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「待つ」 
海外
かいがい

から日本を訪
おとず

れる方々がよく口にするのは、「日本
人は、良く待つね」ということばです。病院

びょういん

でも、渋滞
じゅうたい

で
も、人気

に ん き

のレストランでも、電車
でんしゃ

のホームでも、長い行列
ぎょうれつ

をよく目にいたします。 

 12月は、クリスマスを「待つ」季節
き せ つ

です。「降」誕祭(ク
リスマス)を「待つ」という意味

い み

で、「待降
たいこう

節
せつ

」と呼
よ

ばれま
す。 

 「待つ」ということは、相手のイニシアティブを尊敬
そんけい

し、
信頼
しんらい

する行為
こうい

と言えましょう。相手
あ い て

を主人
しゅじん

公
こう

として受け入
れる面を含んでおります。そういう意味

い み

では、「待つ」と「聞
く」には、共通点

きょうつうてん

があります。 

 待降
たいこう

節
せつ

を迎
むか

え、神様
かみさま

に私の主人
しゅじん

公
こう

となって頂
いただ

き、神様
かみさま

の
イニシアティブを尊敬

そんけい

し、信頼
しんらい

しながら、神様
かみさま

に「聞く」
心が育

はぐく

まれますよう祈
いの

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
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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、12/26
（水）19:00、12/27（木）7:00、12/28
（金）10:00、12/29（土）7:00のミ
サは中止となります。ご確認く
ださい。 
◇チャリティーコンサートのお
知らせ 

 １２月２日（日）18 時からつ
くば教会聖堂において、国際部
主催のチャリティーコンサート
が開催されます。収益金はステ
ンドグラスを寄贈して戴いたコ
ングレガシオン・ド・ノートル
ダム修道会への感謝のしるしと
して、同修道会の調布修道院の
改修工事の支援および世界中の
災害への義援金のために使われ
ることになっています。 
 チケットは一枚千円ですので、
多くの皆さんの参加を期待して
います。 
◇家族の日のご報告 
 11 月 3 日（土、祝）10 時 25
分から友部修道院において、山
野内司教様をお迎えし、第 40 回
「家族の日」が晴天下で行われ
ました。つくば教会からは 21 名
が参加し、楽しい時間を過ごし
ました。 
 初めて参加された司教様のご
挨拶の中で、「家族の日」のよう
な家族ぐるみの信者の交流は、
大変貴重なイベントであるとの
感想を述べておられました。ま
た、自らもギターを演奏しなが
ら日本とアルゼンチンの曲を歌
われ、会を大いに盛り上げてい
ただきました（次頁の写真をご
覧ください）。 
 「家族の日」の準備から後片
付けまで汗を流していただいた
皆様に心から感謝です。来年も
つくば教会から信者の家族の皆
さんが沢山参加されることを期
待しています。 
◇シスター遠藤のご訪問 
 11 月 18 日（日）コングレガ
シオン・ド・ノートルダム修道
会のシスター遠藤がつくば教会
ミサに参加されました。調布修
道院で永年親しまれてきたステ

ンドグラスが、つくば教会に移
設されて、信者の皆さんに喜ん
で貰っていることから、さらに
複数のステンドグラスをという
お話を頂きました。聖堂正面の
両側にもステンドグラスが設置
されるのを楽しみにしたいと思
います。 

◇クリスマス行事に関するお知
らせ 

➀ 12月 23日（日）ミサ後、11
時 30 分から「若者たちのクリ
スマスパーティー」が行われ
ます。若者に限らず、多くの
皆さんとお祝いしたいと思い
ますので、参加をよろしくお
願いします。 

② 12月 24日（月）11 時から英
語のクリスマスイブのミサが
行われ、ミサ後に国際部によ
るパーティーが計画されてい
ます。 

 18 時から日本語クリスマス
ミサが行われ、ミサ後に可愛
らしいバイオリニストである
マリア・リャリンちゃんによ
るミニコンサートがあります。 
この日と翌日のミサ後に、子
供たちにお菓子のプレゼント
があります。 

③ 12月 25日（火）10 時半から
クリスマスミサが行われます。
ミサ後、クリスマスのお祝い
と神父様の誕生祝いを兼ねて、
一品持ち寄りのパーティーを
行いますので、多くの皆さん
の参加をお願いします。 

