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「新
あたら

しさ」 
新年おめでとうございます。昨年は、災害

さいがい

の多い年でしたが、新
しい年号

ねんごう

を迎
むか

える今年は、穏
おだ

やかな年であって欲しいものですね。 
 「新

あたら

しい」ということばは、キリスト教によく使われます。新約
しんやく

聖書
せいしょ

を見ますと、「新
あたら

しい契約
けいやく

」「新
あたら

しい教
おし

え」「新
あたら

しい人」「新
あたら

しい掟
おきて

」等々、「新
あたら

しい」という表現
ひょうげん

が数多
かずおお

く現
あらわ

れます。 

 それは、言うまでもなく、イエスがもたらして下さった「新
あたら

し
さ」によるものです。何よりも、神と私たち人間との関

かか

わりが新
あたら

しくされたと言えましょう。イエスは、どんな方をも愛して下さる
「父」である神を紹介

しょうかい

して下さり、私たちが神に向かって「父よ」
と呼べる「新

あたら

しい関
かか

わり」もたらして下さったからです。 

 私たちが、内心
ないしん

さげすみたい方や大嫌
だいきら

いな方をも愛
あい

しておられ
る神、いや、むしろ、そのような方々をこそ愛

あい

しておられる神を
紹介
しょうかい

し、関
かか

わりをもたらして下さったからと言えましょう。 
 この「新

あたら

しさ」を大切に生きる日々を過ごせますよう祈りたい
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/


つくば教会だより 1月号                        2018 年 12 月 28 日発行 
****************************************************************************************************** 

                      2 

■信徒会より               

◇ミサ中止のご連絡 
 神父様のご都合により、1/2
（水）19:00、1/3（木）7:00、1/5（土）
7:00、1/9（水）19:00おとび1/10（木）
7:00 のミサは中止となります。
ご確認ください。 
◇信徒総会および新旧役員の合同役
員会の開催について 
 1月27日（日）ミサ終了後すぐ

に信徒総会を開催し、2018年度の年
間行事と会計についての報告ならび
に2019年度の行事計画と予算につい
ての提案を行い、信徒の皆様のご意
見をいただければと考えております。
多くの皆様が参加していただけるこ
とを期待しております。 
皆様にお願いしておりました「信

徒会活動におけるお手伝い」に
関するアンケート結果を参考に、
2019年度の役員選出を行ってきまし
た。1月20日（日）ミサ後に新旧役
員が集まって合同委員会を行います
ので、よろしくお願い致します。 
◇常総教会献堂 10周年記念ミ
サについて 

  2 月 10 日（日）14 時から同
教会において、記念ミサ、山野
内倫明司教様による堅信式およ
び祝賀会が行われます。 
◇チャリティーコンサートのご
報告 

 待降節第 1 主日にあたる 12
月２日（日）18 時から国際部主
催のチャリティーコンサートが
開催されました。コンサートは
つくば少年少女混声合唱団の可
愛らしいコーラスに始まり、後
半はフィリピンのバンド演奏と
歌で盛り上がりました。 
収益金はステンドグラスを寄

贈して戴いたお礼としてコング
レガシオン・ド・ノートルダム

修道会の調布修道院の改修工事 
支援として 10 万円をシスター
にお渡ししました。皆様のご協
力、ありがとうございました。 
◇クリスマス行事のご報告 
➀12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」
が行われました。インドネシア、
フィリピン、ベトナム、韓国お
よび日本の若者たちの国際色豊
かなグループに交じって、帰国
されるフィージー一家および多
くの元若者のメンバーも参加し
て、歌あり踊りありの楽しいパ
ーティーになりました。この楽
しい会を企画して下さったシス
ター方に感謝です！ 
② 12月 24日（月） 
 18 時から日本語クリスマス
ミサが行われ、ミサ後にマリア・
リャリンちゃんによるバイオリ
ン・ミニコンサートがありまし
た。可愛らしい演奏者によるバ
イオリンの音色がクリスマスイ
ブを盛り上げてくれました。 
③ 12月 25日（火） 

