神父のつぶやき
カトリック甲府･塩山教会
主任司祭

白木 信一

アメリカから来ていたある神父に“Gabriel！Jesus loves you！”（ガブリエル－私の
霊名－イエスさまはあなたのことを愛しているよ！）と声をかけられ、彼の方を見ると
“Really!”
（本当だよ！）と念を押すようにまた声をかけられたことがあった。その時私は、
「何故自分だけこんなに慌しく働かなければならないのだ」と腹立たしく思いながら、廊
下を歩いていたのであった。その神父は、私の心を見抜いたのか、あるいはそれがはっき
りと表情に出ていたのに気付いたのか、とにかくそのように声をかけてくれたのだった。
そのことばを聞き、私の心は不思議と落ち着いたのであった。
「ことば」にはこのような力があるものである。
人がかける「ことば」でさえ、このように力があるのだから「神のことば」である聖書
の「みことば」はなおさらそうである。それゆえ、日々「みことば」にふれることによっ
て、私たちの信仰生活を生き生きとしていくことができる。秘跡が執行されるときにはい
つも、「ことば」と「しるし」が伴うことを考えれば、この大切さが分かるというものだ。
司祭になるための神学の勉強の中に「教話学」という授業があった。説教（ホミリア）
をすることになる司祭にとっては必要な科目だったと思っている。その授業の中で、ある
聖人の教えとして「みことばには力がある」ということを学んだのだが、それは私にとっ
てとても心強い教えだった。極端なことを言うならば、ホミリアのアイデアが何も浮かば
ないときには、みことばを繰り返し主張するだけで十分ということが、ホミリアをしなけ
ればならなくなる私を安心させてくれたのだった。
この学びもあり、ホミリアをしなければならない司祭にとって、「みことば」の力に頼る
ことなしにこの職務を遂行することはできないと、私は受け止めているし、実際に頼りな
がらこれまで実践してきている。ホミリアを準備していても、しっくりこないことが多く
どうしたものかと悩むことが多い。そのような時には最終的に、みことばの力に委ねるこ
とにしている。そうすることで何となくホットするのである。白状すると、そのケースが
とても多い。
ホミリアをすることがなくても、みことばに触れることは良いことであるばかりではな
く、大切なことだと私は確信している。皆さんもみことばに触れる機会を増やし、力ある
みことばによって神さまとの交わりをより深めていくことができるよう、お勧めしたいと
ころである。

お知らせ(11 月)

１． 宣教地召命促進の日（指定献金日）
12 月 2 日(日)は、宣教地召命促進の日です。

日本等宣教地における召命について考え、その促進のためにお祈りと献金をお願い致します。
献金は当日、ミサの前に聖堂前で募り、ミサの中で奉納致します。
２．

堅信式
11 月 4 日（日）梅村司教様のご司式で堅信式が挙行されます。甲府・韮崎・塩山の
3 教会合わせて３０名の信徒の皆様が堅信の恵みに与ります。

３．

死者の追悼ミサ
11 月 3 日(土)10 時 30 分から聖堂で死者の追悼ミサを行います。
（なお、ミサ終了後、堅信式の準備と教会の清掃を行います。軽食の準備も致します。）

４．

帰天
次の方々がご帰天なさいました。
いつくしみ深い神様が生前をみ旨に従い過ごされたこの兄弟・姉妹を
御国に受け入れて下さるようお祈り致しましょう。
・橋場希美子様（霊名 マリア）（享年８２歳）（帰天日 2018 年 9 月 22 日）
・長谷川元様（霊名 ヨゼフ）（享年８５歳） （帰天日 2018 年 9 月３０日）

５．転入
広島県翠町教会より、岩永基恵さま（霊名：メリーナ）（西ブロックの御荘奈津子さんの
お嬢様）が可愛いお二人のお子様共々当教会（西ブロック）に転入されました。
・長女 岩永彩夏ちゃん（霊名：ローズマリー）
・長男 岩永宗一郎君（霊名：ヨゼフ）
どうぞよろしくお願い申し上げます。
６．信徒養成講座
11 月 25 日(日)

