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◇受難の主日ミサについて 
 コロナ感染拡大に対するさいたま教区の対応（第
18 次）において、「主日のミサ」の制限が解除されて、
日曜日に 1 回、土曜日に 1 回（前晩のミサ）実施でき
るようになりました。これに伴って、久しぶりに 3 月
28 日（日）10 時半から「受難の主日ミサ（枝の主日）」
が行われました。突然のミサ再開ということもあっ
て、ミサ参加者は先着順で 50 名に限定、枝を持った
会衆の行列も行わないなど異例ずくめのミサでした
が、昨年にはできなかった受難の主日ミサを皆様のご
協力により無事に終えることができました。 

◇聖週間の典礼について 
 受難の主日ミサ以外の聖週間のミサもコロナ感染拡大の防止観点から、下記のように実施
致しますので、皆様のご協力をよろしくお願い申し上げます。 
・4 月 1 日 19 時「聖木曜日」：ミサ参加者の上限を 50 名の先着順とし、上限を超えた時点
で入場をお断りする。ミサ中の洗足式は行わない。 

・4 月 2 日 19 時「聖金曜日」：ミサ参加者の上限を 50 名の先着順とし、上限を超えた時点
で入場をお断りする。十字架の崇敬の際、会衆の行列
は控える。 

・4 月３日 18 時「聖土曜日（復活徹夜祭）」：ミサ参加
者は日本語ミサ参加枠 25 名、国際部ミサ参加枠 25
名とし、日本語ミサ参加枠は抽選によって決定（結果
は右表）。光の祭儀の際に会衆の行列は行わず、聖堂
内で光の入堂を待つ。 

・4 月 4 日「復活の主日」：この日は 1 日 2 回のミサが
許されたので、8 時から英語朗読ミサ、10 時半から
日本語ミサを実施する。日本語ミサへの参加枠を 50
名とし、抽選によって決定（結果は右表）。 
なお、受難の主日ミサの「枝」を聖堂内の箱に入れて

置いておきますので、ミサに参加される方はお帰りの
際に、ミサに参加できない方も教会に立ち寄ってご自
由にお持ち帰りください。 

◇山田神父様金祝ミサについて 
 金祝ミサおよび祝賀会は 4 月 29 日（木、祝）に多くの皆様を招いて盛大に実施する計画
でしたが、新型コロナウィルス感染防止のために、延期せざるを得なくなりました。しかし、
山田神父様のご希望もあり、4 月 29 日 15 時から金祝ミサのみを実施するとともに、お祝い
を差し上げることに致しました。コロナ感染拡大防止の観点から、記念ミサへの参加者は小
教区の範囲に限定、かつ参加人数を 50 名に制限して実施することになります。 
ミサに参加できる人数は 50 名（日本語ミサ G 25 名、国際部 G 25 名）です。参加希望者

は教会入り口にあるミサ参加希望用紙に必要事項をご記入の上、切り取り線の下部分を 4 月
18 日（日）のミサ終了時までに聖堂献金箱に投函して下さい。後日抽選結果を教会掲示板、
ホームページ、教会連絡網を通して当選者の「申し込み番号」で発表致します。 

 

<復活徹夜祭：ミサ当選番号> 

7, 21, 37, 55, 58, 63, 66, 74, 

77, 82, 85, 87 

<復活の主日：ミサ当選番号> 

1, 5, 9, 10, 18, 23, 24, 26, 33, 

40, 41, 42, 45, 46, 47, 52, 54, 

56, 59, 65, 68, 75, 76, 79, 80, 

81, 83, 84, 86, 88, 89, 90, 106, 

107, 108 
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2021 年 聖週間の典礼 ＜HOLY WEEK LITURGY＞ 
 4/1 19:00 

聖木曜日 
Holy Thursday 

4/2 19:00 
聖金曜日 

Good Friday 

4/3 18:00 
復活徹夜祭 
Easter Vigil 

4/4 10:30 
復活祭 
Easter 

先 唱 
Commentator 

石澤 通 石澤 通 歳森 敦 石澤 通 

聖体奉仕者 
Eucharistic Minister 

岩掘 隆子 
小川 千尋 

桑原 直己 
櫻井みや子 

Rommel Tancio 
小川 千尋 

桑原 直己 
岩堀 隆子 

案内係 
Guidance 

森 彰一郎 石澤 里子 市野 百合子 石澤 里子 

 

姫野さん、大分トラピスト修道院に入会 

 ミカエル・姫野悌一さんは 2017 年 4 月筑

波技術大学に入学し、つくば教会のミサに参

加、ミサの映像関係を担当していました。大

学では建築を専攻し、一時は就職も考えたよ

うですが、小さいころからあこがれ、何回も

体験宿泊していた大分のトラピスト修道院に

今回入会を決められました。 

彼の修道生活の道のりは、まだ入り口に差

し掛かったばかりです。神さまとの親しさを

深めながら、これから共同生活や勉学に励ん

でいかれるのだと思います。彼の召命のため

に皆様のお祈りをお願い致します。 

            （Sr.高橋香久子） 

行事予定表 2021 年 4 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 木 19:00 聖木曜日（主の晩餐）   

2 金 19:00 聖金曜日（主の受難 大斎・小斎）   

3 土 18:00 ミサ（聖土曜日、復活徹夜祭）   

4 日 8:00 

10:30 

英語朗読ミサ（復活の主日） 

日本語ミサ 

  

11 日 8:00 英語朗読ミサ   

16 金 10:00 日本語ミサ   

17 土 18:00 英語朗読ミサ   

18 日 10:30 日本語ミサ（ア行～サ行）洗礼式 ミサ後 定例役員会 

24 土 18:00 英語朗読ミサ   

25 日 10:30 日本語ミサ（タ行～ワ行）聖体奉仕

者任命式 

13:30 教会だより編集会議 

29 木(祝) 15:00 山田神父様 50 周年記念ミサ   

 

2021 年 4 月 典礼当番表 

 4/18 4/25 

聖体奉仕者 石澤 里子 

小川 千尋 

櫻井 みや子 

林 采希 

案 内 係 神保 教広 小川 千尋 

先  唱 桑原 直己 金子 孝子 

 

 
イエズス・マリアの聖心会 4 月人事異動 

＜茨城地区＞ 

下館教会担当司祭 本間研二 

鹿島教会担当司祭 ﾍﾞﾄﾙｽ･ｱﾄﾞ･ﾍﾞﾗﾗｳｴ 

＜新潟地区＞ 

山形教会担当司祭 ﾌﾗﾝｼｽｸｽ･ｻﾞﾍﾞﾘｳｽ･ｽﾘ･ﾜﾙﾖ 

山形教会助任司祭 ﾄﾞﾝ･ﾌﾞﾗｲｱﾝ･ﾏﾙﾈｸﾞﾛ 


