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「聖徒
せ い と

の交
まじ

わり」 

 このところ、大変
たいへん

な大雨
おおあめ

が続
つづ

き、信
しん

じられ

ない程
ほど

の被害
ひ が い

が 生
しょう

じました。異常
いじょう

気象
きしょう

の結果
け っ か

でしょうか。温暖化
おんだんか

が原因
げんいん

とすれば、これから

益々
ますます

ひどい気象
きしょう

になるのかと心配
しんぱい

されます。

同
おな

じところで被害
ひ が い

が続
つづ

いた方々
かたがた

には何
なん

と言
い

っ

てよいか分
わ

かりません。 

11 月は、死者
し し ゃ

の月ですので、 私
わたし

たちの

家族
か ぞ く

・友人
ゆうじん

のために祈
いの

ると同時
ど う じ

に、被害
ひ が い

にあっ

て亡
な

くなられた方々
かたがた

のためにも祈
いの

りたいと思
おも

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               

◇教会バザーについて 
今年は東日本に深刻な被害を

もたらされた台風も過ぎ去った
10 月 20 日（日）9 時 30 分から
の国際部との合同ミサ終了後、
教会バザーが行われました。献
品数もバザー参加者数も例年に
比べて若干少ない感じでしたが、
それでも賑やかな内に無事終え
ることができました。 

10 月 27 日（日）の時点でバ
ザーの売上は 430,082 円となり
ました。収益金の中から、神学
生育成基金へ 15 万円、オープン
ハウスへ 3 万円を寄付すること
とし、災害準備金として 10 万
円、残りの 15 万円余をステンド
グラス追加工事費などつくば教
会のために有効に活用させてい
ただくことに致しました。 
バザー実施のためにご協力い

ただいた多くの皆様に心から感
謝申し上げます。 
◇カトリックつくば教会運営規
約について 

 9 月 29 日（日）ミサ後に臨時
信徒総会を開き、複数の信徒か
らのご意見に沿った部分修正を
行ったつくば教会運営規約に対
して、全員の賛同を得、臨時総
会は閉会しました。運営規約の
最終版を掲示板に掲示しておき
ますので、ご確認ください。  

◇聖心会ローマ本部総長のつく 
ば教会ご訪問について 

 今年は聖心会ローマ本部の公
式訪問があり、Alberto Toutin
（アルベルト・トータン）総長
が 11 月 10 日（日）につくば教
会を訪問されることになりまし
た。当日はミサ終了後に、総長
様の歓迎パーティーを行います。
また、当日は以前から計画され
ていた青年会送別パーティ―と
も合同で行うことに致します。
一品持ち寄りのパーティ―とな
りますので、皆様のご協力をよ
ろしくお願い申し上げます。 
◇ミサの中止について 
 神父様のご都合により、11 月
13 日（水）19 時及び 15 日（金）
10 時のミサは中止になります
ので、ご確認ください。 
◇待降節黙想会について 
今年は 12 月 7 日（土）、8 日

（日）に、月刊誌「福音宣教」
の編集長をしておられた鈴木隆
様を講師にお迎えして待降節黙
想会が行われます。 

7 日（土）18 時からのミサ
の中で第１講話が行われます。
翌 8 日（日）は 10 時半からの
ミサ中に第 2 講話、ミサ後に第
３講話が行われます。第３講話
のあと、鈴木講師を交えた昼食
会（会費 500 円/名）を行いま
すので、希望者は掲示板に名前
を記入願います。 

 

■各部会より 
◇「死者の月」に関して 
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（土）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） 
◇2020年お茶サービスの担当 
について 
教会では日曜日の日本語ミサ

後、水分補給と信徒同士のコミ
ュニケーションのため、お茶の
サービスを行っています。つき
ましては、下記の項目に該当さ
れる方は、聖堂出口右側の机に
記入用紙を入れた箱を置きます
ので、ご記入の上、箱に入れて
ください。ご協力よろしくお願
い致します。 
・2020年から新たに参加あるい 
 は再開できる方 
・1 年に 2 回以上参加可能の方 
・事情により 2020 年は参加で 
 きない方 
（お茶当番担当：加藤良子） 

◇ローマ教皇様に関する本につ
いて 
教皇様に関連する本を複数冊

購入し、本棚に入れてあります
ので、ご覧ください。また、ア
イダル神父様が教皇様に関して
書かれた記事のコピー（A4 版 4
枚）も棚に置いておきますので、
興味のある方はお読みください。 