ミサ後、白木神父様の信徒養成講座を行います。

テーマは「私のキリスト」です。
今回は、ご出席の皆様に、「ご自分の好きなみことば」をお話しいただき
それをもとに講座を行います。（予め、お好きなみことばを準備してご参加下さい。）
７． １１月の早朝ミサ等
1１月の早朝ミサ（6 時 50 分）は、毎週火曜日、金曜日、土曜日に捧げられます。
なお、1１月２日は 9 時 30 分より初金のミサが行われ、その後、センターホールで

聖書を読む会を行います。
また、23 日(金)、27 日(火)は都合によりお休みします。
８．ザビエル祭
11 月 23 日（金・祝日）日本カトリック神学院で開催されます。
貸切バスを手配します。参加される方は甲府教会に当日 5 時 30 分までに
甲府教会にご集合下さい。参加費

2000 円（高校生以下無料）は当日

係りの者が徴収致します。（問合せ先：一粒会

今井繁さん）

９．七五三のお祝い
11 月 11 日(日)主日のミサの中で行います。
１０．1１月の教会学校・中高生会
1１月の教会学校・中高生会は、４日(日)と 18 日(日)に行います。
なお、11 日の教会学校・中高生会は、フリーマーケットへの参加となります。
１１．典礼委員会
1１月 17 日(土)９時から、センターホールで開催します。
１２．青少年育成委員会
1１月１３日（火）10 時からセンターホールで行います。
なお、はじめの 30 分間、白木神父様の講話があります。
この講話はどなたでも参加できます。
１３．地域福祉委員会
1１月はお休みします。
１４．女性会
11 月はお休みします。
1５．ソキオーの会
堅信式(11 月 4 日)までお休みします。
1６．きずな
１１月１4 日（水）10 時から、センターホールで行います。

1７．「いのちへのまなざし」（日本カトリック司教団）の読書会（勉強会）
「21 世紀の司教団メッセージ」として発行された「いのちへのまなざし」の
読書会（勉強会）1１月１３日（火）16 時よりセンターホールで行います。
(問い合わせ先：南ブロック

田村照夫さん)

1８．地域福祉団体協賛のフリーマーケット
11 月 1１日（日）ミサ後、恒例のフリーマーケットを甲府カトリック教会で行います。
地域の福祉団体等も多く参加されますので、お知り合いの方々をお誘いして
ご参加下さいますようお願い致します。
なお、その準備を前日

10 日（土）15 時より行いますので、各ブロック・グループの

各 1 名以上の方のご協力をお願い申し上げます。
１９．山梨県民クリスマスのつどい（教会一致懇談会）
12 月 15 日（土）14 時より、英和中学校・高等学校のグリーンバンクチャペルで
行います。
内容：クリスマスゴスペルコンサート他
チケットは、オルフェウスの皆さんがもっておりますので、必要な方はお買い求めくださ
い。（1000 円）
２０.サンパウロ

（問い合わせ：教会一致懇談会

田村輝夫さん）

書籍販売

１１月 18 日(日)講堂でサンパウロの書籍等の販売を行います。
今年もカレンダー、手帳等の予約販売は行いませんので、この機会をご利用下さい。
なお、書籍等をご注文なさりたい方は、11 月 11 日（日）までに宮澤副委員長
までお申し込み下さるようお願い致します。
２０．ピーターラビット
都合により、当分の間

お休み致します。

２１．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

①11 月 1 日（木）より、炊き出しの開始時間が 30 分早くなり 16 時からに
なります。準備の時間は、従来通り 14 時からです。ご協力をよろしくお願い致し
ます。
②理事会・運営委員会合同会議
11 月 23 日（金）

