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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 

甲府小教区（甲府・塩山教会）の皆さんとのお別れのときが間近に迫ってきた。こ

うして、「教会だより」の「つぶやき」で皆さんに語りかけるのも、今回をもって最

後となった。甲府小教区の皆さんと共に歩んできたこの六年間はアッという間だっ

た。７～９年は甲府にいるだろうと思っていたので、まさか今年異動があるとは思

ってもみなかったので、なおさらこう感じるのかもしれない。 

 これまで、信仰のことや教会生活等について感じていることや思っていること、

また考えて欲しいことなどを、「つぶやき」を通して紹介させていただいた。この方

式は、こちらに赴任する前に担当していた小教区において、始めたものだった。あ

るとき、ある方から「つぶやき」を楽しみにしていると、教えていただいたことがあった。それまで巻頭言を

書いてきたが、こうした感想をいただいたのは初めてだった。それで、巻頭言を依頼されたらこの方式を継続

していくことにしたのだった。 

これまでの体験から、話すときに言葉が足りなかったり、言葉の使い方が間違ったりで、誤解されたり不愉

快な思いにさせてしまったりしたことがあった。もしかすると、「つぶやき」の中で言葉が足りなくて、誤解

されていたり、あるいは不愉快な思いにさせてしまったりしたこともあったのではと、少し不安なこともある

が、もしそうであるなら、話したことも含めどうぞご容赦ください。 

 人々が十人十色であるように、それに対応するかのように司祭も十人十色である。そのため、司牧について

の優先順位や強調点が、赴任してくる司祭それぞれによって異なるので、小教区の皆さんが異動してきた司祭

に慣れるまで戸惑う点もあるかもしれない。そのことは赴任してくる司祭にとっても同様であり、その小教区

に慣れるまでに時間を要することはある。主任司祭の交代によって小教区の雰囲気やあり方が変わることがあ

るが、変わることは決して悪いわけではない。それも教会の豊かさの表れで、それまでご自分たちが経験して

きた信仰生活や教会生活のあり方だけが唯一ということではなく、このようなあり方もあるのだということを

知ることができるのだから。 

 小教区の皆さんにとって、新たに赴任される主任司祭が来られ、その神父様に慣れていくまでいろいろある

かもしれないが、その神父様も同じで、新しく赴任した小教区に慣れていくまでいろいろあるので、それはお

互い様ということ。しかし、キリストの教会のメンバーは信仰で結ばれている共同体であり、その中心にはキ

リストがおられる。我々はそのキリストに倣って行く兄弟姉妹であるから、兄弟的交わりを持つのに、それほ

ど大きな壁はないと思っている。 

皆さん、どうぞ新たな主任司祭と共に、キリストが望まれる「キリストの教会」を建設していって下さい。

六年間、本当にありがとうございました。                    シャローム！ 
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1  ４月からミサについて 

 

感染者数の減少傾向、県の規制緩和、高齢者３回目接種の進捗状況を踏まえ定員を 
聖堂４０名講堂６０名（合計１００名）にいたします。 
 

典礼暦 時間 聖堂 講堂 

４/ 3 四旬節第５主日 10:30 西（４０人） 山城・峡南（６０人） 

４/10 枝の主日 10:30 東・南（４０人） 北・中央（６０人） 

４/14 聖木曜日 19:00 典礼委員・修道院・奉仕者のみ 

４/15 聖金曜日 19:00 典礼委員・修道院・奉仕者のみ 

４/16 復活徹夜祭 19:00 山城・峡南・北・中央・修道院（１００人） 

４/17 復活の主日 
10:30 西・南・東（１００人） 

14:00 塩山・ベトナム（１００人） 

４/24 復活節第２主日 10:30 北・中央（４０人） 東・南（６０人） 

 
聖堂と講堂に受付を設置いたしますので、氏名と連絡先の記入もしくは確認をお願いい 

たします。 

 

※４月１６日復活徹夜祭と４月１７日復活の主日のミサに参加希望の方は、ご自身が所 

属するブロック長に４月９日までに参加希望（１００名の人数制限）の旨をお伝えください。 

 

各ブロック長は、参加希望者の出席名簿は４月１０日（日）までに 典礼委員長 宮澤由美

さんにお知らせください。１０日に教会にいますので、その時にお渡し下さっても結構との

ことです。新型コロナウイルス感染拡大防止のためご協力宜しくお願い致します。 

 