（図書係） 

■信徒動静 
◇転出 草野 恒子さんが東京
教区（所属教会未定）へ転出さ
れました。草野さんは、長い間
当教会のためにご尽力いただき
ました。どうぞお元気で。 
◇洗礼・堅信 松井 俊夫さん
（アウグスチヌス）が洗礼・堅
信を受けられました。どうぞよ
ろしく。 

◇「信徒会次期会長の推薦」と
「信徒会活動におけるお手伝
い」に関するアンケート 

アンケートの最終回収日であ
る 11 月 10 日（日）が近付いて
きました。アンケート用紙に記
入後、専用の木箱に投入してく
ださい。 
信徒会の諸活動は信徒の皆様

のご協力は欠かせません。信徒
の皆様のご支援・ご協力をよろ
しくお願い申し上げます。 

＜鈴木隆講師プロフィール＞ 
1949 年東京都杉並区生まれ 
上智大学大学院文学研究科社会
学専攻博士課程修了 
社会学者、東京荻窪教会信徒 
2011-15 年月刊誌「福音宣教」（ｵ
ﾘｴﾝｽ宗教研究所）編集長 
現在、株式会社愛光式典代表取締
役ほか栄光学園、横浜双葉学園等
のカトリック校の理事・顧問など
幅広い活動を行うとともに、全国
の教会に講師として招かれてお
られる 
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                 雑貨類（食器、布類、靴、カバン、電気製品など）、古本の販売など売り尽くしを目指して！ 

 

 

 

 
 
 
 

   
   古着類は青空の下で頑張りました           食べ物コーナーも完売！ 

  2019年 11月 典礼当番表 

 11/3 11/10 11/17 11/24 

侍   者 
市川 メリー 
市川アキヒロ 

酒井 エリ 
新田 百恵 

有田 華 
有田 亮 

神保 諒人 
神保 愛理 

聖体奉仕者 中島 恵 小川 千尋 大門 建夫 浜口 景子 
案 内 係 渡辺 基信 浜口 景子 Sr.東城 神保 教広 
先   唱 櫻井 隆 歳森 敦 石澤 通 加藤 良子 
オルガン 運上 厚子 滝田 あや 小山 光 田中 淳子 

 

 
 
 
 
 

  
モニター画面を用いた国際部合同ミサ カメラ担当のマイケル・ツダさん（右） 

 

2019バザー 
  
 写真に載っていない 
 多くの皆様にも活躍 
 戴きました。 

 ありがとう 
    ございました 
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行事予定表   2019 年 11 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 金 10:00 初金ミサ 10:45 聖書に親しむ会（午前の部） 
2 土 10:00 

18:00 
死者の日のミサ 
ミサ 

  

3 日 8:00 
10:30 

英語ミサ 
ミサ 

ミサ後 
11:30 

教会清掃（全員） 
典礼委員会 

4 月/祝   11:00 ブライアン助祭司祭叙階式 
（於：水戸京成ホテル） 

6 水 19:00 ミサ   
8 金 10:00 ミサ   
9 土 18:00 ミサ   

10 日 8:00 
10:30 

英語ミサ 
ミサ 七五三の祝福 

9:00 
10:15 
ミサ後 

手話サークル 
日曜学校 
総長歓迎及び青年会送迎パーテ
ィー 

14 木   10:30 聖書講座（シスター景山） 
16 土 18:00 ミサ 

 
 

17 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 

定例役員会 
聖歌隊練習 

20 水 19:00 ミサ   
22 金 10:00 ミサ   
23 土 18:00 ミサ   
24 日 8:00 

10:30 
英語ミサ 
ミサ 

9:00 
9:00 

手話サークル 
教会清掃（国際部） 

27 水 19:00 ミサ   
28 木   19:00 聖書に親しむ会（午後の部） 
29 金 10:00 ミサ   
30 土 18:00 ミサ 13:30 教会だより編集会議 

    11 月 13 日（水）19:00 および 15 日（金）10:00 のミサは神父様のご都合により 
中止になります。 

  ✟12 月の予定 
  12 月 1 日（日）ミサ後 クリスマス飾り付け 

12 月 7 日（土）～8 日（日）待降節黙想会（講師：鈴木隆様） 
12 月 24 日（火）19:00 クリスマスイブミサ 
12 月 25 日（水）10:30 クリスマスミサ、ミサ後パーティ― 

＊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 

 


