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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 

   教会の七つの秘跡の中でその中心にある秘跡は「聖体の秘跡」である、

と教会は教えている。皆さんもご存知のことだろう。この「聖体の秘跡」を受

けるということは、ミサの中でご聖体をいただくことだとの理解があると思う

のだが、むしろミサそのものが秘跡と理解すべきだ。ミサのことを「感謝の祭

儀」と呼ぶのは承知のことと思うが、「聖体祭儀」とか「エウカリスチア」と

も呼ぶ。 

 先月号で、最高の礼拝であるミサを捧げることのない生活は、空洞化した信

仰生活だとの主旨を述べた。今回は、この「聖体の秘跡」は「一致の秘跡」で

あるとの説明がなされるが、そのことに言及したい。 

この秘跡がなぜ「一致の秘跡」と理解されるのか。まず、第一コリント書を

見よう。「わたしたちが手で分けるパンは、キリストの体を食べて一致するこ

とではありませんか。パンは一つなので、わたしたちは大勢であっても、一つの体です。皆その一つのパンを

いっしょに食べるからです」（10:16～17）と教えている。 

この教えに従っているかのように、ミサの奉献文にこのような祈りがある。「わたしたちはいま、主イエス

の死と復活の記念を行ない、ここであなたに奉仕できることを感謝し、いのちのパンと救いの杯をささげます。

キリストの御からだと御血にともにあずかるわたしたちが、聖霊によって一つに結ばれますように」。また、

ミサの「交わりの儀」の中の祈りで「わたしたちの罪ではなく教会の信仰を顧み、おことばのとおり教会に平

和と一致をお与えください」と祈っています。これらの祈りはミサの度ごとに祈られているので、お聞き覚え

の方も多いと思う。 

「私たちが一つに結ばれますように」と祈る私たちは、どのような意識をもってミサに参加しているだろう

か。聖パウロは「大勢のわたしたちも、キリストにおいて一つの体であり、一人ひとりが互いに部分なのです」

（ロマ 12:5）とも述べているように、一つのからだであるためにも、司教様が強調される「交わり」が必要

不可欠。そのことに気付いて欲しいとの思いからか、共同（協働）宣教司牧体制を指示されてから、梅村司教

様は「個人主義的な信仰から共同体的信仰への脱皮を」（教区報 70号参照）と訴えられている。 

教会共同体はまだ一つになれていない現状があるが、キリストの下に一つに結び合わせることが神のご計画

の神秘である（エフェ 1:10 参照）ことを教える聖パウロのことばを真摯に受け止めよう。コロナ感染予防の

ためブロックごとのミサになっているが、祈りの言葉がばらばらになっていることが多い。まずは祈りの声を

合わせるよう意識し、声を合わせ、心を合わせて一つになってミサを捧げられるよう意識しよう。せめて、ミ

サにおいては一つの体として一つであることを実現したいものだ。 
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お知らせ（1１月） 

１．次の方が帰天されました。  

ヴェンセンスラオ 平瀬 晃様（１０月 9 日帰天）（山城ブロック）  

葬儀ミサは、１１日（日）甲府教会にてご親族さまのみの参列にて執り行われました。 

    平瀬さんは、山城ブロック長や教会広報委員長を歴任され、また聖歌隊オルフェウスにも所属

されていました。いつも笑顔でみんなのまとめ役としてご活躍なさいました。 

平瀬さんの永遠の安息をどうぞお祈り下さい。  

 

2.  しおり「教会生活について」発行 

・信徒として知っておきたい教会生活の常識や手続きなどをまとめました。聖堂入口に置

いてありますので是非ご一読をお願いします。 

・主な内容：信徒の戸籍に関すること、いろいろな手続き、教会生活のいろいろな場面で、

献金について、典礼について、等。 

 

3．追悼ミサについて 

  日時 11 月 3 日(火)10 時 30 分～ 

  会場 聖堂 

  対象者  2019年 11 月～2020年 10 月までに帰天された方。 

  参加者 今年はコロナ禍のため、この一年間（2019年11月～ 

2020年10月）に帰天された方の親族のみの参加といたします。 

  ※一般の信者の方の追悼ミサへの参加はご遠慮ください。 

  

