神父のつぶやき
甲府・塩山教会主任司祭

白木

信一

「お宅の宗教にはどんなご利益があるの」と、皆さんはこんな質問を受けたことはないだろうか。
日本人の宗教観には「ご利益」というものが付き物のようだ。ご利益というと、
「家内安全」
「商売繁
盛」
「健康」
「長寿」というような事柄が連想される。どうも現実的・現物的な捉え方のようだ。もし、
私たちに「お宅の宗教にはどんなご利益があるの」と尋ねられたら、キリスト者はどのように答える
のだろうか。現物的なご利益をキリスト教に求められても、その方々が期待するような答えを提供す
ることが、果たしてできるのか。
信州穂高の出身で、戦前旧制中学卒業後カナダへ移住し、そこで入信された一人の司祭のことを紹
介したいと思う。その神父様は、何か心の中にぽっかりと穴が空いたような感じで、ずっとそれを埋
めるものを捜し求めておられたとのこと。カナダへ移住されてからもその旅は続き、いくつかのプロ
テスタントの教会の門もくぐったことがあるとのことだった。あるカトリックの教会を訪れた時、丁
度ミサが捧げられていてそこに参加した。そうしたら聖変化のところで「これだ！」と直感したとの
ことだった。それからカトリックに入信することになり、さらには司祭の道を歩むようになられた。
この神父様のことを考えると、現物的なご利益を求めての入信ではなかったことは確かだろう。心を、
また人生を満たすものを求められての結論だったわけだ。その神父様にとって、ぽっかりと空いた穴
を埋めたものはなんだったのだろうか。ここには、通常日本で捉えられているご利益とは違うものが
見えてくるようだ。キリスト教のご利益というものは、この神父様のような捉え方でないと見えない
ものなのだろう。
そもそも「ご利益」とはどういう意味なのか国語辞典で調べてみると、
「神仏が人に与える恵み・幸
せ」とあった。この意味でなら、神仏が教える恵みや幸せと、人が捉える恵みや幸せが合致していれ
ば問題はないが、それとは異なる理解をしている方々はどう解決するのだろう。通常「ご利益」とい
う言葉が使われるとき、先ほど連想するようなことだと理解している方々に、キリスト者はどのよう
に答えるのだろう。
前述した神父様の例を考えると、この穴を埋めるものはこれだといった明確で現実的なことがあっ
て探したわけではなかった。そして、求めていたのだがそれを獲得したというより与えられた、とい
うことができるのではないか。この理解が正しいとすれば、先ほどあげた「ご利益」についての国語
辞典の説明がぴったりくる。すなわち「神仏が人に与える恵み・幸せ」との説明である。
「神仏が与え
る恵み・幸せ」が何かということが分かれば、すなわち私たちが信じている神さまが与えてくださる
恵み・幸せを分かっていれば、キリスト教のご利益はこうですよ、と答えることができるということ
になる。

私たちの信仰は「イエスさまは唯一の救い主キリストです」と告白する信仰である。キリストを信
じることでどういうご利益があるのかというと、
「わたしの父のみ旨は、子を見て信じる人には皆、永
遠のいのちがあり、わたしがその人を、終わりの日に復活させることである」
（ヨハネ 6:40）とある
ように、
「永遠のいのち」と言うことができるのではないか。もし、この質問をキリスト教以外のどな
たからか尋ねられたら、自信を持ってこのように答えてみてもいいのではないか。

お知らせ
１．横浜教区の司祭の異動
1 月 31 日付で横浜教区の 2017 年度司祭人事異動が発表されましたので本県関係のみお知らせいたし
ます。実際の異動は 4 月 17 日（復活祭あけ）です。
・甲府・塩山教会助任司祭
張神父様（韓国・キリスト兄弟会）が着任されます。
（末吉教会協力司祭）
・韮崎教会主任司祭
エクソル・マグボー神父様（フィリピン宣教会）が着任されます。
（甲府・塩山カトリック教会協力司祭）
(横浜教区全体の司祭異動につきましたは、センター掲示板をご覧ください。)
２．帰天
聖ヨゼフ寮でご静養中の次のお二人の信徒の方がご帰天されました。
謹んで永遠の安息をお祈り申し上げます。
・マリアテレジア・磯部つる江様(享年９０歳)（2017 年 1 月 21 日）
・マリア・飯島悦子様（享年 89 歳）
（2017 年 2 月 3 日）
３．早朝ミサ
3 月の早朝ミサ(6 時 50 分)は通常通り、毎週 火曜日、金曜日、土曜日に捧げられます。
但し、3 月 3 日（初金）のミサは 9 時 30 分からで、ミサ後、聖書を読む会があります。
また、3 月 28 日（火）は、神父様のご都合でお休みします。
４．キリスト教入門講座
白木神父様のキリスト教入門講座は、

