
つくば教会だより９月号                        2019 年８月 30 日発行 
****************************************************************************************************** 

                      1 

つくば教会だより 2019年 9月号 
編集：カトリックつくば教会 〒305-0834 茨城県つくば市手代木 261-6 

TEL 029-836-1723  FAX 029-836-4136 
ホームページ http://www1.accsnet.ne.jp/~mikokoro/ 

「答
とう

 唱
しょう

 詩
し

 編
へん

」 

今年
ことし

の長梅雨
な が つ ゆ

と夏
なつ

の異常
いじょう

な暑
あつ

さは、これまでに無
な

かっ
た程

ほど

と思われます。大雨
おおあめ

や熱 中 症
ねっちゅうしょう

の被害
ひが い

も記録破
きろくやぶ

りで
した。しかし、異常

いじょう

気象
きしょう

は、日本
にほん

だけでなく、全世界
ぜんせかい

で
起
お

きているということで、これから先、毎年
まいとし

どうなって
いくのか心配

しんぱい

です。 
 ところで、ミサの答

とう

唱
しょう

詩編
しへ ん

を祈
いの

っている時
とき

いつも思
おも

う
のですが、紀元前

きげんぜん

によくもこんな素晴
す ば

らしい祈
いの

りの詩
し

を
作
つく

ったものです。そして、第
だい

１朗読
ろうどく

を味
あじ

わうために相応
ふさわ

しい詩
し

が、毎回
まいかい

よくあるものと感心
かんしん

してしまいます。 
やはり、聖霊

せいれい

が作者
さくしゃ

に働
はたら

き、神
かみ

が記
しる

された「神
かみ

のみこ
とば」なのでしょうね。 
 典礼

てんれい

委員会
いいんかい

が勧
すす

めるように、沈黙
ちんもく

を大切
たいせつ

にしながら、
みことばをより深

ふか

く味
あじ

わえますように祈
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

 

http://www1.accsnet.ne.jp/%7Emikokoro/
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■信徒会より               

◇平和旬間の集い「キリストの 
平和」について 

 今年のカトリックさいたま教
区茨城県地区の平和旬間の集い
（主司式：マリオ山野内倫昭司教）
は、8 月 12 日（月、祝）13 時 30
分から、水戸教会において行われ
ました。つくば教会からは 5 名が
参加し、総勢で 100 名余の信徒が
有益な時間を過ごしました。 
◇山野内司教様によるミサと敬
老の祝福について 

 9 月 8 日（日）10 時半からの
日本語ミサは、山野内司教様の
司式で行われます。また、ミサ
中には敬老の祝福もお願いして
おります。ミサ後には司教様歓
迎の一品持ち寄りパーティ―を
行いますので、多くの皆様の参
加をお願い致します。 
◇教会バザーについて 
今年は 10 月 20 日（日）ミサ

後に、教会バザーが行われます。
例年のように、皆様から多くの
献品をお願いしたいと考えてお
ります。 
なお、バザーの目的、献品の

受け入れ時期、値付け時期、献
品いただきたいもの、献品をお
断りしているものなどについて
は、次ページに記載しました。
皆様のご協力をよろしくお願い
致します。 
◇聖堂内モニター設置について 
 チャリティーウォークの収益
を利用して、国際部の皆さんの
協力により、8 月から聖堂内に
モニターが設置されました。国

際部のミサでは、ミサ進行に合
わせて文字情報を映し出し、多
国籍の信徒の皆さんが一体感を
持ってミサにあずかることがで
きるようになりました。 

■各部会より 
◇サマースクールの報告 

 第 64 回茨城県地区サマー
スクールが、8 月 4 日（日）か
ら 7 日（水）まで友部修道院で
行われました。48 名の参加者、
リーダー・ヘルパー約 15 名、ワ
ルヨ神父様とブラザー、神学生
とシスター4名の総勢 70名ほど
の大所帯でした。つくば教会か
らは 6 名が参加しました。 
今年は、11 月に来日される教

皇様を意識して「きょうこう様
ってだれ？」のテーマで行われ
ました。極暑の中でも、子ども
たちはよく学びよく遊びよく食
べ、沢山の友だちを作るなど、
有意義な時間を過しました。 
つくば教会からは今年もシス