19 時よりサンタルチア講堂で開催します。

(2)ＮＰＯ法人こどもサポートやまなし
①運営委員会
1１月 13 日（火）18 時 30 分より、センター１F ホールで行います。
②事例検討会
1１月 2２日(木)

18 時 30 分より、センター１F ホールで行います。

③学習会
今月の学習会は、11 月 1１日(日)と 1１月 2５日(日)に 13 時 30 分より
山梨カトリック福祉センター（旧山城教会）で開催いたします。
学習会に参加したくても交通手段がなく来られないお子さんのために
送迎ボランティアを募集しております。
（ご協力いただける方は。中央ブロック

池田まゆみさんまでお願いいたします。）

④クリスマス会
12 月 1 日（土）12 時より、サンタルチア講堂でクリスマス会を行います。
歌、ゲーム、ケーキづくり、お食事、プレゼントなども企画しておりますので、地
域のお子様たちをお誘いしてご参加いただければうれしいです。
（申込締切：11 月 20 日

申込先 池田又は木村）

お手伝いして頂ける方は、当日

10 時にセンターにお集まりください。

(３)山梨ダルク
①10 周年記念フォーラム
11 月 10 日（土）10 時～16 時 30 分
会場

甲府市総合市民会館

芸術ホール

詳細は、折込チラシをお読み頂き、当フォーラムにご参加の上、薬物依存症か
らの回復のために努力している仲間たちへのお祈りとサポートをお願い
致します。
②山梨ダルクを支援する会運営委員会
11 月 22 日（木）18 時 30 分から日本基督教団甲府中央教会で開催します。
以上

山梨地区共同宣教司牧のこれから
芦沢

信

１０月１４日（日）午後２時より、甲府教会サンタルチア講堂にて山梨地区共同宣教司牧委員会主催
の研修会が開催されました。県内４教会より信徒、修道者、司祭計４７人が参加し、
「山梨地区共同宣教
司牧委員会１０年の振り返りと今後の歩みを考えてみよう」をテーマに取り組みました。
初めに米川祟氏（韮崎教会）から基調報告があり、横浜教区としての共同宣教司牧に関する経緯の解
説や課題の報告がありました。この報告では、前身の濱尾大司教様の頃の「地区福音宣教委員会」が将
来の司祭不足を想定した司牧活動をテーマとしていたのに対して、梅村司教様が２０００年に発表した
司教書簡「交わりとしての教会を目指して」及び、２００４年の「横浜教区における改革の基本方針」
では、司祭不足への対応をことさら強調してはいない、ということが説明されました。次いで２００４
年の司牧書簡には次のように書かれているとも紹介されました。「（前略）本来の共同宣教司牧は『単な
る司祭不足を解消するため』の制度改革ではないはずです。
（中略）すべてのキリスト信者の交わりとい
う教会の本質を実現するための制度と考えるべきです。
」
この部分の理解を深めることはとても重要なことだと個人的に感じました。なぜなら２００８年に策
定された「山梨地区ヴィジョン」では、
「将来の司祭不足」を想定して３部門の役割を示していたからで
す。確かに司祭不足は目前に迫った深刻な事態です。山梨地区がいつ司祭２名体制になっても不思議で
はありません。しかし司祭不足の想定からスタートした取組みは、司祭が充足すれば（例えば外国から
司祭が来れば）どうなるでしょうか？
共同宣教司牧とは、「司祭が決めて信徒が従う教会」から、「信徒・修道者・司祭が共同責任をもって
教会の使命を果たす体制」に移っていく運動であり、またそのプロセスであると思います。
米川氏の講話に続き７グループでの分かち合いになりました。この分かち合いの中で、共同宣教司牧
への理解が少しずつではあるけれども進んできたと捉えることができました。例えば、これまで信徒と
交わる機会が少なかったある修道院で、信徒と共に取り組む事柄が増えたとか、ミサのオルガンを弾い
ていただけの信徒が司祭や典礼係と交流するようになったとか、集会祭儀以外にも信徒が主体的に典礼
に参加する場面（葬儀や通夜の司式等）が必要との意見などがあったのです。
「司祭が決めて信徒が従う教会」との刷り込みや、過度な「司祭不足」との認識からの脱却には時間
がかかるとは思いますが、少しずつ、しかし着実に前に進むよう共に祈り、共に取り組みたいと感じた
研修会でした。