２ 帰天のおしらせ 

 

マザーテレサ 一瀬 かおる（いちのせ かおる）様（８７才）聖ヨゼフ寮 

3 月 11 日に帰天されました。葬儀は、３月１５日聖ヨゼフ寮にて行われました。 

 

マクシミリアノ マリア コルベ 斎藤 勇（さいとう いさむ）様（77 才） 

中央ブロック ３月 13 日に帰天されました。 

葬儀は、３月１８日甲府教会にて行われました。 

 

ヨゼフ 平井出 長男 （ひらいで たかお）様（８８才）南ブロック  

３月 1４日に帰天されました。葬儀は、甲斐善光寺にて行われました。 

 

在りし日を忍び、永遠の安息をお祈り致しましょう。 
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３ 四旬節の「愛の献金」のお願い 

 

2022 年 3 月 2 日（灰の水曜日）より、聖木曜日（4 月１４日）まで「四旬節の愛の献

金」を募ります。聖堂入口の「四旬節 愛の献金」（緑の封筒）に献金を入れ、月定献金

の箱に主日のミサのある日にお入れ下さいますようお願い致します。併せて、カリタスジ

ャパンのしおりもご覧の上、お祈りと犠牲をお願い致します。 

 

４ 受難の主日の枝の配布について 

枝の配布の時間は、4 月１０日（日）ミサ終了後 ～13：00 までです。 
時間の厳守をお願いします。  
 
※枝の主日 4 月１０日（日）ミサに参加できるのは、該当ブロックの方のみです。  

   

５ ミサ出席にあたっての事前検温のお願い  
 
新型コロナ感染症の感染拡大防止のため、ミサに出席される方は、当日自宅にて検温をお

願いすることとなりました。普段より体温が高い、また体調がすぐれないなどの場合は、
ミサへの参加自粛をお願いいたします。皆様のご協力をお願い致します。 

 

６ 地域福祉委員会より 

 

   ウクライナ戦災者支援 

    甲府カトリック教会地域福祉委員会は、ロシア政府からの侵略により、命を落としたウ

クライナ国民（報道によると 500 人以上で子どもも 70 人を超えている）への祈りと

戦禍により困難な生活を送っているウクライナ難民の支援のための募金（献金）を次の

５団体と共に行います。 

 

①募金(献金)の方法 

  ・口座振り込み 山梨中央銀行 本店営業部   

         特定非営利活動法人 こどもサポートやまなし  

          （略） トクヒ・コドモサポートヤマナシ  

         口座番号 普通  ２０３９１１３  

           

②共催団体 

   NPO 法人こどもサポートやまなし、女性の人権サポート・ 

くろーばー、山梨ダルク、富士五湖ダルク、(一社)グレースロード、 

（注 在日ロシア人への差別、中傷等には反対します。） 

       ③寄付先  カリタスジャパン  
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７ きずなの会    お休みいたします。 

 

８ 地域福祉委員会  ４月２４日（日）１２：００ ～ サンタルチア講堂 

※ 通常は第 3 日曜日ですが、4月は第 3 日曜日がご復活の主日ですので 1 週間延期致します。 

    

９ 典礼委員会    お休みいたします。 

 

１０ 広報委員会    ４月３０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 

 

(1)ＮＰＯ法人こどもサポートやまなし 

      

①理事会・運営委員会 

        ４月 19 日(火)18 時より、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 10 日(日)、４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。 
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日本のカトリック信者の皆様 

