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既にご存知のことと思うが、現横浜教区長梅村司教様は、最初に司牧書簡『交わり

としての教会をめざして』を出された。その書簡において、横浜教区におけるキリ

ストの教会の実現に向けてのビジョンを、司教様はお示しになった。私はここ数年、

このことを念頭に置いた小教区の目標を信徒大会の度に示してきた。今年の資料の

文章から抜き出すと、「『交わりとしての教会』として成熟していくために、『交わり』

を深めていくことも私たちの課題と言えるでしょう。」と述べた。 

 先の司牧書簡の「皆が一つとなって」の項で、次のような文章がある。 

  

第二バチカン公会議は教会をして「キリストにおけるいわば秘跡、すなわち神との親密な交わりと全人類一

致のしるしであり道具である」（教会憲章１項）と定義しました。教会は、父と子と聖霊の交わり、三位の神

の交わりへと人々を招く使命を担っているのです。 

  

ここで述べられているように「父と子と聖霊の交わり、三位の神への交わりへと人々を招く使命を担ってい

る 」教会であるなら、教会共同体自体が交わりの共同体となっていることが、教会の使命を果たすために必

要なことと言えるだろう。 

 最近、この「交わり」という言葉はよく聞くようになったのではないかと思うが、その交わりを深めていく

ために、具体的にどのように進めていくかを探る必要があるだろう。まずはこの意識を高めることではないだ

ろうか。そこから何かしらのアイデアも浮かんでくるのではないか。 

 一つのことがある。現在コロナ禍の対応策として三密を避けるため、甲府教会ではブロックごとのミサの形

で実施している。このミサに参加している人達は自分たちのブロックの人達だということが、互いに分かって

きている。顔を覚え、さらに名前も分かり、話す機会も出てきて、これまで分からなかった自分のブロックの

人達と知り合いになる。こういうことが「交わり」なのかと思われるかもしれないが、これは交わりの第一歩

と捉えていいと思う。そういう中で、小教区の体制や組織がどうなっているのかを、まずブロックごとで共通

理解が行き渡るようになり、この交わりがブロックを越えて、小教区全体の共通理解、交わりへと発展してい

くことを願う。 

 「交わり」を深めるためには「共通理解」が一つのキーワードになっていることに気付く。カトリック教会

の教え、組織、制度についての共通理解。それに基づく甲府教会での教会活動の運営体制、組織についての共

通理解。塩山巡回教会においても、同様に共通理解を持つ。こうして、甲府小教区全体が聖霊の導きの下、「交

わりとしての教会」として成熟していくことができるよう、一歩一歩しっかりと歩んでいこうではないか。



お知らせ 

１． マリア 早川 富
とみ

 様（９９才）が帰天されました。 

4 月 17 日帰天（峡南ブロック） 在りし日を忍び、永遠の安息をお祈り致しましょう。 

 

 

２.「堅信の秘跡」を希望されている方々へ 

   

３月の「教会だより」で堅信の秘跡の申し込みについて案内しましたが、そこでお知

らせしたように、申し込みの期間が始まっています。６月２７日（日）が締切日となっ

ていますので、希望されている方々は忘れずに申し込んでください。それ以後は受け付

けませんので、気をつけてください。どうしても締切日に間に合わないという方は、事

前に主任司祭にお伝えください。 

   

尚、堅信を受ける方のための準備勉強会は下記の日程で行います。 

   ８月２９日（日）、９月５日（日）、９月１９日（日）、１０月３日（日）、 

１０月１７日（日）、１０月３１日（日）、１１月１４日（日）含リハーサル 

１１月２１日（日）「ゆるしの秘跡」計 7 回の講座と「ゆるしの秘跡」 

   

いずれも、主日のミサ後（11:40 頃）行います。必ず出席するよう、日程の調整をお願

いします。どうしても日程の調整がつかない場合は、主任司祭に相談してください。 

  ・申し込み締め切り後、受講者は講座のためのテキストを購入していただきます。 

・聖堂入り口に申し込み用紙がございますので、記入し主任司祭に提出してください。 

 

 

3. 四旬節の愛の献金・東日本大震災 10 周年の献金へのご協力ありがとうございました。 

 ①四旬節「愛の献金」  献金額 66,500 円 

                献金先：カリタスジャパン 

 ②東日本大震災 10 周年 献金 献金額 18,240 円 

                献金先：あしなが育英会 

 

