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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 

 信仰宣言の内容について、先月に引き続いて、今月は「全能」「父」である方と

いうことについて言及していこう。「使徒信条」の最初に「天地の創造主」である

神のことを宣言するのだが、そこには「全能」ということはおのずと含まれるもの

と考える。ルカ福音書の受胎告知の場面で、み使いがマリア様にかけることばの一

つに、「神にできないことは何一つない」（ルカ 1:37）とあるが、まさにそのこと

を示している。また、ことばとしては出てないが、「全知全能」の意味で宣言して

いる内容。すなわち、神はすべてを知っておられるということ。人の心に何がある

かも知っておられるので、神に隠し事はできない、ということ。一方、神は私のことをすべてご存知であ

るので、父である神は私の必要もご存知なので、安心して神にゆだねることができるのである。 

摂理への信頼（マタイ６：２５～）についてイエスさまが次のように話されている。「命のために何を食

べ、何を飲もうか、また体のために何を着ようかと思い煩ってはならない。」（同６:２５）と呼びかけ、「あ

なた方の天の父は、これらのものが皆、必要であることを知っておられる。」（同 32 節）と知らせ、神は

私たちの必要をご存知であることを強調し、「まず、神の国とそのみ旨を行う生活をもとめなさい。」（同

33 節）と勧告されている。 

 「あなたたちが祈り求めるものはすべて、かなえらえたと信じなさい。そうすれば、そのとおりになる

だろう。」（マルコ 11:24）とキリストが語るのも、全能の神を信じる信仰からすると納得がいく。だが、

祈ってもその通りにならない、といった体験がある方も多いのではないだろうか。祈り求めたことのかな

えられかたは、こちらの考えどおりに、期待する形でかなうとは限らない。それゆえ、どういう形でかな

えられたかを悟ることができるようになりたいものである。 

 次に「父」についてであるが、主の祈りの最初の文言「天におられる私たちの父よ」の「父」と同じで

ある。すなわち、「父上」とか「お父様」のように固いイメージではなく、小さい子が信頼をもって大好き

な気持ちが表に出ている「お父さん」とか「パパ」と呼びかける、そのような親しみのある「お父さん」

であることを示している。創造主である神は、威厳があり畏敬の念を持たざるを得ない方ではあるのだが、

同時に親しい交わりのうちにある方としての神を示している。 

 幼な子がイエスさまのところに連れてきたときに、弟子たちがそれをたしなめたことに対し、憤ってイ

エスさまは「幼な子たちがわたしのもとに来るのを止めてはいけない。神の国はこのような人たちのもの

だからである。」（マルコ 10:14）とおっしゃる。幼稚園の園児たちが、お父さんのところにとても嬉しそ

うな顔で勢いよく駆け寄って飛びつく姿に、「父よ」と呼びかける、私たちの父である神への信仰の表現を

見るような思いがある。「全能の父である神」への信仰を宣言する中で、こんなことを思い起こしながらい

つも宣言して行きたいものだ。 
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1 降誕祭のミサ 

 

コロナウイルス感染症予防のため定員制となります。ご降誕ミサへは、予約が必要

です。下記の表をご参照の上、12 月 12 日までに所属のブロック長・各外国籍グ

ループリーダーまで参加希望日時をお伝えください。 

 

〇会場は、聖堂（メイン会場）、サンタルチア講堂（サブ会場）で行います。 

 

〇 ２４日は１回、２５日は２回行います。定員を設け申込制となります。 

 

 時間 会場 定員 合計 

２４日（金） １９：００ 
聖堂 ４０人 

１００人 
講堂 ６０人 

２５日（土） 

１０：３０ 
聖堂 ４０人 

１００人 
講堂 ６０人 

１４：００ 
聖堂 ４０人 

１００人 
講堂 ６０人 

 

・ 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。 

 

2 神の母聖マリアの祭日１月１日（土）のミサについて 

 

〇聖堂とサンタルチア講堂で行われます（事前申し込みは不要） 

※参加人数調整は行いません。 

〇 茶話会は中止となります。 

 
3 転入のおしらせ 
 

ヤコブ平田 潔（ひらた きよし）さん、マリア・ベルナデッタ 平田 裕子（ひらた 
ゆうこ）さんのお二人が京麹町教会より転入されました。東ブロック所属となります。 

 
4 教会委員会  
 
教会委員会 12 月 12 日（日）11：30 ～ サンタルチア講堂にて行われます。 
※委員が参加できない場合は、代理の方に出席をお願いしてください。 

 
5 待降節黙想会について 

 

新型コロナ感染症の感染拡大防止のため、黙想会は中止となりました。 
（赦しの秘跡を希望する方は白木神父さまへ直接お申し込みください。） 
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6 無原罪の聖マリアの祭日のミサ 

