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主任司祭  白木 信一 

 新型コロナウイルス感染は、ワクチンができて接種され始めているものの、

一方では変異ウイルスが発見されたりして、いまだに終息の光が見えてこない。

そのような中、三密を避け、手洗いやうがい等をしっかり実践しながら、感染

予防策を継続していくしかない。 

 このように、これまでの日常生活とは違った日常を過ごしているうちに、い

つの間にか、これが現在の日常になっている。現在の日常は永遠に継続するこ

とではないことに、あらためて気付かされる。言い方を変えると、これまで当

たり前だと思っていたことや当たり前のこととして進んできたことが、いつま

でも当たり前とは限らないということだ。 

 教会生活についても同じことが言える。ラテン語でミサが捧げられていた時

代と現在とでは、ミサが日本語で捧げられるようになったということだけではなく、いろいろな変化がある。

一つの例としては、ご聖体の拝領の仕方が変わったことが挙げられる。かつては、ご聖体を口で受けなければ

ならないとか噛んではいけない、と指導されていた。だが今は、手で受けるようになり噛むこともできる。こ

のことは、ラテン語時代を知っている私たちからすると変わったとの意識だが、教会の歴史からすると、実は

変わったというより元に戻ったことなのである。 

 ミサの捧げ方にしても変わった。聖堂の内陣の中で司祭と侍者だけが会衆に背を向けてミサをささげ、会衆

は内陣の中でミサが捧げられているのをまるで拝むかのようにして参加していた。しかし、現在は会衆もミサ

の奉仕に参加し、共に捧げるミサの形態になっている。ミサは本来そういうものである、ということ。 

 教会の日常が変わるとか、習慣が変わるとか、あるいは制度が変わるということは、本質的なものまで変わ

ったということではない。現代を生きる教会がどのように歩むことがふさわしいのかを問う中で、現在の教会

の姿があると理解すべきだろう。その意味では、個別の「○○教会」ではなく、「教会」とは何かをしっかり

と知る必要がある。 

 「朽ちる食べ物のためではなく、いつまでもなくならないで、永遠の命に至る食べ物のために働きなさい」

（ヨハネ６：２７）とイエスさまは勧め、「あなたがたは、朽ちる種からではなく、朽ちない種から、すなわ

ち、神の変わることのない生きた言葉によって新たに生まれたのです」（Ⅰペトロ１:２７）とペトロは教えて

いる。 

これらのみことばは、いろいろ移り変わって行く世の中にあって、変わることのない本質（真理）をしっか

りと見据えて生きていく大切さを示されている、と受け止めることができる。主の復活を祝う復活節を過ごす

キリストの教会のメンバーである我々としては、「変わることのない生きた言葉によって新たに生まれた」者

として、真理を見失うことなく、ふさわしく歩んで行きたいものだ。 



 

   お知らせ（4 月） 

復活祭関係の典礼ご案内 

 典礼 時間 場所 参加対象 

３月２８日（日） 枝の主日 10：30 聖堂 

北ブロック、中央ブロック 

一般信徒にはミサ後～14：00 枝を配ります 

４月１日（木） 聖木曜日 19：00 聖堂 

参加者限定 

一般信徒は参加できません 

４月２日（金） 聖金曜日 19：00 聖堂 

参加者限定 

一般信徒は参加できません 

４月３日（土） 復活徹夜祭 19：00 

講堂 

聖堂 

山城ブロック、峡南ブロック、 

北ブロック、中央ブロック 

４月４日（日） 復活の主日 

10：30 

講堂 

聖堂 

西ブロック、東ブロック、 

南ブロック 

14：00 講堂 

塩山地区、 

ベトナムグループ 

・外国籍の方は所属するブロックのミサに参加してください。（ベトナムを除く） 

・上記「参加者限定」の参加者とは、修道院と典礼委員、入門者のことです 

・４月３日ＡＭ１０：００より会場準備を行いますので各ブロック、各グループより１名以上

の参加をお願いします。 

 

1. 3 月 11 日、李 宣燁神学生（甲府教会）が「祭壇奉仕者」の選任を受けました。 

李神学生の司祭までの道のりは、次に助祭叙階を受け、そして           司祭

叙階となります。 

 

２．教会学校からのおしらせ 

詳細は 5 ページをご覧ください。 
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3. 教会西側の有料駐車場の改修工事について 

  駐車場の整備（中央通路などの舗装工事）の為、4 月 10 日（土）及び 4 月 11 日（日）

の二日間、全面駐車禁止になります。（雨天の場合は、4 月 17 日及び 4 月 18 日）不便をおか

けしますがご協力の程、よろしくお願い申し上げます。なお、4 月 10 日（土）（雨天場合は 4

月 17 日）は、教会の庭を一部の西側駐車場の契約者が利用します。信徒等教会関係者の皆様に

は、ご不便をおかけいたしますがどうぞよろしくお願い申し上げます。なお、本件につきまして

のお問い合わせは、遠藤駐車場管理委員長までお願いいたします。 

 

4．宮澤農園より 

 