4．初金のミサについて 

11 月 6 日から始めます。時間は、九時半から聖堂で行います。 

主日のミサ同様、ソーシャルディスタンス・マスクの着用・手の消毒・名簿に記入等、

配慮しながら行って行きたいと思いますので、ご協力お願いいたします。 

 

5．教会委員会  

11 月 8 日（日）11：30～、サンタルチア講堂にて行います。 

※フリーマーケットの中止を受け、10 月 12 日の委員会が変更となりました。 

 

６．子どもミサ 

  11 月 29 日（日）１０：３０～聖堂にて『子どもミサ』が行われます。参加希望のお子

様は、コロナウイルス感染拡大防止のための諸注意等お伝えすることがございますので、

必ず保護者様を通じて事前の申し込みをお願いいたします。 

※お申し込みは下記リーダーのいずれかにお願いします。 

  ・今井（久）090-4821-1138 

  ・御荘   080-3399-9970 

  ・池田   090-4223-6727    
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７．きずなの会  11 月 11 日（水） 10：00～センターホール 

 

８．典礼委員会  11 月 21 日（土） 9：00～センターホール 

   

９．広報委員会  11 月 2９日（日） 13：00～センターホール・編集（予定） 

 

１０．関係団体などからのお知らせ 

ＮＰＯ法人こどもサポートやまなし 

     ①運営委員会 

       11 月 17 日(火)18 時 30 分より、サンタルチア講堂で行います。 

  

②学習会 

        今月の学習会は、11 月 8 日(日)及び 11 月 22 日(日)の 13 時 30 分より、

山梨カトリック福祉センターで行います。 

        なお、学習会参加の子どもさんが増加して、送迎ボランティアが不足しており

ます。 

        自家用車をお持ちの方でご協力いただける方は、池田まゆみまでご連絡をお願

い致します。 

       （送迎ボランティア保険には、当法人の負担で加入致します。） 

 

＊１２月２４日・２５日のミサに関して、まだ教会委員会で話し合われていないため、 

 １２月の教会だよりに掲載にてお知らせいたします。 
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✞✞  今今月月のの典典礼礼奉奉仕仕表表（（1111月月））✞✞  

 

11 月・12 月 主日ミサ  

１1 月 

諸聖人の祭日 11 月 1 日（日） １０：３０～ 聖堂 西ブロック 

年間第 32 主日 11 月 8 日（日） １０：３０～ 聖堂 東・南ブロック 

年間第 33 主日 11 月 15 日（日） １０：３０～ 聖堂 山城・峡南ブロック 

年間第 34 主日 11 月 22 日（日） １０：３０～ 聖堂 中央・北ブロック 

待降節第１主日 11 月 29 日（日） １０：３０～ 聖堂 中高生 

1２月 

待降節第 2 主日 12 月 6 日（日） １０：３０～ 聖堂 西ブロック 

待降節第 3 主日 12 月 13 日（日） １０：３０～ 聖堂 東・南ブロック 

待降節第 4 主日 12 月 20 日（日） １０：３０～ 聖堂 山城・峡南ブロック 

聖家族の祝日 12 月 27 日（日） １０：３０～ 聖堂 中央・北ブロック 

                           

✞ 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～（各ブロック・各グループ）  

 

１1月１日（日）諸聖人の祭日    １０：３０ ～ ミサ（西ブロック） 

１４：００ ～ ベトナム語ミサ （tiếng Việt） 

       

６日（金）初金ミサ       ９：３０ ～ ミサ 

 

８日（日）年間第３２主日   １０：３０ ～ ミサ（東・南ブロック） 

ミサ後 講堂 教会委員会 

 

     １５日（日）年間第３３主日   １０：３０ ～ ミサ（山城・峡南ブロック） 

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

 

２２日（日）年間第３４主日   １０：３０ ～ ミサ（中央・北ブロック） 

                １５：００ ～ 英語ミサ      （English）                            

 

２９日（日）待降節第一主日   １０：３０ ～ ミサ（中高生） 

 

１２月４日（金）初金ミサ       ９：３０ ～ ミサ 

 

６日（日）諸聖人の祭日    １０：３０ ～ ミサ（西ブロック） 

１４：００ ～ ベトナム語ミサ （tiếng Việt）                

 

＊１２月２４日・２５日のミサに関して、まだ教会委員会で話し合われていないため、 

    １２月の教会だよりに掲載になります。 