毎週日曜日（３月 5 日、３月 12 日、3 月 26 日に 14 時から

センターで行います。ただし、3 月 19 日はお休みします。
５．灰の水曜日のミサと灰の式
3 月 1 日 午前 10 時 30 分から聖堂で行います。
なお、当日の駐車場は、教会庭のみですので公共交通機関の利用又は乗り合わせ等でお越しくださいます
ようお願いいたします。
６．四旬節 静修日について
3 月 25 日(土)13 時 30 分より聖堂で行います。
・霊的講話（白木神父様）(13 時 30 分から)
・ゆるしの秘跡（白木神父様、エクソル・マグボー神父様）
（霊的講話後）
７．岡野新司祭の初ミサ及び歓迎会）
横浜教区ヨセフ・岡野充良神父様（2016 年６月４日叙階）の初ミサを 3 月 19 日（日）10 時 30 分より
聖堂で行います。
また、その後 サンタ・ルチア講堂で歓迎会を行います。
新司祭の召し出しに感謝し、皆さんでミサと歓迎会に与りましょう。
８．四旬節の愛の献金について
3 月 1 日(水)～4 月 15 日の間 四旬節の愛の献金を募ります。
聖堂入口に用意してある「四旬節の愛の献金」(緑の封筒)に入れ、教会維持費の箱にお入れください。

９．世界祈祷日について
3 月 3 日（金）午前 10 時 30 分より、日本キリスト教団南甲府教会で
開催されます。
（問合せ先：女性会会長 宮澤由美さん）
１０．こぴっとプロジェクト 2017 東北被災地支援講演会
3 月 4 日(土)13 時 30 分～16 時まで甲府カトリック教会サンタルチア講堂で開催します。詳細は折込み
チラシをご覧頂き、お友だち等お誘いの上、ご参加下さい。
１１．女性会
３月 5 日(日)、ミサ後、サンタ・ルチア講堂で行います。
外国籍 G の女性を含め多くの皆さんのご参加をお待ちしております。
１２．きずな
３月８日（水）10 時からセンター１F ホールで開催します。
１３．３月の教会学校・中高生会等
(1)教会学校・中高生会
３月 12 日（日）と３月 26 日（日）のミサ後行います。
但し、３月 19 日は、岡野神父様の歓迎会に参加します。多くのお友達の参加をお待ちしております。
(2)洗礼の勉強会
３月 5 日（日）と３月 19 日（日）ミサ後、センター２F 和室で行います。
(3)初聖体の勉強会
３月 12 日(日)と３月 26 日（日）のミサ後行います。
１４．ピーターラビット
３月 14 日(火)13 時 30 分よりセンター１F ホールで行います。
テーマは、「ゆったりパンツを作りましょう」です。
楽しいお茶もしますので、どうぞ ご参加ください。お待ちしております。
詳細は、センター掲示板のチラシをご覧ください。
(本件問い合わせ先 三枝 もも子)
１５．青少年育成委員会
青少年育成委員会の例会は、３月 21 日(火)10 時からセンター１F ホールで行います。
（今年から、例会毎月第 2 火曜日から第 3 火曜日に変更）
１６．典礼委員会
３月 25 日(土)９時から、センター２F 事務所で行います。
典礼委員の皆さんのご参集をお願いいたします
１７．教会委員会
４月１日（日）ミサ後、サンタ・ルチア講堂で教会委員会を開催します。
ご復活祭や 2017 年信徒大会で皆さんから出されたご提案等を中心に話しあいます。
委員の皆さんのご出席をお願いします。
１８．教区の行事
横浜教区の行事等は掲示板をご覧ください。
参加等ご希望の方は、センター掲示板のチラシ等をご覧になり、各自お申込み下さい。

19． 関係団体などからのお知らせ
(1)NPO 法人やまなしライフサポート
①臨時総会
3 月 25 日（土）午前 10 時よりサンタ・ルチア講堂で開催します。
(連絡先)080-5501-8191

事務局長 芦沢信）

(2)NPO 法人こどもサポートやまなし
今月は、次のような行事等を予定しております。
皆様のお知り合いのお子様やご家族の方をお誘いされ、ご参加下さいますよう
お願い申し上げます。
①学習会
３月 12 日（日）と３月 26 日(日) 13 時 30 分～16 時 00 分
山梨カトリック福祉センター
②ともだちひろば
３月４日(土)