 日頃から宮澤農園をご利用いただきまして、ありがとうございます。 

これまでの売り上げは、東北支援を中心に、昨年の九州の災害への寄付、ラウダート・シ特別献

金への協力などに、使わせていただいておりました。 

 山梨地区において、特に力を入れて応援してきました、カリタス石巻ベースの活動も、この３

月で終了し、今後は、他の団体の応援のもとで、地域の集会所として、活用されていくように、

伺っております。 

 そこで、東北への支援はここでいったん終了し、今後は売り上げを、教会への献金に使わせて

いただきたいと思います。 

 コロナ渦のなかで、ともすれば、東北の災害から１０年の歳月がたったことは、このまま忘れ

去られてしまいそうですが、決して忘れることなく、霊的支援はこれからも、ずっと送り続けて

行きたいと思います。みなさまも、どうぞお祈り下さい。 

 

5．きずなの会   4 月１4 日（水）10：00 ～ センターホール 

 

6．典礼委員会   4 月１７日（土） ９：00 ～ センターホール 

   

7．地域福祉委員会 4 月 18 日（日）13：00 ～ サンタルチア講堂 

 

8．広報委員会   4 月 25 日（日）13：00 ～ センターホール・編集（予定） 
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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 

     ４月 20 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、４月 11 日(日)及び 4 月 25 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。 

 

③個人学習指導のボランティア募集 

     中学生男子の数学を中心とした個別学習指導をして下さるボランティアを募集してお

ります。場所は、こどもサポート事務所（甲府市宝 2 丁目 1-5）で 

     時間帯は、17 時～20 時でお願いできればと思っております。 

     ご協力頂ける方、詳細をお知りになりたい方は、お手数でもこどもサポート 

事務局（090-8031-9608）までお願い申し上げます。 

  

（2）ＮＰＯ法人やまなしライフサポート 

見守りパトロール参加ボランティア募集 

４月２５日（日）１４時カトリックセンター集合。 

甲府駅周辺や公園等のパトロールを行い路上生活者の発見、見守りを行います。 
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教会学校からのお知らせ 
 

初聖体のお勉強が始まります 
 

  
 

岩永
いわなが

彩
あや

夏
か

さん、風間
か ざ ま

千明
ち あ き

くんのお二人が 8 月２９日の子どもミサの中で 

初聖体を受けられます。その準備のためのクラスが 4 月から始まります。 

彩夏ちゃんと千明くんのお二人が、ご聖体の秘跡を通して兄弟姉妹の皆さんと 

一致する恵みに与ることができますようお祈りください。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

                                                                        

ご入学おめでとうございます！ 

 
４月から新しく小学校に入学したお子さまがいらっしゃいましたら、教会学校のご案内を

させていただきたいと思いますので青少年育成委員会までお知らせください。お待ちして

います。  
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✞✞  今今月月のの典典礼礼奉奉仕仕表表（（44月月・・55月月））✞✞  

 

 4 月・5 月 主日ミサ 

            

   

✞ 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）  
 

４月 ３日（土）復活徹夜祭     １９：００ ～ ミサ（山城・峡南・中央・北ブロック） 

 

４日（日）復活の主日     １０：３０ ～ ミサ（西・東・南ブロック） 

１４：００ ～ ミサ（塩山地区・ベトナムグループ） 

 

１１日（日）復活節第２主日   １０：３０ ～ ミサ（東・南ブロック） 

  

１８日（日）復活節第３主日   １０：３０ ～ ミサ（山城・峡南ブロック） 

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

１５：００ ～ スペイン語    （Español） 

 

２５日（日）復活節第４主日   １０：３０ ～ ミサ（中央・北ブロック） 

１４：００ ～ 英語ミサ     （English） 

 

５月 ２日（日）復活節第５主日   １０：３０ ～ ミサ（参加者限定） 

１４：００ ～ ベトナム語ミサ （tiếng Việt） 
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4 月 

 

主の復活 

 

4 月 4 日（日） 
１０：００～ 

聖堂 

講堂 

西ブロック・東ブロック 

南ブロック 

１４：００～ 講堂 塩山地区・ベトナムグループ 

復活節第 2 主日 4 月 11 日（日） １０：３０～ 聖堂 東・南ブロック 

復活節第 3 主日 4 月 18 日（日） １０：３０～ 聖堂 山城・峡南ブロック 

復活節第 4 主日 4 月 25 日（日） １０：３０～ 聖堂 中央・北ブロック 

5 月 

復活節第５主日 ５月 ２日（日） １０：３０～ 聖堂 西ブロック 

初金ミサ ５月 ７日（金） ９：３０～ 聖堂  

復活節第６主日 ５月 ９日（日） １０：３０～ 聖堂 東・南ブロック 

主の昇天 ５月１６日（日） １０：３０～ 聖堂 山城・峡南ブロック 

聖霊降臨の主日 ５月２３日（日） １０：３０～ 聖堂 中央・北ブロック 

三位一体の主日 ５月３０日（日） １０：３０～ 聖堂 子どものミサ 


