隊練習 
定例役員会 

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 待降節黙想会 
指導：阿部仲麻呂神父様 
ミサ中 第１講話 
ミサ後 ゆるしの秘跡 

13:30 教会だより編集 

25 日 8:00 
10:00 
10:30 

英語ミサ 
ゆるしの秘跡 
ミサ 待降節黙想会 
ミサ中 第 2 講話 
ミサ後 第 3 講話 

9:00 
9:00 

12:30 

教会清掃（国際部） 
手話サークル 
昼食会 

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

   11月3日（土）7:00のミサはありません 
† 12月の予定 † ・12月2日（日）クリスマスの飾りつけ  

・12月24日（月・祝）18:00 クリスマスイブミサ 
・12月25日（火）10:30 クリスマスミサ ミサ後パ －ティー 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 毎金曜日 9:00～10:00 聖時間 
 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） 
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