13 時 30 分～16 時 00 分

山梨カトリック福祉センター（旧山城教会）で行います。
中学生以下のお子さんを対象とした楽しいあそびなどの場です。
お知り合いのお子さんにご紹介下さい。
③土曜レクレーション（ミニ遠足）
３月 18 日(土)、甲州市の「甘草屋敷」へのミニ遠足を
計画しております。
お知り合いの親子をお誘いし、ご参加ください。
また、自家用車による送迎ボランティアを募集しております。
参加及びボランティアの申し込みは 3 月 12 日までにお願いします。
（申込先：池田、木村）
④運営委員会
３月 21 日(火) 18 時 30 分からセンター１F ホールで行います。
こどもの貧困等の諸問題に関心のある方の参加を歓迎いたします。
⑤事例検討会
３月 23 日（木）18 時 30 分より、センター１F ホールで行います。
子どもさんやご家族に関する諸問題をみんなで考え、よいサポートができ
るようにするための話し合いの場です。ご参加を希望される方は事前に事務局（木村）まで
ご連絡ください。
（お願い）
こどもさん等の学習会やこの会の各イベントへ及び病院等への送迎ボランティアを募集
しております。ご協力頂ける方は、事務局までご連絡をお願いいたします。
(3)自殺予防ネットワーク山梨
①ワンステップサービス（何でも相談会）
3 月 11 日(土)12 日（日）の両日、山梨カトリック福祉センター（旧山城教会）で開催します。
詳細は掲示板のチラシをご覧ください。
(4)山梨ダルクを支援する会
①山梨ダルクを支援する会運営委員会
3 月 17 日（金）18 時 30 分から、日本キリスト教団甲府中央教会で開催します。
薬物依存等ダルクの活動に関心ある方のご参加を歓迎します。
２０．その他
3 月 11 日（土）午後、山梨県文化財課の「甲府さんぽ」の「ぷらっと甲府城下」
（学ぼうコース）
で市民の皆さんが、甲府カトリック教会の聖堂を見学にきます。

＊＊＊ 典礼の息吹 ＊＊＊

「みことばを聴く」
主日のミサで朗読奉仕者を通して読まれるみことばを『聖書と典礼』を
目で追いながら読んでいる人が多いのではないでしょうか。
「聖書が教会で読まれるとき

キリストご自身が語られる」
（『典礼憲章』７項）

とあるように、語りかけて下さるキリストの声を「読む」のではなく
「聴く」ことを私たちにお望みなのではないでしょうか。
主日の典礼が恵み豊かなものになるために、意識的かつ行動的に
ミサに参加いたしましょう。
★ その準備として、希望される方には、『聖書と典礼』を１か月分
まとめてお渡しいたします。
今月から、横浜教区典礼奉仕者養成コースで教えていただいたことを
少しずつみなさまにお伝えしていきたいと思います。（典礼委員会）

✞ 今月の典礼奉仕表（３月）✞
日

第一朗読

第二朗読

共同祈願奉仕

聖堂案内

山田

丸山（美）

今津

木村

塩沢ｱﾝｼﾞｪﾘｰﾅ

風間大輝

（教会学校）

（教会学校）

御荘

芦沢（マ）

１２日

広瀬

大木

原田

チョンクムチン

１９日

今井（勇）

宮田

杉田

御荘

２６日

芦沢

大井

池田

今井（洋）

パクチョンミン

松住 ゆうり

（教会学校）

（教会学校）

今井（勇）

チョンクムチン

３月 １日
５日

４月 ２日

✞

今月のこよみ（教会暦、行事等）✞

・ 主日のミサ 日曜日１０：３０～、土曜日１８：００～イエスのカリタス甲府修道院（ヨゼフ寮）
・平日のミサ 火・金・土曜日０６：５０～（但し初金のミサ ９：３０～）
３月 １日（水）灰の水曜日
５日（日）四旬節第１主日

１０：３０ ～ ミサ
１０：３０ ～ ミサ・入信志願式（女性会）
１５：００ ～ スペイン語ミサ（ Español）

１２日（日）四旬節第２主日

１０：３０ ～ ミサ
１５：００ ～ ポルトガル語ミサ （Português）

１９日（日）四旬節第３主日

１０：３０ ～ ミサ（岡野新司祭初ミサ・歓迎会）
１２：３０ ～ 韓国語ミサ

（ 한

글 ）

２５日（土）四旬節 静修日

１３：３０ ～ 霊的講話（ゆるしの秘跡）

２６日（日）四旬節第１主日

１０：３０ ～ ミサ
１４：００

４月 ２日（日）四旬節第 1 主日

～ 英語ミサ （English）

１０：３０ ～ ミサ（教会委員会）
１５：００ ～ スペイン語ミサ（ Español）

清 掃 当 番 表 （ ３月、 ４月 各ブロック輪番制）
３月 ５日（日）

ペルーグループ

３月２５日（土）

峡西・中央ブロック

３月１１日（土）

北・南・峡南ブロック

３月２６日（日）

フィリピングループ

３月１２日（日）

ブラジルグループ

４月 ２日（日）

ペルーグループ

３月１９日（日）

韓国グループ

４月 ８日（土）

山城ブロック