 
本年度、無原罪の聖マリアの祭日１２月８日（水）のミサは、ありません。 

 

7 秋の大掃除 

 

期間：1 2 月、各ブロック講堂ミサの後、各 20 分程度 

場所： 北 B、中央 B ：聖堂南&東、柿木近辺       12/26      

     南 B、東 B  ：聖堂南&東、柿木近辺       12/12 

      峡南 B、山城 B：講堂南、聖堂北、司祭館西側    12/5 

  

・外国語グループはミサ後の聖堂の掃除をいつもよりていねいに。 

・エアコンフィルター：聖堂、講堂、センターは業者に依頼します 

・枝、葉は燃えるゴミ袋にいれてください。 

・12/16(木)10 時～ 枝木トラック積込作業。お手伝いください。 

・軍手はブロック長に渡しておきます（各３0） 

・ブロック長は軍手を洗濯してから戻してください。 

 

 

秋の大掃除分担 
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8 きずなの会     お休みいたします。 

 

9 典礼委員会    12 月 18 日（土） 9：00 ～ センターホール    

 

10 地域福祉委員会   お休みいたします。 

 

11 広報委員会    12 月 26 日（日）13：00 ～ センターホール 

 

～教会維持費および墓地・納骨堂管理費の納入について～ 

教会維持費および墓地・納骨堂の管理費は、下記の口座へお振込いただけます。 

 

月定献金振込先（教会維持費） 
山梨中央銀行 本店営業部 普通預金 188674 

 
墓地・納骨堂管理費振込先（ 毎年 1 月～5 月中に） 

山梨中央銀行 本店営業部 普通預金 1402890 

受取人（宗）カトリック横浜司教区甲府カトリック教会 

 

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

関係団体などからのお知らせ 

 

・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 

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、いつもあなたたち

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)直接に場合こどもサポートやまなし会長池田まゆみ又は、同会

計長野翠までお願い致します。 

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 口座番号 普通 2039113  

 

・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  2021 年 11 月 21 日(日)より、2021 年 12 月 26 日(日)まで 

・受付方法 聖堂及びサンタルチア講堂入口にカレンダー入れ箱を設置致しますのでその

中にお入れ下さいますようお願い申し上げます。 
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堅信式 

 

11 月 28 日（日）梅村司教様の司式によるミサの中で 8 名の方の堅信式が行われました。コロナ禍

で教会活動も予定通り進まない中、堅信を受ける決意を固め、準備を進めてこられた、アウグスチヌ

ス高梨一樹さん、ヨセフ今井創さん、聖ペトロ川村新二さん、イシドール佐野文規さん、セシリア小

畑直子さん、ミカエル山田ムリオ瑠海さん、ベネディクタ松住祐里さん、三位一体のエリザベット金

井百合子さん、本当におめでとうございます。福音を生き、伝えていく新しい仲間を尊重し、ともに

歩いて行ってください。聖霊の豊かな導きをお祈りします。 
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１２月 ３日（金）初金ミサ        ９：３０ ～ ミサ 

 

５日（日）待降節第２主日    １０：３０ ～ ミサ（該当ブロック） 

１４：００ ～ ベトナム語ミサ（tiếng Việt） 

 

１２日（日）待降節第３主日    １０：３０ ～ ミサ （該当ブロック） 

１１：３０ ～ 教会委員会 

 

１９日（日）待降節第４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（金）主の御降誕前晩のミサ １９：００ ～ ミサ（事前申し込み制） 

 

２５日（土）主の降誕       １０：３０ ～ ミサ（事前申し込み制） 

１４：００ ～ ミサ（事前申し込み制） 

 

２６日（日）聖家族        １０：３０ ～ ミサ（該当ブロック） 

１４：００ ～ 英語ミサ  （English） 

 

１月 １日（土）神の母聖マリア    １０：３０ ～ ミサ 

 

２日（日）主の公現       １０：３０ ～ ミサ（該当ブロック） 

１４：００ ～ ベトナム語ミサ（tiếng Việt） 

７日（金）初金ミサ        ９：３０ ～ ミサ   

日 時間 場所 該当ブロック 

12月  5日(日) １０：３０～ 
聖堂 西ブロック 

講堂 山城・峡南ブロック 

12月 12日(日) １０：３０～ 
聖堂 東・南ブロック 

講堂 中央・北ブロック 

12月 19日(日) １０：３０～ 
聖堂 山城・峡南ブロック 

講堂 西ブロック 

12月 26日(日) １０：３０～ 
聖堂 中央・北ブロック 

講堂 東・南ブロック 

1 月 2 日(日) １０：３０～ 
聖堂 西ブロック 

講堂 山城・峡南ブロック 