■各部会より 
◇七五三の祝福とお話し会  

11 月 11 日（日）ミサ中に、
神父様から七五三の祝福があ
り、8 名のお子さんが参加し、
祝福後、お菓子を頂きました。 

 同日ミサ後に、「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
ー都成を囲んでお話し会があり
ました。お母さま方を中心に
10 名の参加がありました。自
己紹介からはじまり、聖書を通
してどの様に子どもを育ててい
くか？良いヒントが得られたお
話し会でした。今後も不定期で
すが、このようなお話し会を行
っていきたいと思います。どう
ぞご参加下さい。 （司牧部） 

◇お茶サービス担当について 
 現在、2019 年度のお茶サービ
スの当番表を作成するために、 
2019 年度にお茶の当番をして
頂ける人を募集しています。 
 詳細を掲示板に貼ってありま
すので、来年 1月 13日（日）ま
でに、ご希望を記入用紙に記入
して、聖堂出口右側の箱に入れ
てください。   （総務部） 

 

 
シスター遠藤（左から 2人目）   
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2018年 12月 典礼当番表 
 12/2 12/9 12/16 12/23 12/30 

侍   者 酒井 エリ 
市川メリー 

RusaqoliJosephine 
Rusaqoli Luke 

酒井 エリ 
有田 華 

神保 諒人 
神保 愛理 

飯島 壱行 
市川メリー 

聖体奉仕者 小川 千尋 中島 恵 岩堀 隆子 大門 建夫 小川 千尋 
案 内 係 石澤 里子 浜口 景子 吉武 京子 中島 恵 森 彰一郎 
先   唱 杉 正人 金子 孝子 小原 謙二 櫻井 隆 歳森 敦 
オルガン 運上 厚子 滝田 あや 小山 光 運上 厚子 田中 淳子 

 
2018年クリスマス 及び 2019年元旦 典礼当番表 

 12/24(月・祝)18:00 12/25 (火)10:30  1/1 (火)10:30 

侍   者 神保 諒人 
神保 愛理 

櫻井 みや子 
小川 千尋 

酒井 エリ 
櫻井 みや子 

聖体奉仕者 岩堀 隆子 
歳森 敦 大門 建夫 小川 千尋 

案 内 係 石澤 里子 市野 百合子 浜口 景子 
先   唱 杉 正人 森 彰一郎 石澤 通 
オルガン 田中 淳子 滝田 あや なし 

 

 2018.11.3 於:友部修道院 

  
         晴天下で司教様のご挨拶       手作りのお弁当、日立教会恒例の豚汁など、ご馳走様！ 

  
                       司教様と一緒に記念撮影 

 

 
    水戸黄門踊り＆ギター演奏と大活躍 
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行事予定表   2 0 1 8 年 1 2 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 土 7:00 
18:00 

ミサ 
ミサ 

  

2 日 8:00 
10:00 

英語ミサ 
ミサ（「宣教地召命促進の日」献金） 

ミサ後 
ミサ後 

18:00 

クリスマスの飾り付け 
聖歌隊練習 
チャリティーコンサート 
（国際部主催：20 時まで） 

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

18:00 
ミサ 
ミサ 

  

9 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 

12 水 19:00 ミサ   
13 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） 

14 金 10:00 ミサ   
15 土 7:00 

18:00 
ミサ 
ミサ 

  

16 日 8:00 
10:30 
15:00 

英語ミサ 
ミサ（「イエスの食卓」献金） 
スペイン語ミサ 

ミサ後 
11:30 

聖歌隊練習 
定例役員会 

19 水 19:00 ミサ   
20 木 7:00 ミサ   
21 金 10:00 ミサ 10:45 聖書に親しむ会（午前の部） 
22 土 7:00 

18:00 
ミサ 
ミサ 

  

23 日 8:00 
10:30 

英語ミサ 
ミサ 

9:00 
9:00 

11:30 

教会清掃（国際部） 
手話サークル 
若者たちのクリスマスパーティ― 

24 月 11:00 
18:00 

英語クリスマスイブミサ 
日本語クリスマスイブミサ 

12:00 
19:00 

国際部クリスマスパーティー 
ミニコンサート  

25 火 10:30 クリスマスミサ 11:30 クリスマスパーティ― 
28 金   10:00 教会だより編集会議 
29 土 18:00 ミサ   
30 日 8:00 

10:30 
英語ミサ 
ミサ 

11:30 教会清掃（全員） 

1/1 火 10:30 新年のミサ（新成人の祝福）   

  12/26（水）19:00、12/27（木）7:00、12/28（金）10:00、12/29（土）7:00のミサはありません。 
 

† 1月の予定 
    ・1/1（元旦）、1/6（日）、1/13（日）新成人の祝福 ・1/6（日）クリスマス飾りの取り外し 
    ・1/27（日）2019年度 信徒総会 
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 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（12/28 はありません） 
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