10 時半からクリスマスミサ
が行われ、ミサ後、クリスマス

と神父様の誕生のお祝いを兼ね
たパーティーを行いました。テ
ーブル一杯に並んだ手作りの料
理とお菓子を持ってこられた
方々、パーティーの準備・片付
けにご協力いただいた方々に感
謝です。また、クリスマス期間
中に、子供たちにお菓子のプレ
ゼントをお渡ししましたが、プ
レゼントの準備およびサンタク
ロース役に感謝です！ 

■各部会より 
◇「枝の回収」について 

2019 年の「灰の水曜日」は 3
月 6 日になります。したがって、
昨年の「枝」を 2019 年来年 1 月
20 日（日）から 2 月 24 日（日）
までに集めたいと考えています
ので、よろしくお願い致します。
なお、持参された「枝」は、聖堂
入口の段ボール箱の中にお入れ
下さい。     （典礼部） 
◇青年会立ち上げについて 
 土浦教会青年部の戸川哲郎さ
んが中心となって、友部修道院
にて 2019年 3月 23、24日（土、
日）に一泊二日で第 1 回青年会
を開催します。詳細を掲示板に
掲示しますので、興味ある若者
の積極的な参加をお願いします。 

（使徒職協議会） 

■信徒動静 
◇転出 川上 知英子さんが東
京教区上野毛教会に転出されま
した。どうぞお元気で。 
◇洗礼・堅信 大塚 有理香さん 
（霊名:カタリナ）と尹 之恩さ
ん（霊名：マリア・ファウステ
ィナ）が受洗されました。おめ
でとうございます。 

 2019年 1月 典礼当番表 
 1/6 1/13 1/20 1/27 

侍   者 酒井 エリ 
有田 華 

RusaqoliJosephine 
Rusaqoli Luke 

神保 諒人 
神保 愛理 

飯島 壱行 
市川 メリー 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  大塚さんの洗礼式 12.9 
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行事予定表   2 0 1 9 年 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 火 10:30 新年ミサ ♰神の母聖マリア 
（新成人の祝福） 

  

４ 金 10:00 ミサ   
5 土 18:00 ミサ   
6 日 8:00 

10:30 
英語ミサ 
ミサ ♰主の公現 （新成人の祝福） 

9:00 
11:30 

Coffee for Everyone 
クリスマス飾り取り外し 

10 木   10:30 聖書講座（シスター景山） 
11 金 10:00 ミサ   
12 土 7:00 

18:00 
ミサ 
ミサ 

  

13 日 8:00 
10:30 

英語ミサ 
ミサ （新成人の祝福） 

9:00 
10:15 
11:30 

手話サークル 
日曜学校 
教会清掃（全員） 

14 月   10:30 那珂教会 25 周年記念ミサ・祝賀会 
16 水 19:00 ミサ   
17 木 7:00 ミサ   
18 金 10:00 ミサ 10:45 聖書に親しむ会（午前の部） 
19 土 7:00 

18:00 
ミサ 
ミサ 

  

20 日 8:00 
10:30 
15:00 

英語ミサ 
ミサ 
スペイン語ミサ 

11:30 
ミサ後 

新旧合同役員会 
聖歌隊練習 
枝の回収（2 月 24 日まで） 

23 水 19:00 ミサ   
24 木 7:00 ミサ 19:00 聖書に親しむ会（午後の部） 
25 金 10:00 ミサ   
26 土 7:00 

18:00 
ミサ 
ミサ 

13:30 教会だより編集会議 

27 日 8:00 
10:30 

英語ミサ 
ミサ（指定献金「世界世界こども助
け合いの日」） 

9:00 
9:00 

11:30 

教会清掃（国際部） 
手話サークル 
信徒総会 

30 水 19:00 ミサ   
31 木 7:00 ミサ   

  1/2（水）19:00、1/3（木）7:00、1/5（土）7:00、1/9（水）19:00、1/10（木）7:00のミサはありません。 
 

† 2月の予定 
   ・2月10日（日）14:00 常総教会献堂10周年記念ミサ、司教様による堅信式と祝賀会（於：常総教会） 
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 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 
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