ター全員が猛暑の中で、懸命に
サポートしていただき、ありが
とうございました。 

（使徒職協議会） 

◇排除ＺＥＲＯキャンペーン 
国際カリタスは、このキャン

ペーンを通じて、移住者・難民
に関わるすべてのコミュニティ
ーにおいて「出会いの文化」を
育むことを目指しています。 
つくば教会では 7 月 27,28 日

に、このキャンペーンをテーマ
にリレー写真展を開催し、写真
20 枚をザビエルホールに展示
しました。感想コメントへのご

協力ありがとうございました。 
      （使徒職協議会） 

◇青年会パーティ―の報告 
  8 月 11 日（日）ミサ後、つ
くば教会青年会で活躍してきた
ベトナム青年のフォンさん、フ
ィリピン青年のブラドリーさん
の送別会を兼ねて青年会のパー
ティ―が行われました。自称青
年のメンバーを含め 30 名余の
参加者が集まって、代表的なベ
トナム料理「フォー」、フィリピ
ン料理など国際色豊かなテーブ
ルを囲んで、楽しい時間を過ご
しました。帰国される青年たち
の今後の活躍を祈念したいと思
います。    （Sr.高橋） 

◇ラヴェンダーバンドルの販売 
についての報告 

 ６月 29 日と 30 日の 2 日間、
25 名の皆さんの参加のもとラ
ヴェンダーバンドルを作成、7
月 7 日と 14 日の販売で 38,700
円の売上がありました。 
 売上金のうちつくば教会建設
献金として 12,000 円、ボランテ
ィアグループに 12,000 円、イン
ドネシア教育支援タリカシ会に
14,700円をそれぞれ寄付させて
いただきました。毎年多くの
方々のご協力を頂き感謝申し上
げます。  （櫻井隆、みや子） 

■信徒動静 
◇転入 李 英銀（イ ヨンウン）
さん、金 兌潤（キム テユン）
さん、金 兌勲（キム テフン）
さんがサンホゼ教区韓国殉教者
教会から転入されました。どう
ぞよろしく。 

 
サマースクール参加者全員でミサ 

 

  今までの活躍と今後の活躍に乾杯！ 

 

 聖堂正面の右側壁にモニター設置 
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2019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 イエズス・マリアの聖心会司祭の育成のために 
② オープンハウスの支援（さいたま教区への献金） 
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】10月 5日（土）から 10月 18日（金）まで 

【献品の値付け】10月 17日(木)13時～15時、10月 18日(金)10時半～12時半 

【テントの設営】10月 19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)  

③贈答品（新品） 
  ・衣料（新品又は新品同様で洗濯済みのもの） 

・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（特に使い古したぬいぐるみ、おもちゃ等、新品同様のものは可）  
・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 

                     2019年 9月  典礼当番表 
 9/1 9/8 9/15 9/22 9/29 
侍      者 有田 華 

有田 亮 
市川メリー 
市川アキヒロ 

神保 諒人 
神保 愛理 

酒井 エリ 
新田 百恵 

神保 諒人 
神保 愛理 

聖体奉仕者 杉 明子 歳森 敦 有田 圭介 櫻井みや子 石澤 通 
案  内  係 神保 教広 小川 千尋 Sr.都成 石澤 里子 浜口 景子 
先   唱 加藤 良子 小原 謙二 桑原 直己 大門 建夫 森 彰一郎 
オ ル ガ ン 運上 厚子 滝田 あや 小山 光 田中 淳子 林 采希 
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行事予定表  2019 年 9 月 

 ミサ・典礼 学校・会議・講座・勉強会 
日付 曜日 時刻 行事内容 時刻 行事内容 

1 日 8:00 
10:30 

英語ミサ 
ミサ 

 
ミサ後 

 
教会清掃（全員） 

4 水 19:00 ミサ   
6 金 10:00 初金ミサ 10:45 聖書に親しむ会（午前の部） 
７ 土 18:00 ミサ   
8 日 8:00 

10:30 
 

英語ミサ 
山野内司教様司式ミサ（敬老
の祝福） 

10:15 
ミサ後 

日曜学校 
司教様歓迎パーティー 

11 水 19:00 ミサ   
12 木   10:30 

19:00 
聖書講座（シスター影山） 
聖書に親しむ会(午後の部) 

13 金 10:00 ミサ   
14 土 18:00 ミサ   
15 日 8:00 

10:30 
15:00 

英語ミサ 
ミサ 
スペイン語ミサ 

ミサ後 
11:30 

聖歌隊練習 
定例役員会 

18 水 19:00 ミサ   
20 金 10:00 ミサ 10:45 聖書に親しむ会（午前の部） 
21 土 18:00 ミサ   
22 日 8:00 

10:30 
英語ミサ 
ミサ（指定献金「世界難民移
住・移動者の日」献金） 

9:00 
 

  

教会清掃（国際部） 
 

25 水 19:00 ミサ   
26 木   19:00 聖書に親しむ会（午後の部） 
27 金 10:00 ミサ   
28 土 18:00 ミサ 1:30 教会だより編集会議 
29 日 8:00 

10:30 
英語ミサ 
ミサ（洗礼式） 

 
ミサ後 

 
臨時総会 

♰10 月の予定♰ 
   10 月 20 日（日）教会バザー 
＊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 
＊毎金曜日 9：00～10：00 聖時間 

 


