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11 月 20 日に、新しく 5 人の方が、聖体授与の臨時の奉仕者に任
命されましたので紹介します。これから 1 年間よろしくお願いい
します。

マリア･カタリナ･マグダレナ

ＹＦ

お役目を考えると大変緊張を感じますが、先輩方にならって大切な務めを果たし
ていきたいと思います。お役に立てれば幸いです。どうぞよろしくお願いいたしま
す。

ピオ 10 世 ＴＨ
マリア・フランシスカ

ＴＨ

今か ら 40 年 前、神 父 様に 連れ られ 危篤 状 態に なら れた 方の と ころ にお 見舞 いに行
きました。その方は毎週ご家族で教会に来られ、若いころから教会の奉仕をしてく
ださ って いた 方で し た。
神父様はその方の耳元で、今まで一緒に歩んできた道をひとつひとつ振り返り、
今まで教会や家族のためにがんばってこられたことへの感謝と子ども達・家族のこ
とは神様がいつまでも見守って下さるので心配しないようにと励まされ、手を握り
一緒に祈りをささげられた後、胸の中から大切に持ってこられたホスチアを取り出
し病気の方に授けられました。その方はゆっくりと首をふり、うなずき安心され穏
やか な顔 でお られ ま した 。
その時初めてご聖体を受けたくても受けられない方がおられることを経験し、安
らか なお 顔と 神父 様 の素 晴ら しい 仕事 が 忘れ られ ませ んで し た。
あの 経験 か ら 40 年 たっ た今 、夫 婦で こ のチ ャン スが 与え ら れた こと に感 謝し てい
ます 。い ろん な方 と の出 会い 、い ろん な 方と の絆 を大 切に し なが らこの 2 年 間 歩ん
でい こう と思 いま す 。よ ろし くお 願い い たし ます 。
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アシジのフランシスコ
クララ ＮＹ

ＴＹ

ヴィタリ神父から聖体授与の臨時の奉仕者の勉強をしてはどうかとお電話をいた
だきました。私たちのような信者歴が浅いものが果たしてお役に立てるのか不安に
なりましたが、代父母に相談したところ「ご聖体の大切さを自覚できる良い経験に
なる」と言われ、受けさせていただくことにしました。講座が進むにつれて不安よ
りもかみさまが共にいて励ましてくださるのを感じることができるようになりまし
た。まだ受洗して６年でカトリックの典礼など勉強不足ですが、高齢や病気でなか
なか教会に足を運べない方のお役に立つよう努力していきたいと思います。皆様の
ご指 導よ ろし くお 願 いい たし ます 。

１２月２４日（土） 主の降誕前夜祭
☆第一ミサ １８：００（荘厳なグレゴリオ聖歌 を中心としたミサ）
☆第二ミサ ２０：００（ポピュラーなクリスマスの名曲を中心としたミサ）
１２月２５日（日） 主の降誕祭当日
☆夜半ミサ ０：００ （英語ミサ）
☆日中ミサ １０：００ （７：００ミサはありません）
☆ 〃 １４：３０ （英語ミサ）
《２０１７年》
１月 １日（元旦）
神の母聖マリア祭日・世界 平和の日
☆平和祈 願ミサ
０：００
☆平和祈 願司 教ミサ １１：００
☆平和祈 願ミサ

１４：３０（英語ミサ）

１月１５日（日）
９：３０ サント・ニーニョのお祝い
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るよう何時も頑張っています。

侍者

今、侍者は小学一年生からの、男女ですが家

TK

庭の事情等で、人数が中々揃わない状況です。
これから先、教会を担って行く子供達に侍者を
通してしっかり育てていかないと・・・と思う。

侍者（御ミサでの、神父様のお手伝い）に携
わって随分になります。
私が侍者を始めたのは、小学校高学年からで、
その頃は男だけの侍者隊で、毎週土曜日の午後
から数時間練習があり、日曜日のミサで侍者を
していました。
あの頃は、侍者隊の人数も多く、普段の主日
のミサは小学生だけでしていました。
クリスマス・復活祭・平和行事・司教ミサ等
の大きなミサの時だけ、中学生・高校生と一緒
で、そのミサではいつも緊張してドキドキしな
がらの侍者でした。
でも、そういうミサの手伝いが出来ることが、
なんだかとっても嬉しく気持ちが良い感じが
していたのを、思い出します。
最近は、侍者をする子供たちのまとめ役的な
ことをさせて頂いています。
私の子供が侍者を始める年頃になった時、教
会学校に侍者のリーダーが居なく、侍者をする
子供達もあまり多くなかったので、ちょっと係
わったのが、いつの間にか約 20 年にもなって
しまいました。
今は、毎週の侍者練習なんて出来やしません
ので、年 2 回程の侍者合宿をしています。
小学生から高校生までの子供達が、楽しく真
剣にミサの進行・侍者の仕事・祭壇での動きな
どを、勉強し練習しています。

編集後記
静かな出会い：気まぐれに小聖堂
（聖母祭壇）に訪れることがある。他にも祈
っておられる方が居られたりする。個々が何

大きなミサや、神父様によって動きが異なる

を祈っているのかは分からない。会話をする

事がよくあるが、その時に応じて大きな祭壇で

わけでもない。共に主に向かおうとする心を

臨機応変に対応して、神父様のお手伝いが出来

感じながら時の過ぎゆく静かな出会い。
（の）

