
 

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 

 １０月のとある日、こんな電話の問い合わせがあった。その方はソーシャルケースワー

カーか何かの相談員の方らしいのだが、その方が関わっている方がフィリピン人の方との

こと。その方のために、「援助の支給を受けるためには独身の証明がないと受けられない」

とのことだった。しかしそのフィリピン人の方が「教会は離婚をゆるしていないので --- 」

と言っているので、どうしたものかということだった。民法上と教会法上とは違うので、

民法上の手続きで独身証明書を取ることができるのではと答えた。支給のための「独身証

明書」は行政が出すのでしょうから。 

 しかし、釈然としない思いが残った。離婚できないことが分かっているのなら、教会生

活のことについては、まず司祭に相談して欲しかったとの思いが強くあったからだったか

らだろう。 

 教会は確かに離婚をゆるしていない。しかし、離婚する信徒の状況を聞くと、離婚する

しかないなと思われるケースは確かにある。そのまま結婚生活を続けると不幸になるよう

な状況でも、離婚するなと厳しく指導するだけが教会ではない。キリストに帰依する信仰

生活を続けていくことを望んでいる信徒に、離婚したという事実だけで教会から排斥する

ことはない。ですから、司祭にまず相談してくださればと思うのである。自分の小教区の

主任司祭に相談しにくいのであれば、相談しやすい司祭に相談する手立てもある。 

 「神が結び合わせたものを人が離してはならない」（cf.マルコ 10:９）とキリストは教え

られている。だからこそ教会は、「結婚」とはどういうものなのかをしっかりと考え、決断

していただくようにと結婚講座を義務付けている。世間の感覚だけで「結婚」を捉えるの

ではなく、創造主である神がどのように捉えているのかを理解するためである。それは幸

せな結婚生活のためでもあるから。 

 しかしながら、単に教会で挙式してもらうための条件としか捉えてないケースもある。

ある司祭から聞いた話だが、結婚式を引き受けたもののこのカップルは離婚するだろうな

と思っていたら、やっぱり離婚したというのだ。 

 結婚生活の経験のない私だが、結婚生活を送っている方から聞いた話では、いくら真剣

に考え準備しこの人ならと判断し決断した相手でも、実際に結婚生活を始めると、こんな

はずではなかったのにと後悔するような瞬間（とき）があるらしい。それを受け入れてこ

の人と幸せな人生を築いていくための互いの誓い、「順境のときも逆境のときも --- 」を

実践していって欲しいものだ、と願う。それでも離婚するしかない、でも信仰を捨てる気

はないという方は、勇気を持って司祭に助言をいただくようにして欲しいものだ。離婚す

るような状況にならないのが望ましいのではあるが。



お知らせ(12 月) 

１． 帰天 

    國村たま子様（享年９４歳）（東ブロック佐藤美智代様のご母堂） 

    ご静養されておりましたが 11 月 13 日(火)ご逝去なさいました。 

    ご遺族の皆様の悲しみを想い、故人の永遠の安息をお祈り申し上げます。 

    なお、ご葬儀は、ご親族様による密葬で執り行われました。 

 

２． 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。 

     

３． 堅信式 

11 月 4 日（日）梅村司教様の司式で甲府・韮崎・塩山 3 教会の合同堅信式が行われ 29 名

の信徒が堅信のお恵みに与りました。 

受堅された皆さんのご芳名及び喜びの声などは別ページをご覧ください。 

 

４． ご降誕祭 

(1)12 月 24 日(月)のミサ 

   ・1９時からでサンタ・ルチア講堂で行います。 

   ・会場の設営は、当日 14 時から行います。また片付けも当日ミサの終了後行いますの   

でご協力をお願いいたします。（担当：施設管理委員会） 

   ・当日の駐車場は、教会庭、西側有料駐車場、税理士会館、遊技会館を予定しております。 

     なお、各駐車場が満車の場合は、各自で近隣の駐車場をご利用下さい。 

                        (担当：駐車場管理委員会) 

  (2)12 月 25 日(火)のミサ 

   ・10 時 30 分から聖堂で行います。 

   ・ミサ後、センターにお茶の準備をします。 

   ・当日の駐車場は、教会庭のみですので出来るだけ公共交通機関をお使いになるか 

     乗り合わせでお越しくださいますようお願いいたします。（地域的に自家用車以外に 

     いらっしゃる手段のない方のために特段のご配慮をお願い申し上げます。） 

 

