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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 

 先月 9月 1 日から今月 10月 4日（アシジの聖フランシスコの祝日）まで、

日本の教会は昨年から「すべてのいのちを守るための月間」と定めた。この月

間は「人のいのち」だけのことではないのだが、現在は、コロナ禍にあって、

まさに命を守るための戦いの日々と言えるのだろう。入院が必要な状況でも自

宅療養せざるを得なくて、その後自宅で亡くなるという残念なケースも出てい

る。 

 このような状況の中で、コロナ禍の関係ではないのだが、悲しく、また理解

しがたい事件があった。墨田区の女子高生が殺害された事件だが、殺害したの

は群馬県在住の 20代の夫婦ということ。この事件は次のようなことだった。この夫婦は一年前に結婚

したとのことだが、ご主人の方はＳＮＳで２年前にその女子高生と知り合い、連絡を取り合うようにな

り、結婚後も会うことはなかったが連絡を取り合っていた。そのことを知った奥さんは嫉妬心を持ち、

話し合うために三人で会って話し合う事にしたのだが、話し合う中で心の整理がつかなくなり殺害して

しまったとのことだった。 

 この時ご主人は何を感じ、思ったのか。こんなことで人の命を奪うことになるのか。とても理解でき

ない、悲しい事件である。嫉妬心というものは、この程度のことで人の命を奪うほどに、人に影響を与

えてしまうのか。結婚した相手と、ただ単に連絡を取っているだけの相手と、どちらが大切な相手であ

るか分からなかったのだろうか。もしそうだとしても、ご主人はそのことを奥さんに伝えることはでき

なかったのだろうか。互いに愛し合い、また愛され合っているとの確認から結婚するのではないだろう

か。そうした互いの思いもなく結婚したのだろうか？非常に残念に思う。 

 また、電車の中である青年が全く見知らぬ女性を殺害した事件があった。その女性だけでなく、電車

内だと大量に人が殺せるとの考えから犯行におよんだとのことだが、「幸せそうに見える女性」や「勝

ち組に見える女性」を殺したいと思っていたとのこと。この動機を産んだのは、この青年が万引きをし

た際に女性に通報され、その時にその女性を殺したいと思ったことが、犯行の根底にあったとの報道だ

った。 

 被害者は勿論のことかわいそうだが、犯人たちもかわいそうに思う。彼らは、愛されてきたという体

験が薄いため、自分を肯定できない、自分に自信がない、他者を信用できないといった人格が出来上が

ってしまったかのようだ。自分を肯定できなければ、他者を肯定することはもっとできないということ

だろう。私たちキリスト者は、創造主である神さまからありのままに受け入れられ、愛されているとい

う自信がある。どんな境遇の中でもこのことはとても幸せなことであることを、しっかりと噛み締め、

周りにも伝えられるような信仰生活を送っていきたいものだ。 
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1 主日ミサの実施方法について 

 

９月まではコロナ感染予防のため、ブロック毎に月 1 回の参加としていました。10 月

以降は、ブロック単位での参加を前提としつつ、聖堂と講堂を使用して月 2 回参加でき

るようミサを捧げていくことになりました。詳しくは、主日ミサ該当ブロック表をご覧

ください。  

 

2 帰天 

 

9 月 4 日、中央ブロックのヨゼフ 戸沢 幸正（とざわ ゆきまさ）様（86 才）が帰

天されました。戸沢様の在りし日を忍び、永遠の安息をお祈り致しましょう。 

 

3 結婚 

 

９月４日（土）南ブロックのテレジア 松住 安奈（まつずみ あんな）さん・佐々木 

洋介（ささき ようすけ）さんの結婚式が行われました。おめでとうございます。 

4 洗礼志願式  

９月５日（日）みことばの祭儀の中で佐野 文規（さの ふみのり）さん（西ブロック） 

高梨 一樹（たかなし かずき）さん（南ブロック）の洗礼志願式が行われました。１

０月３１日（日）洗礼式の予定です。 

5 敬老の集いプレゼント贈呈と撮影 

コロナ感染症の収束が見通せないため『敬老の集い』は中止となりましたが、７５歳以

上の信徒様には、10 月 3 日（日）、10 月 10 日（日）に記念品を贈呈いたします。対

象の皆様はミサ後「教会だより」掲載のための写真撮影を行いますのでご協力をお願い

致します。 

 

6 教会委員会 

 

10 月１0（日）１１：３０ ～ 教会委員会を行います。 

 

7 ビデオ機器設置説明会 

 

１０月３日（日）ビデオ機器設置説明会を行います。９：３０～（講堂） 

（各ブロックから 1 名の参加をおねがいいたします。） 
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8 死者追悼ミサについて 

   

日時 11 月 3 日(水)10 時 30 分～ 

会場 聖堂 

 対象者 2020年 11 月～2021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

された方の親族と、追悼ミサを希望される方のみの参加といたします。 

※コロナ禍のため、一般の信者の方の追悼ミサへの参加は、ご遠慮ください。 

  

