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 福音書を読んでいくと、イエスさまがファリサイ派の人などから質問をされる場面

が時々描かれている。その際、その質問に直接に答えなかったり、反対に質問したり

して最初の質問に答える場面がある。なぜそのようなやりとりをなされるのか考えて

みたい。 

 皆さんがよくご存知の、隣人愛について教えるルカの福音書を例に考えてみよう。

「善きサマリア人のたとえ話」として知られている箇所（ルカ 10:25～37）である。 

 一人の律法学者（今後「彼」と表記）がイエスさまを試みようとして、「永遠のい

のちを得るには、何をすべきか」の質問をすると、「律法には何と書いてあるのか」

と逆に質問をする。すると彼は、「神を愛し隣人を愛する」との回答を出す。イエスさまはその答えが正しい

ことを指摘し「それを実行しなさい」と、彼の質問に答えることになる。 

 ところが、それでこの問いが終わることなく、さらに彼は質問する。しかも、聖書は「彼は自分の立場を弁

明しようと思って」と、質問の背景を示している。その質問は「わたしの隣人とは誰ですか」というもの。そ

れに応える形でイエスさまは「善きサマリア人のたとえ話」を話された。 

 そのたとえ話の結びに、イエスさまのほうから彼に質問する。たとえ話の中の「誰が隣人としてふるまった

と思うか」と。彼は自ら「あわれみをほどこした人です」と答えを導き出す。それを聞いたイエスさまは、「で

は、あなたも行って、同じようにしなさい」と教えられた。 

 彼が律法に示されている回答を出し、それが正しい答えであることを認めたので、そこで終わってもよさそ

うだが、イエスさまは「それを実行するように」と答える。そこでは、何をすべきかを知識として知っている

だけではなく実践するように、とイエスさまは指摘されているように思える。それを裏付けるかのように、彼

は自分を弁明しようとして、二つ目の質問をした。彼は、実行していない自分のことが分かっていたので、隣

人が誰か分からないので実行したくてもできないと、そんな弁明のためということだろう。 

 彼の二つ目の質問に答えるために語った「たとえ話」から、その答えを出すために再び彼に質問する。「あ

なたの隣人は誰ですか」ではなく、「誰が隣人となったか」と質問した。正しい回答をした彼に、「あなたも行

って、同じようにしなさい」と結論を出された。 

 イエスさまは、「私の隣人とは誰か」と探すのではなく、「誰かの隣人になるための行動」を起こすようにと

教えたかったのではないだろうか。イエスさまは、彼の質問を、真理を求めるための質問に転換させ、質問者

自身にその答えを出させる。彼のように、私たちも筋違いのことを神さまに尋ね求めることがあるのかもしれ

ない。私たちも、神さまとの対話（祈り）を通して、尋ね求めるべきことを悟らせていただくことが必要であ

ろう。



１．４名の方が帰天されました。 

 

・ヨゼフ 小原 喜一郎（おばら きいちろう）さん ４月２３日帰天（６７歳） 

５月２９日埋葬式 市川喜美子さんのご兄弟で、長く県外に住まわれていました。 

    

・マリア 望月 千枝子（もちつ`き ちえこ）さん ６月３日帰天（６７歳） 

６月４日ヨゼフ寮にて葬儀 ヨゼフ寮に入所され、毎週土曜日の修道院でのミサに与っておられ

ました。手や足が不自由ではありましたが、もの静かで優しい方だったそうです。 

 

・マルタ 小沢 なをみ（おざわ なをみ）さん（塩山教会） ６月６日帰天（８０歳） 

６月２５日追悼ミサ 小沢さんは、いつも明るい笑顔で、元気いっぱいの方でした。 

甲府教会の典礼委員会にも参加され、炊き出しにも積極的にお手伝い下さいました。 

また、年に一度は東北支援のために、カリタス石巻ベースを訪れ、被災にあわれた方々との交流

の時間を、とても大切にしておられました。 

 

・ヨゼフ 山本 忠夫（やまもと ただお）さん（中央ブロック）６月２６日帰天（８７歳） 

長く『財務・駐車場管理』のご奉仕をしてくださいました。また、自治会や地域の方々と教会共

同体の間にはいり、調整をしてくださいました。共同体活動が地域の皆様とともに歩むことがで

きるための礎を築いてくださいました。 

 

在りし日を忍び、永遠の安息をお祈り致しましょう。 

  

 

２.転入のおしらせ  

 