 

 

 

 



５．無原罪の聖マリアの祭日のミサ及び待降節黙想会 

   当教会の保護の聖人であります無原罪の聖マリアの祭日のミサは次の通り行います。 

   なお、合わせて待降節の黙想会も行います。黙想会の中でゆるしの秘跡も受けられます。 

   ・ミサの司式司祭及び黙想会指導司祭  金子神父様（御殿場教会） 

   ・日時 12 月 8 日（土）10 時 30 分 

   ・場所 聖堂 

   ※黙想会のスケジュール等詳細は別ページをご覧ください。 

    （当日の 6 時 50 分からの早朝ミサは お休みします。） 

      ※当日は、駐車場が教会庭及び西側有料駐車場の一部のみですので出来るだけ公共交 

通機関をご利用されるか又は乗り合わせでいらっしゃる様お願い申し上げます。 

 

６．神の母聖マリアの祭日のミサ 

   ・日時  1 月 1 日（火） 10 時 30 分 

   ・場所  聖堂 

     ※ミサの後、ホールで新年お茶会を行います。  

 

７．１２月～新年の早朝ミサ等 

1２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、1２月７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、12 月 8 日（土）、18 日(火)、25 日(火)～１月５日（土）はお休み致します。 

   １月は、8 日(火)から行います。 

 

８．山梨地区一粒会だよりの発行 

  山梨地区一粒会では、クリスマス（１２月２５日）頃。「山梨地区一粒会だより」を 

  発行致します。 

  召命の重要性から、これをご覧いただき、召命のためのお祈りと一粒会への加入、献金を 

  お願い致します。 

（本件問合せ先 横浜教区一粒会本部委員 今井繁さん） 

 

９．12 月の教会学校・中高生会及びクリスマス会 

 1２月の教会学校・中高生会は、９日(日)と 16 日(日)に行います。 

 教会学校のクリスマス会は、12 月 23 日（日）ミサの後サンタルチア講堂で行います。  

 

10．典礼委員会 

1２月 14 日(金)1３時 30 分から、センターホールで開催します。 

 



11．青少年育成委員会 

   1２月１８日（火）10 時からセンターホールで行います。 

 

12．地域福祉委員会 

   1２月はお休みします。 

 

13．女性会 

   1２月 2 日(日)ミサの後、サンタルチア講堂で行います。 

 

14．ソキオーの会 

   12 月 2 日(日)女性会に引き続き、サンタルチア講堂で行います。 

 

15．きずな 

   １２月１２日（水）10 時から、センターホールで行います。  

 

16．「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）1２月１１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) 

 

17．教会の大掃除 

1２月１６日（日）ミサ後、避難訓練と大掃除を行います。 

今回の大掃除に合わせて、旧売店の片付け、不要物の整理を行うために 

担当は次の通りと致しますのでご協力をお願い致します。 

  ・男性：旧売店の片付け等 

  ・女性：聖堂・センターの清掃 

また、併せて粗大ごみ等の処理を行いますので、不要な物品は当日までに 

教会正門東側の隅に散乱しないようにしてお出し下さるようお願いいたします。 

なお、当日の昼食は女性会が準備してくださいます。 

 

18．教会の不要物品のご提供 

   教会内の不用の次の物品について、ご入用の方に無料でご提供いたします。 

   ご希望の方は、志村教会委員会副委員長に 12 月 10 日までにお申し出ください。 

   なお、その物品のお引き取りは 12 月 15 日(土)までにお願い致します。 

     ・旧売店のガラス製ショーケース    2 基 

     ・サンタルチア講堂のピアノ      1 台 

     ・エレクトーン            1 台 



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 

下さい。（1000 円/枚）        (問合せ先：教会一致懇談会 田村照夫さん) 

 

20．地域福祉センター協賛フリーマーケット開催結果 

１１月 11 日（日）秋晴れのもと、地域福祉団体等７団体、教会内ブロック等が出店して行

われましたフリーマーケットは、地域のみなさまとの親睦・交流も行われ、有意義のものと

なりました。皆様のご協力に感謝いたします。 

なお、収益金は 199，794 円（除く地域福祉団体分）でした。                

（地域福祉委員会委員長 池田まゆみ） 

                 

