
 

 

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 

   現在を生きる教会は、これまでの長い歴史の中でいろいろ変化があった。現

代の教会は、特に１９６２年１０月１１日から１９６５年１２月８日まで開催され

た第二バチカン公会議によって、大きく刷新され、公会議後に様々なことが変わっ

ていった。特に、最初の第二バチカン公会議公文書が『典礼憲章』であったように、

典礼面が顕著である。 

 今では第二バチカン公会議以前の教会を知っている方よりも、知らない方のほう

が多いのだろう。そのため何がどう変化したのか分からないので、戸惑うことはな

いのかもしれない。だが、その公会議以前から教会生活を送っておられる方々には

戸惑う点があるのかもしれない。 

 それでは、どう変わったかの例を挙げてみよう。まず、今では当たり前のことだが、ラテン語でしか捧げら

れていなかったミサが、それぞれの言語で捧げることができるようになったことだ。このことにより、会衆は

捧げられているミサをありがたく拝見する観客のような礼拝の仕方から、会衆がミサの中で共に祈る場面がで

き、参加型とも表現できるミサになった。こうなることを示すかのように、教会は会衆の意識的･行動的参加

を促しているのである（「典礼憲章」48 項参照）。 

 ミサ中の聖書の朗読を信徒ができるようになり、そのため聖堂内の内陣を仕切る柵もなくなり、司祭と侍者

しか入れなかった内陣に入れるようになった。 

 ミサにおける奉納も、ラテン語時代はなかった。そして、聖体拝領の仕方も変わった。ラテン語時代の拝領

の仕方は、内陣を仕切る柵のところに並んでひざまずき、親鳥からの餌を受けるひな鳥のように口を開け、司

祭からご聖体を口の中に入れてもらっていた。今から思うととても滑稽な光景である。現在は手で受けるよう

になっている。 

 こうした変化は本質的な変化ではないのだが、そのように受け止める方もあるようだ。もう２０年前になる

が、久しぶりにミサに参加された方が日本語でのミサだったのでビックリされていた。そのことにビックリさ

れていることに、私はビックリしたのだが --- 。そしてその方は、「何だかカトリック教会ではないみたい」

と言って、その後教会には二度と姿を見せなくなった。その人にとっては、ラテン語のミサを捧げるのがカト

リック教会だったのか？ 

変わるということだけを伝えて、どうしてこのように変わるかの説明が不十分だったのか。あるいは、伝え

られても聞かなかったのか。それとも両方なのか。このように表面だけ受け止めて本質的なことを十分に受け

止めていない面が、私たちの教会生活においてもあるということだろうか。 

ミサで聖書を朗読するのは何のためか、奉納にはどんな意味があるのか、なぜ聖体拝領の時に歌うのかなど、

それぞれの意味合いが理解できれば、表面上の変化があっても戸惑うこともなくなるのだろう。 
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   お知らせ（12 月） 

１.  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。 

 

2. １２月５日（土）１０：００～ 待降節黙想会 講堂 

   東京カトリック神学院院長 松浦信行神父様を指導司祭にお迎えして「いのち」というテ

ーマで行われます。詳細は、聖堂横の掲示板のポスターをご覧下さい。聖堂にチラシもあ

ります。当日は、午前・午後にゆるしの秘跡をうけることができます。   

 

3.  降誕祭のミサ 

コロナウイルス感染症予防のため今年のミサは定員制です。 

ミサに参加するためには、予約が必要です。12 月 13 日まで各ブロック長・外国籍グ

ループリーダーに参加希望をお伝えください。 

〇会場は、講堂（メイン会場）、聖堂（サブ会場）で行います。 

 聖堂ではスクリーンを設置して講堂のミサの様子を上映いたします。 

〇 ２４日は１回、２５日は２回行います。 

定員を設け申込制とする。 

 

 時間 会場 定員 

２４日（木） １９：００ 
講堂 ６０人 

聖堂 ４０人 

２５日（金） 

１０：３０ 
講堂 ６０人 

聖堂 ４０人 

１４：００ 
講堂 ６０人 

聖堂 ４０人 

 

・ ２４日（木）は仕事を持っている方を優先いたします。 

・ 高齢者の方には２５日の参加をお願いいたします。 

・ 人数制限のため 24 日 25 日いずれかのミサ 1 回のみ参加でお願いいたします。 

※申し込み多数の場合は抽選とさせていただきます。 

〇 ２４日１４時から準備を行います。各ブロック、各外国籍グループより１名以上 

の協力をお願いいたします。 

  

4.  １月１日（金）神の母聖マリアの祭日のミサについて 

〇 講堂と聖堂で行う（事前申し込みは不要） 

例年１００名位の参加なので調整は行いません。 

〇 茶話会は中止といたします。 

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。 
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５．１２月 ８日（火）無原罪の聖マリアの祭日のミサは、行いません。 