ウクライナとロシアを聖母マリアの汚れなきみ心に奉献する 

教皇フランシスコと心をあわせて 

 ロシアによるウクライナへの武力侵攻は、２月２４日に発生してからまもなく一ヶ月になろうとしていますが、

残念ながら戦争状態は継続しており、平和とはほど遠い現実が、毎日のように報道されています。 

教皇様は、全世界の司教たちに、また司教を通じてすべての信者に、この奉献に一致して祈るようにと呼びかけ、

できれば同じ時間に祈りを捧げるようにと招いておられます。聖母の取り次ぎによって、神の平和がこの地上にも

たらされ、特にウクライナの地に平和が確立されますように、また賜物であるいのちがその尊厳を守られますよう

に、教皇様と心をあわせてともに祈りをささげましょう。 

2022 年 3 月 23 日 日本カトリック司教協議会 会長カトリック東京大司教 菊地功 

（カトリック中央協議会 HP から抜粋） 

ロシアとウクライナをマリアの汚れなきみ心に奉献する祈り 

 神の母、わたしたちの母マリアよ、この苦難の時、あなたにより頼みます。母であるあなたは、わたしたちを愛

し、わたしたちのことをご存じです。わたしたちが心に抱くことは、何一つあなたに隠されていません。いつくし

み深い母よ、わたしたちはあなたの優しい計らいと、平和をもたらすあなたの存在をたびたび経験してきました。

あなたはいつも、わたしたちを平和の君であるイエスのもとに導いてくださるからです。 

 しかし、わたしたちは平和の道を見失いました。わたしたちは前の世紀の悲劇の教訓を忘れ、世界大戦の犠牲と

なった数えきれないほどの死者のことを忘れてしまいました。国際的な共同体として交わした約束を無視し、人々

の平和への夢と若者たちの希望を裏切りました。わたしたちは欲望に取りつかれ、国益の中に閉じこもり、心は無

関心によって渇き、利己主義によって麻痺してしまいました。神を無視し、偽りとともに生き、攻撃する心をかき

立て、いのちを消し去り、武器を蓄えることを選び、隣人と共通の家を守るべき者であることを忘れてしまいまし

た。戦争によって地球の庭を荒廃させ、わたしたちが兄弟姉妹として生きることを望まれる御父のみ心を、罪によ

って傷つけてしまいました。わたしたちは、自分以外のすべての人や物事に無関心になってしまいました。そして、

恥ずかしながらこう叫びます。「主よ、おゆるしください！」 

 聖なる母よ、悲惨な罪の中で、疲れと弱さの中で、悪と戦争という理解しがたい不条理の中で、神はわたしたち

を見捨てることなく、愛のまなざしを注ぎ続け、わたしたちをゆるし、再び立ち上がらせようと望んでおられるこ

とを、あなたは思い出させてくださいます。神はあなたをわたしたちにお与えになり、あなたの汚れなきみ心を教

会と人類のよりどころとしてくださいました。神の恵みによって、あなたはわたしたちとともにいて、歴史の最も

厳しい曲がり角においてもわたしたちを優しく導いてくださいます。 

 わたしたちはあなたにより頼み、あなたのみ心の扉をたたきます。あなたは、愛する子であるわたしたちをいつ

も見守り、回心へと招いてくださいます。この暗闇の時、わたしたちを救い、慰めに来てください。わたしたち一

人ひとりに繰り返し語ってください。「あなたの母であるわたしが、ここにいないことがありましょうか」と。あ

なたは、わたしたちの心と時代のもつれを解くことがおできになります。わたしたちはあなたに信頼を寄せていま

す。とくに試練の時、あなたはわたしたちの願いを軽んじることなく、助けに来てくださると確信しています。 
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 ガリラヤのカナで、あなたはイエスの執り成しを促し、イエスの最初のしるしを世界にもたらしてくださいまし