対象者以外の帰天された方を、特に追悼を希望されるご家族。 

 申込方法 指定の申込書（聖堂入口左側にあります。）にご記入の上、10 月 24 日(日)

までにセンター入口の「死者追悼ミサ申込み」の箱に入れてください。 

その他 2020 年 11 月～2021 年 10 月まで帰天された方は、 祭壇前にお名前を顕

示致します。また、祭壇前にご遺影を置くことが 出来ますので、希望される方

は写真を額（B5番程度）に入れて当日ご持参下さい。 

 

9 きずなの会   10 月 13 日（水）10：00 ～ センターホール 

 

10 典礼委員会   10 月 16 日（土） 9：00 ～ センターホール 

 

11 地域福祉委員会 10 月 17 日（日）14：00 ～ サンタルチア講堂 

 

12 広報委員会   10 月 31 日（日）1３：00 ～ センターホール 

 

     

※ 月 定献 金（教 会 維 持 費）振 込 先  

（宗）カトリック横浜司教区甲府カトリック教会山梨中央銀行 本店営業部 普通預金 

188674 振込依頼人 氏名 (例)ヤマダタロウ ゲッテイ 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

関係団体などからのお知らせ 

  

(1)こどもサポートやまなし 

①学習会 

   今月の学習会は、10 月 10 日(日)及び 10 月 24 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運営委員会 

  ・日時 10 月 19 日（火）18 時 30 分～20 時（予定） 

  ・場所 サンタルチア講堂 
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初聖体 
 

８月２９日、８月第５週目のミサの中で岩永彩夏（いわ

ながあやか）ちゃん・風間千明（かざま ちあき）君の

初聖体が行われました。コロナ禍の中、御家族と関係者

のみの参加ではありましたが、無事終えることが出来ま

した。昨年はコロナの影響で初聖体が中止になり、準備

クラスもなかなか進めることができませんでしたが、今

年は去年の分まで頑張りました。お祈りで支えてくださ

った皆様に感謝申し上げます。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 風間 千明（小学校 5 生）峡南ブロック 

  

8 月 29 日、無事、初聖体を行えました。初聖体の

勉強では、いろんなことを教えてもらいました。ミサ

の時にいただくパンが、イエスさまの復活の命を私た

ちがいただくためのものであることを知りました。初

めて食べたパンの味は、あまり味がしませんでした。 

 パンをもらって感じたことは、イエスさまに見守っ

てもらえてて、安心しました。パンをもらった時は、

食べ残しがないようにして、イエスさまを心の中にお

迎えできるようにしたいです。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

 

入信志願式 

 

９月５日志願者２名と関係者の  

みで入信志願式が行われました。 

 

佐野 文規（さの ふみのり）さん 西

ブロック  高梨 一樹（たかなし か

ずき）さん 南ブロック 入信予定の

おふたりのために、またその方々を

迎え入れる共同体のためにお祈りく

ださい。 
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 １９２５年頃 カトリック甲府教会の様子     （画像提供 信徒） 

 

  
１９５６年頃 ルカ 荒川勝三郎 司教司式ミサの様子 （画像提供 信徒） 
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１０月 １日（金）初金ミサ       ９：３０ ～ ミサ 

 

３日（日）年間第２７主日   １０：３０ ～ ミサ（該当ブロック） 

１４：００ ～ ベトナム語ミサ （tiếng Việt） 

 

１０日（日）年間第２８主日   １０：３０ ～ ミサ （該当ブロック） 

１１：３０ ～ 教会委員会（講堂） 

 

１７日（日）年間第２９主日   １０：３０ ～ ミサ（該当ブロック） 

１２：３０ ～ 韓国語ミサ   （ 한 글 ） 

１５：００ ～ スペイン語ミサ  （Español） 

 

２４日（日）年間第３０主日   １０：３０ ～ ミサ（該当ブロック） 

１４：００ ～ 英語ミサ     （English） 

１４：００ ～ 共同宣教司牧委員会（講堂） 

 

３１日（日）年間第３１主日   １０：３０ ～ こどものミサ 洗礼式 

 

１１月 ３日（水）死者追悼ミサ    １０：３０ ～ ミサ（聖堂） 

 

５日（金）初金ミサ       ９：３０ ～ ミサ 

 

７日（日）年間第３２主日   １０：３０ ～ ミサ（該当ブロック） 

１４：００ ～ ベトナム語ミサ   （tiếng Việt） 

日 時間 場所 該当ブロック 

10月  3日(日) １０：３０～ 
聖堂 西ブロック 

講堂 山城・峡南ブロック 

10月 10日(日) １０：３０～ 
聖堂 東・南ブロック 

講堂 中央・北ブロック 

10月 17日(日) １０：３０～ 
聖堂 山城・峡南ブロック 

講堂 西ブロック 

10月 24日(日) １０：３０～ 
聖堂 中央・北ブロック 

講堂 東・南ブロック 

10月 31日(日) １０：３０～ 聖堂 子どものミサ 