21．2019 年カレンダー寄贈のお願い 

   福祉関係の施設では、各部屋で使用するカレンダーが不足しております。 

   皆様のご自宅などで余分のカレンダーがございましたらご寄贈いただければうれしく存 

じます。 

     ・受付期間  2018 年 12 月 2 日(日)より、2019 年 1 月 1 日まで 

     ・受付方法  主日のミサの時に聖堂入口にカレンダー入れ箱を設置 

            致します。その他のときにお持ちいただいた方は 

            地域福祉委員にお渡し下さるようお願い申し上げます。 

                      （問合せ先：地域福祉委員会 池田委員長） 

 

22．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年末交流食事会 

       12 月 22 日(土) 14 時よりサンタルチア講堂で行います。 

       なお、食事及び会場設営の準備をお手伝い頂ける方は、12 時までに 

       センターホールにお集まり下さい。 

 

   (2)ＮＰＯ法人こどもサポートやまなし 

     ①クリスマスケーキプレゼントのための寄付のお願い 

       様々なご事情で困難な生活を余儀されているお子様たちに、馬小屋の飼い葉桶の 

中で最も貧しく小さくお生まれになった幼子イエスさまの「神さまは、いつも小 

さなこどもたちのそばにいるよ！」というクリスマスのメッセージをお届けする 

ためにケーキをお贈り致しております。 

その資金として約 17 万円ほど必要としております。 



年末で何かとご多用の時期に恐縮ですが、金品のご恵贈賜りますようお願い 

申し上げます。 

受付は 12 月 30 日まで、募金箱または直接、こどもサポートの池田又は 

木村がしております。       

③学習会 

        今月の学習会は、1２月９日(日)と 12 月 23 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。（申し込みは締め切りました） 

⑤餅つき大会 

   12 月 15 日（土）11 時よりサンタルチア講堂及び教会庭で 

   餅つき大会を行います。 

   ご近所のお子様方をお誘いの上、ご参加いただければうれしいです。 

   なお、準備等のお手伝いをして頂ける方は当日 10 時までにセンターに 

   お集まりください。 

     

以上 



 

待降節黙想会 

 

  指導司祭：御殿場教会主任司祭 金子 尚志 神父 

  テーマ：祈りについて － 何をどう祈るか － 

 

日時：2018 年 12 月 8 日（土）「無原罪の聖マリア」の祭日 

 

場所：ミサ後聖堂にて 

 

スケジュール予定 

 

    １０：３０ 小教区保護の聖人のミサ ＜司式＞ 金子神父 

    １１：２０ 講話Ⅰ その後 黙想 

    １２：００ 昼食 （センターホール） 

    １３：４５ 講話Ⅱ その後 黙想（この間、希望者は「許しの秘跡」を受ける 

ことが出来ます。）    

    １４：４５ 結びの祈り（聖堂） 

１５：００ 金子神父様を囲んでのお茶会 （センターホール） 

 

 

持ち物  

＊ 聖書 

＊ 昼食（お茶の用意はございます。） 



11 月 4 日甲府・塩山・韮崎教会合同堅信式が行われました。 

 
ミヤハラ アマノ リツコ モニーさん・ミヤハラ アマノ ミヅキ ベレンさん 

ラファエラ エリザベット日原 詩織さん・ペトロ 李
イ

 在浩
ゼ ホ

さん 

モーセ 竹内 哲郎さん・コルタカのテレサ 望月 千枝子さん 

キアラ ヨハンナ 今津 奈津江さん・マリア カタリナラブレ 依田 由美さん 

聖マタイ 内田 道也さん・マテオ 原 祥太さん・ユスト 遠藤 孝さん 

マリア メリナ クリスタ 岩永 基恵さん・クリスポール クボタ テツジさん 

ベルティス メリッサ アイコさん・パトリシア アウヴェス デリマ タカトゥさん 

レアンドロ ジョナタン タカトゥ シャヴェスさん・ファビオ シマザキさん 

ジュリアナ シバザキさん・マリア イネス メグミ ハラ カワムラさん 

カイオ ヤスダ ベルチさん・リエル ニシベ ロペスさん・ 

ヴァンジャ マリア ダ シルバイナズさん・タケル イナズさん  

堅信おめでとうございます。 

 

２０１８年受堅者代表 祝賀会司教様へのお礼のことば 

マテオ 原 祥太  

 