た。婚宴の祝いが悲しみに変わった時、あなたはイエスに、「ぶどう酒がなくなりました」（ヨハネ 2･3)と言わ

れました。御母よ、神にそのことばをもう一度繰り返してください。今日、わたしたちに希望のぶどう酒はなくな

り、喜びは消え去り、きょうだい愛は水を差されてしまったからです。わたしたちは人間性を見失い、平和を壊し

てしまいました。あらゆる暴力と破壊を可能にしてしまいました。わたしたちは、あなたの母なる助けを直ちに必

要としています。 

母マリアよ、わたしたちの願いを聞き入れてください。 

海の星であるマリアよ、戦争の嵐の中でわたしたちを難破させないでください。 

新しい契約の櫃であるマリアよ、和解への計画と歩みを奮い立たせてください。 

「天の大地」であるマリアよ、神の調和を世界にもたらしてください。 

憎しみを消し、復讐をしずめ、ゆるしを教えてください。 

わたしたちを戦争から解放し、核の脅威から世界を守ってください。 

ロザリオの元后、祈り愛することが必要であることを呼び覚ましてください。 

人類家族の元后、人々にきょうだい愛の道を示してください。 

平和の元后、世界に平和をお与えください。 

 わたしたちの母よ、あなたの嘆きが、わたしたちの頑な心を動かしますように。あなたがわたしたちのために流

した涙が、憎しみで涸れる谷に再び花を咲かせますように。武器の音が鳴りやまない中で、あなたの祈りがわたし

たちを平和に向かわせますように。あなたの母なる手が、度重なる爆撃によって苦しみ、逃げまどう人々に優しく

触れますように。あなたの母なる抱擁が、家と祖国を追われた人々に慰めを与えますように。あなたの苦しむみ心

が、わたしたちのあわれみの心を動かし、扉を開き、傷つき見捨てられた人々のために尽くす者となりますように。 

 聖なる神の母よ、あなたが十字架の下におられたとき、イエスはあなたのそばにいる弟子を見て、「御覧なさい。

あなたの子です」（ヨハネ 19･26)と言われました。こうしてイエスは、わたしたち一人ひとりをあなたにゆだね

られました。そして、イエスは弟子に、すなわちわたしたち一人ひとりに、「見なさい。あなたの母です」（同 19･

27)と言われました。御母よ、わたしたちは今、あなたをわたしたちの人生と歴史の中にお迎えしたいと願ってい

ます。今この時、疲れ果て、動揺した人類は、あなたとともに十字架の下に立っています。そして、あなたに信頼

し、あなたを通してキリストに自らを奉献したいと望んでいます。愛をもってあなたを崇敬するウクライナとロシ

アの民は、あなたにより頼んでいます。あなたのみ心は、彼らのために、そして戦争、飢餓、不正義、貧困によっ

て殺されたすべての人のために鼓動しています。 

 神の母、わたしたちの母よ、あなたの汚れなきみ心に、わたしたち自身を、教会を、全人類を、とくにロシアと

ウクライナを厳かにゆだね、奉献いたします。わたしたちが信頼と愛を込めて唱えるこの祈りを聞き入れてくださ

い。戦争を終わらせ、世界に平和をもたらしてください。あなたのみ心からあふれ出た「はい」ということばは、

歴史の扉を平和の君に開きました。あなたのみ心を通して、再び平和が訪れると信じています。あなたに全人類の

未来と、人々の必要と期待、世界の苦悩と希望を奉献いたします。 

 あなたを通して、神のいつくしみが地上に注がれ、平和の穏やかな鼓動がわたしたちの 日常に再び響きますよう

に。「はい」と答えたおとめよ、聖霊はあなたの上にくだりました。わたしたちの間に神の調和を再びもたらして

ください。「ほとばしる希望の泉」であるマリアよ、渇いたわたしたちの心を潤してください。人類をイエスに織

り込んだマリアよ、わたしたちを、交わりを作り出す者としてください。わたしたちの道を歩まれたマリアよ、平

和の道へと導いてください。アーメン。 
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４月 １日（金）初金ミサ        ９：３０ ～ ミサ 

  

３日（日）四旬節５主日     １０：３０ ～ ミサ（該当ブロック） 

１３：００ ～ ベトナム語ミサ（tiếng Việt） 

 

１０日（日）受難の主日（枝の主日）１０：３０ ～ ミサ（該当ブロック） 

 

１４日（木）聖木曜日 （主の晩餐）１９：００ ～ ミサ（典礼委員・修道院・奉仕者） 

 

１５日（木）聖金曜日 （主の受難）１９：００ ～ ミサ（典礼委員・修道院・奉仕者） 

 

１６日（土）復活徹夜祭      １９：００ ～ ミサ（該当ブロック） 

 

１７日（日）復活の主日      １０：３０ ～ ミサ（該当ブロック） 

                  １４：００ ～ ミサ（該当ブロック） 

未定  ～ スペイン語ミサ（Español） 

 

２４日（日）復活節２主日     １０：３０ ～ ミサ（該当ブロック）    

（神のいつくしみの主日） 

 

５月 １日（日）復活節３主日     １０：３０ ～ ミサ（該当ブロック） 

１４：００ ～ ベトナム語ミサ（tiếng Việt） 

 

６日（金）初金ミサ        ９：３０ ～ ミサ 

日 時間 場所 該当ブロック 

4 月  3 日(日) １０：３０～ 
聖堂 西ブロック 

講堂 山城・峡南ブロック 

4 月 10 日(日) １０：３０～ 
聖堂 東・南ブロック 

講堂 中央・北ブロック 

4 月 17 日(日) 

１０：３０～ 
聖堂 

講堂 
西・南・東ブロック 

１４：００～ 
聖堂 

講堂 
塩山教会・ベトナムグループ 

4 月 24 日(日) １０：３０～ 
聖堂 中央・北ブロック 

講堂 東・南ブロック 