マリア 岩佐 礼子（いわさ れいこ）さんが、６月１日転入されました。南ブロック（東京よ

り） 

 

３. 教会委員会 

 

教会委員会 ７月１１日（日）11：30 ～ サンタルチア講堂にて行います。 

委員の参加ができない場合は、代理の方の出席をお願いします。 

 

4. 地域福祉委員会 

 

７月 18 日（日）14 時より、サンタルチア講堂で行います。なお、最初の 30 分は、ミニレク

チャーがあり、どなたでもご参加できます。ご来場をお待ちしております。 

 

  

 

 



 

・コスモスの種を蒔きましょう 

教会の花壇に、コスモスの種をまきます。皆さんの参加を歓迎します。その時に、希望者には塚

原さんより、コスモスの種のまき方と種の無償提供も行います。 

日時  8 月 6 日午前 8 時より 9 時まで（初金のミサの前） 

服装等 軽作業のできる服装で、軍手、タオルもご持参ください。 

 

5. 墓地委員会 

墓地の清掃の中止について 

下記の日程で墓地清掃を行う予定でしたが、コロナ禍のため中止といたします。ご了承願いま

す。 

・2021 年 7 月 24 日（土）15：00～17：00 

・雨天の場合は 7 月 31 日（土） 

 

 

6．きずなの会   ７月１４日（水）10：00 ～ センターホール 

 

 

7．典礼委員会   ７月１７日（土） 9：00 ～ センターホール 

 

 

8．地域福祉委員会 ７月１８日（日）14：00 ～ サンタルチア講堂 

 

 

9．広報委員会   ７月２５日（日）1１：00 ～ 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 

 

  (１)ＮＰＯ法人こどもサポートやまなし 

     ①運営委員会開催 

      ７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、７月 11 日(日)及び７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。 

  

（2）NPO 法人 やまなしライフサポート 

理事会・拡大運営委員会合同会議を開催します。団体の活動に関心のある方はどなた

でも参加できます。７月２１日（水）１９時 サンタルチア講堂 



甲府教会紹介 

１９５４年(昭和２９年)聖母マリア記念事業として、ルルドの洞窟が建立されました。１９５６年 

（昭和３１年）サンタルチア講堂完成。この講堂の建設費用は、イタリアの信者から特別に集められた献金に 

よるものでした。（山梨県カトリック宣教百年誌より抜粋）（写真は１９５８年） 

 

 



✞✞  今今月月のの典典礼礼奉奉仕仕表表（（77月月・・88月月））✞✞ 

 7 月・8 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）  

７月 ２日（金）初金ミサ       ９：３０ ～ ミサ 

 

４日（日）年間第１４主日   １０：３０ ～ ミサ（西ブロック） 

１４：００ ～ ベトナム語ミサ （tiếng Việt） 

 

１１日（日）年間第１５主日   １０：３０ ～ ミサ（東・南ブロック） 

１１：３０ ～ 教会委員会 

                   １５：００ ～ ポルトガル語  （Português）      

 

１８日（日）年間第１６主日   １０：３０ ～ ミサ（山城・峡南ブロック） 

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

 

２５日（日）年間第１７主日   １０：３０ ～ ミサ（中央・北ブロック） 

１４：００ ～ 英語ミサ     （English） 

 

８月 １日（日）年間第１８主日   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 

7 月 

初金ミサ ７月 ２日（金） ９：３０～ 聖堂  

年間第 14 主日 ７月 ４日（日） １０：３０～ 聖堂 西ブロック 

年間第 15 主日 ７月 1１日（日） １０：３０～ 聖堂 東・南ブロック 

年間第 16 主日 ７月１８日（日） １０：３０～ 聖堂 山城・峡南ブロック 

年間第 17 主日 ７月２５日（日） １０：３０～ 聖堂 中央・北ブロック 

8 月 

年間第 18 主日 ８月 １日（日） １０：３０～ 聖堂 西ブロック 

初金ミサ ８月 ６日（金） ９：３０～ 聖堂  

年間第 19 主日 ８月 ８日（日） １０：３０～ 聖堂 東・南ブロック 

聖母の被昇天 ８月 1５日（日） １０：３０～ 聖堂 山城・峡南ブロック 

年間第 21 主日 ８月 2２日（日） １０：３０～ 聖堂 中央・北ブロック 

年間第 22 主日 ８月 2９日（日） １０：３０～ 聖堂 子どものミサ 