本日は、司教様が堅信式に足を運んで下さるだけでなく、直接塗油を受けることが出来、大変光栄で

す。ミサ中に司教様がおっしゃったお話を聞けたこと、また、堅信式を迎えるため、ここにいらっしゃ

る神父様をはじめとした皆さんと学び合い、様々なことを感じたこの貴重な時間を思い起こし、これか

らの生活の糧にしていきたいと思います。 

また、私たちは今日この場で一人前のキリスト者になれることをうれしく、且つ誇らしく思います。

これを機に、一キリスト者としての自覚を強く持ち、何事もなく無事に過ごすことの出来る毎日に感謝

しながら、私自身、家族、知人、またどこかで苦しんでいる人や、亡くなった方々、全ての人を思い日々

祈り、私たちの信仰を意識し、寄り添って社会生活を営んでいきたいです。 

 



  

 

 

 

 

マリア イネス メグミ ハラ カワムラ 

 

梅村司教様、忙しい中、また遠くから私たちの堅信式のために、甲府教会まで来て下さり、心から感

謝いたします。本日は２９人、堅信の秘跡の恵みを、司教様の祈りによって頂くことができました。堅

信の秘跡を通して、私たち一人一人がイエス様の弟子となり、カトリック教会の中で、神の国の到来の

ために働くように頑張ります。 

また、この教会には、多国籍のメンバーが沢山います。どうか多様性の中で一つになり、特に貧しき

人たちのために、良いサマリア人のようになれるように祈って下さい。 

            

 Muito obrigado por hoje! 

 Muchisimas gracias por hoy! 

 

   今日は本当にありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 



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 ： 甲府・塩山 

  ・訪問地 ： カリタス石巻ベース 

  ・日 程   ： 12 月 3 日（月）～6 日（木） 

  ・参加者  ：  宮澤 由美  小沢 なをみ 

 

 〇『２０１８東北被災地支援  アニメーション上越と講演会』の開催について  

   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。 

 

 〇東日本大震災被災地支援ツアーの写真（今津さん（甲府教会）より提供） 

 

 カリタス石巻ベース 「今日も 24 人の方を迎えてお茶

っこしました」と。被災した人々に寄り添い続けたこと

で市役所職員から信頼を得たことを伺う。このベースを

支え続けた山梨の「こぴっとプロジェクト」の力も大き

いとのこと。（石巻ベース正面入り口） 

石巻教会で朝ミサ。石巻の人々の平安と旅の無事を

祈る。(石巻教会聖堂内) 
 









      ✞✞  今今月月のの典典礼礼奉奉仕仕表表（（１１２２月月））✞✞  

   日      第一朗読 第二朗読 共同祈願奉仕 聖堂案内 

１２月 ２日 シキナ・アンドレ デラクルズ・エイシャ 今津 長野 

９日 大井 宮澤 池田 御荘 

１６日 志村 原田 今井（久） 武井コーラゾン 

２３日 杉田 遠藤 今井（勇） 木村 

３０日  国際ミサ 国際ミサ 広瀬 大井 

１月 ６日 川村 英二 窪田 ひでき 山田 池田 

 

✞ 今今月月ののここよよみみ（（教教会会暦暦、、行行事事等等））✞✞    

・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～） 

 

  １２月 ２日（日）待降節第１主日   １０：３０ ～ ミサ・（女性会） 

                      

９日（日）待降節第２主日   １０：３０ ～ ミサ 

１９：００ ～ ポルトガル語ミサ （Português） 

 

     １６日（日）待降節第３主日   １０：３０ ～ ミサ 

                     １２：３０ ～ 韓国語ミサ    （ 한 글 ） 

                   

２３日（日）待降節第４主日   １０：３０ ～ ミサ                     

１５：００ ～ 英語ミサ      （English） 

          １８：００ ～ スペイン語ミサ   （Español） 

 

３０日（日）聖家族（祝日）   １０：３０ ～ 国際ミサ 

 

１月 １日（火）神の母聖マリア（祭日）１０：３０ ～ ミサ 

                                    

※ １２月の８日（土）・１８日（火）・25日（火）の早朝ミサはお休みとなります。1月は8日（火）からです。 

 

 清 掃 当 番 表 （ １２月、１月 各ブロック・各グループ輪番制） 

１２月  １日（土）  中央・北ブロック １月  ５日(土)   山城・峡南ブロック 

１２月  ９日（日）  ブラジルグループ １月 １３日(日)    ブラジルグループ  

１２月 ２３日（日） フィリピン・ペルーグループ １月 ２０日(日)      韓国グループ  

１２月 ２９日（土）  西・峡西ブロック  １月 ２７日(日)  フィリピン・ペルーグループ  

 