 

６．12 月 13 日（日）１１：３０～ ブロック長・外国籍リーダー会議 

 

24 日 25 日 主の降誕ミサの参加希望者を１３日までに取りまとめ 申込書を提出して

いただきます。人数等の調整を行いますので出席をおねがいいたします。 

 

７.  きずなの会  12 月 9 日（水） 10：00～センターホール 

 

８.  典礼委員会  12 月 19 日（土）  9：00～センターホール 

   

9.  広報委員会  12 月 27 日（日） 13：00～センターホール・編集（予定） 

 

１０．地域福祉委員会 

(1)フードバンク山梨の「フードドライブ」への食品ご寄付のお願い 

    特定非営利法人フードバンク山梨では、年末・年始に様々なご事情で 

    生活が困窮されておられるご家庭等にお配りする食品のご寄贈をお願いする 

    ために「フードドライブ」活動を展開しております。 

    ご主旨にご理解を頂き、次の通り食品のご寄贈をお願い致します。 

・実施日  2019 年 12 月 1 日から 12 月 25 日(金)まで 

   ・食品の収集場所 

           主日のミサのときお持ちいただき、カトリックセンター１F ホールの 

「フードドライブ」と表示の箱にお入れ下さるようお願い申し上げます。 

それ以外の日時にお持ち頂ける方は予め地域福祉委員にお声かけ頂けれ 

ば対応いたします。 

   ・ご寄贈をお断りする食品 

           賞味期限が一ヶ月以内のもの、魚介類・野菜等の生鮮食料品、 

           包装等が損傷している食品 

(2)老人ホーム等福祉施設へ「カレンダー」を贈る活動へのご協力のお願い 

     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  2020 年 12 月１日(火)より、2021 年 1 月 1 日(金)まで 

     ・受付方法  聖堂入口にカレンダー入れ箱を設置致します。 

            その中にお入れ下さいますようお願い申し上げます。 

（本件に関するお問い合わせは、080-6652-4175 塚原地域福祉委員会副委員長 

までお願い致します。） 
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関係団体などからのお知らせ 

   (1)ＮＰＯ法人こどもサポートやまなし 

     ①運営委員会 

       1 月 19 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、12 月 13 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。 

               ※12 月 27 日（日）は、お休みいたします。 

       なお、学習会参加の子どもさんが増加して、チュター及び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。） 

      ③様々な事情で困難を抱えるこどもたちにクリスマスケーキを贈る活動への 

       ご支援のお願い 

     ④クリスマスケーキプレゼントのための寄付のお願い 

       コロナ渦で様々なご事情で困難な生活や孤立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！」という祈りを込めた 

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 40 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ればうれしく存 

じます。 

受付は 12 月 30 日まで、次の方法で行います。 

  

(1)直接の場合 

   こどもサポートやまなし副理事長 池田まゆみ又は同会計 長野翠まで 

   お願い致します。 

  

(2)口座振り込みの場合 

   山梨中央銀行 本店営業部 こどもサポートやまなし 

                  代表 白木信一 

                  口座番号 普通 2039113  

 

 

-4- 



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

12 月・1 月 主日ミサ 

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 

主の降誕前晩 

のミサ 

12 月 24 日（木） １９：0０～ 聖堂 

講堂 

※予約制 

定員 100 名 

 

主の降誕ミサ 

 

12 月 25 日（金） 

１０：３０～ 

１４：００～ 

聖堂 

講堂 

※予約制 

（午前 100 名・午後 100 名） 

定員 100 名 

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

1 月 

神の母聖マリアの 

祭日 

1 月 1 日（金） １０：３０～ 聖堂 

講堂 

定員 100 名 

主の公現 1 月 3 日（日） １０：３０～ 聖堂 西ブロック 

主の洗礼の祝日 1 月 10 日（日） １０：３０～ 聖堂 東・南ブロック 

年間第 2 主日 1 月 17 日（日） １０：３０～ 聖堂 山城・峡南ブロック 

年間第 3 主日 1 月 24 日（日） １０：３０～ 聖堂 中央・北ブロック 

年間第 4 主日 1 月 31 日（日） １０：３０～ 聖堂 子供のミサ（予定） 

                          

  

✞ 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）  

１２月   4日（金）初金ミサ       ９：３０ ～ ミサ 

 ６日（日）待降節第２主日   １０：３０ ～ ミサ（西ブロック） 

１４：００ ～ ベトナム語ミサ （tiếng Việt） 

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

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

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

２７日（日）聖家族（祝）    １０：３０ ～ ミサ（中央・北ブロック） 

                １４：００ ～ 英語ミサ    （English）                            

 

１月 １日（金）神の母聖マリア（祭）１０：３０ ～ ミサ 

３日（日）主の公現      １０：３０ ～ ミサ（西ブロック） 

               

 