 

4. 教会委員会 

教会委員会 ５月９日（日）11：30～サンタルチア講堂にて行います。 

 

 

5．きずなの会   ５月は、お休みです。 

 

 

6．典礼委員会   5 月１5 日（土） ９：00 ～ センターホール 

   

 

7．地域福祉委員会 5 月 23 日（日）14：00 ～ サンタルチア講堂 

 



 

8．広報委員会   5 月 30 日（日）13：00 ～ センターホール・編集（予定） 

     

 

9．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理事会・運営委員会合同会議 

        5 月 18 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、5 月９日(日)及び５月 23 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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



洗礼のお恵みに感謝して 

セシリア 小畑 直子 

この度洗礼のお恵みを授かりました小畑直子と申します。 

初めてカトリック甲府教会を訪れたのは、２０１８年の６月です。歴史深い

聖堂で、初めて声をかけさせていただいたのは、田

村光子さんで、その時から隣に座らせてもらい、ミ

サに与かるようになりました。その場所は、聖歌隊

の方々が座る場所で、周りからは、美声が響く最高

の場所でした。周りの信者さんが歌っている聖歌を

聞きながら少しずつ覚え、以前歌ったものだなと、

少し分かるようになりました。シスターを紹介され、

毎週勉強会をしていただきました。私は途中ミサに

与れないときもありましたが、温かい信者の皆様の

優しさで、しばらくぶりに教会に行ってもいつも親切にしていただきました。

ありがとうございました。 

  

聖書の箇所では、ルカによる福音１５章１１－３２の「放蕩息子」のたとえ

がとても身近に感じられます。「放蕩息子」が『お父さん、わたしは天に対して

も、またお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はあり

ません。』と言ったのに対し、お父さんの寛大で憐れみ深い行動には感謝しかな

いと思うのです。このような大きな愛でゆるされていると思うと反省と感謝が

湧きおこってきます。そしてこれからは、わたしにも天のお父さんである神様

がいつもこ一緒にいてくださります。 

  

今受洗をして思うことは、どれだけ多くの方のお祈りに支えられて洗礼式を迎

えることができたかということです。たくさんの方からの祝福を受けて感謝の

気持ちでいっぱいです。温かく見守ってくださり洗礼を授けてくださった白木

神父様、勉強を見てくださったシスター浦田、代母になってくださった今井 久

美さん、イエスのカリタス修道女会甲府修道院のシスター方、お祈りくださっ

た信者の皆様に重ねて感謝申し上げます。 

信仰生活をスタートしたばかりの何

も分からない者です、皆様これからも

お導きください。どうぞ宜しくお願い

致します。 

 



    ✞✞  今今月月のの典典礼礼奉奉仕仕表表（（55月月・・66月月））✞✞  

 5 月・6 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）  

５月 ２日（日）復活節第５主日   １０：３０ ～ ミサ（西ブロック） 

１４：００ ～ ベトナム語ミサ （tiếng Việt） 

 

７日（金）初金ミサ       ９：３０ ～ ミサ 

 

９日（日）復活節第６主日   １０：３０ ～ ミサ（東・南ブロック） 

                           ミサ後 教会委員会 

１５：００ ～ ポルトガル語  （Português） 

 

１６日（日）主の昇天      １０：３０ ～ ミサ（山城・峡南ブロック） 

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

 

２３日（日）聖霊降臨の主日   １０：３０ ～ ミサ（中央・北ブロック） 

１４：００ ～ 英語ミサ     （English） 

 

３０日（日）三位一体の主日   １０：３０ ～ 子どものミサ 

 

６月 ４日（金）初金ミサ       ９：３０ ～ ミサ 

 

６日（日）キリストの聖体   １０：３０ ～ ミサ（西ブロック） 

１４：００ ～ ベトナム語ミサ （tiếng Việt） 

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 

６月 

初金ミサ 6 月 4 日（金） ９：３０～ 聖堂  

キリストの聖体 6 月 6 日（日） １０：３０～ 聖堂 西ブロック 

年間第 11 主日 6 月 13 日（日） １０：３０～ 聖堂 東・南ブロック 

年間第 12 主日 6 月 20 日（日） １０：３０～ 聖堂 山城・峡南ブロック 

年間第 13 主日 6 月 27 日（日） １０：３０～ 聖堂 中央・北ブロック 