こんにちは、こぴっとプロジェクトです
（山梨地区東北被災地支援プロジェクト）

〇ボランティア行ってきます。
・担

当

：

富士吉田

・訪問地

：

カリタス石巻ベース

・日

程

：

未定

・参加者

：

未定

〇『２０１８東北被災地支援 アニメーション上映と講演会』の開催
日時 ２０１９年３月９日（土）１３：３０～１５：５０
会場 カトリック甲府教会 サンタルチア講堂
ｱﾆﾒ 「無念」浪江町消防団物語
講師 浪江まち物語つたえ隊
皆さんの参加をお待ちしています。また、友人知人（一般の方々にも）へ
のお声がけもお願いします。

2018 年度

ザビエル祭

日本カトリック神学院 東京キャンパス
（〒177-0052 東京都練馬区関町東 2-7-10）
2018 年

11 月 23 日（金・祝日）

10：00～14：30

韮崎教会（出発）5：00 → 甲府教会 5：３５ → 富士吉田教会 6：40 → 休憩（石
川ＰＡ）7：４０

～

８：00 → 日本カトリック神学院東京キャンパス８：５０～１

５：００ → 休憩（談合坂ＰＡ）１６：２０ ～ １６：４０ → 富士吉田教会１７：
１０ → 甲府教会１８：２０ → 韮崎教会１９：００（到着）

9：00 受付開始
10：00 ミサ（主司式 沖縄教区 ウエイン・バートン司教）
ミサ後 模擬店販売開始
12：30～13：30 講演会（ウエイン・バートン司教）
14：30 ザビエル祭 閉会式セレモニー 終了

移動手段

貸切バス（４５人乗り）

参加費 2000 円（高校生以上）

※昼食は、持参をおすすめいたします。（ザビエル
祭の混雑ため昼食を購入できない可能性がありま
す。
）

問い合わせ先 今井 繁（横浜教区一粒会 甲府小
教区委員）まで

✞ 今月の典礼奉仕表（１１月）✞
日

第一朗読

１１月４日
堅信式

後藤（塩山）

第二朗読

共同祈願奉仕

聖堂案内

米川（韮崎）

受堅者・代父母

典礼委員

１１日

杉田

高原

遠藤

池田

１８日

大木

御荘

広瀬

芦沢（マ）

２５日

山田

芦沢

宮田

大井

シキナ・アンドレ

デラクルズ・エイシャ

今津

長野

１２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

１１月 ４日（日）年間第３１主日

１０：３０

９：３０～）

～

ミサ・堅信式

１１日（日）年間第３２主日

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

１８日（日）年間第３３主日

１０：３０

～

ミサ

１２：３０

～

韓国語ミサ

２５日（日）王であるキリスト

１２月

１０：３０ ～ ミサ
１５：００ ～ 英語ミサ
１８：００ ～ スペイン語ミサ

２日（日）待降節第１主日（C年）１０：３０
※

清

（

～

한

글

）

（English）
（Español）

ミサ（女性会）

１１月２３日（金）
・２７日（火）の早朝ミサはお休みとなります。

掃

当

番

表

（

１1月、 １2月

各ブロック輪番制

）

１１月

３日（土）

有志グループ

１２月

１日(土)

中央・北ブロック

１１月

１１日（日）

ブラジルグループ

１２月

９日(日)

ブラジルグループ

１１月 １８日（日）

韓国グループ

１２月

２３日(日)

１２月

２９日(土)

１１月 ２５日（日）

フィリピン・ペルーグループ

フィリピン・ペルーグループ

西・峡西ブロック

