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朝朝晩晩はは⽕⽕がが恋恋ししいい季季節節ととななりりままししたた。。ああとと 22 週週間間でで待待降降節節

にに⼊⼊りりまますす。。どどんんなな形形ででああれれ、、神神様様がが愛愛すするる御御⼦⼦をを私私たたちちにに
与与ええててくくだだささるる、、とといいうう⼤⼤ききなな恵恵みみをを思思いい起起ここしし、、祝祝ううこことと
ががででききるるここととにに改改めめてて感感謝謝ししまますす。。   

 
＜信徒委員会からのお知らせ＞   
１． 今後の主⽇のミサについて 

2 グループ制、隔週で参加できる形を続けます。ご⾃分がどちらの   
グループに属するか、ご確認の上、教会にお出かけください。ミサに   
参加する義務は免除されておりますので、健康に不安のある⽅はご⾃宅
でお祈りされることをお勧めします。 

 
グループ 地    区 11 ⽉ 12 ⽉ 

１グループ ⼤宮区、北区、⻄区、中央区、桜区、 20 ⽇ 4、18 ⽇ 

２グループ ⾒沼区、岩槻区、緑区、上尾・伊奈（原市
を含む）、蓮⽥、⽩岡・久喜 13、27 ⽇ 11 ⽇※ 

 
※12/25 はクリスマスミサ（事前申し込み）のため、2 グループのミサではありません。 

＜地区名変更のお知らせ＞ 
「伊奈・原市（上尾）」から「上尾・伊奈」に名称を変更しました。 
 

２． クリスマスミサの申し込みについて 
12 ⽉ 24 ⽇（⼟）午後  6 時 主の降誕（夜半のミサ） 
12 ⽉ 25 ⽇（⽇）午前 10 時 主の降誕（⽇中のミサ） 

コロナ感染予防のため、参加は事前申込制です。 
どなたでも申込可能です。（グループ別ではありません） 
🌲申込期間：11 ⽉ 6 ⽇（⽇）から 11 ⽉ 27 ⽇（⽇）まで 
🌲申込⽅法：教会受付にある申込⽤紙にご記⼊の上、期間中に申し込ん

でください。 

内容 信徒委員会から 主⽇のミサ・クリスマスミサ・⾞いすの寄付  
総務部 / 典礼部 / デコレーション部 / トイレ掃除グループ / アートデイズ 
主によばれて（13） 
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🌲記⼊⽅法：12 ⽉ 24 ⽇（⼟）または 12 ⽉ 25 ⽇（⽇）のどちらかを    
選んで、丸をつけてください。 

🌲⼈数制限：ありません。申し込まれた⽅は必ず参加可能です。 
🌲変更連絡：申し込み後に変更、追加される場合は、必ず教会にご連絡

ください。ご連絡がなく変更された場合は参加できません
のでご承知ください。 

連絡先 ：教会受付 電話 048(641)2935 
 

３． ⾞いすご寄付のお願い 
教会の備品の⾮常⽤の⾞いすが故障し、買い替えが必要となりました。

先⽇⼩さいサイズの⾞いすを 1 台ご寄付いただきました。できればもう   
1 台少し⼤きめのサイズの物も⽤意できれば、と思います。ご家庭で不要
となった状態の良い⾞いすがございましたら、ご提供頂けると助かります。
受付にお申し出ください。 

 

＜総務部より＞ 

 

＜典礼部より＞ 新しいミサ式次第について 
11/27 より新しくなるミサの式次第について、横浜教区 

典礼員会による「模擬ミサ」の動画が YouTube で⾒る事が
できます。 
（｢横浜教区｣→｢新しい『ミサの式次第』研修⽤動画」へ。
事前に⾒ておくとイメージがつかめます。 

https://www.youtube.com/channel/UCUi9XjrJgJiwzwHb5f15flQ 
11/13 と 11/20 のミサ後、この動画を聖堂のプロジェクターで投影します。
ご⾃分で YouTube が⾒られない⽅はご覧ください（30 分くらい） 

 

＜デコレーション部より＞ クリスマスツリーの設置 
 
クリスマスツリーの設置を 11/27（⽇）ミサ後に⾏います。お⼿伝い    

して下さる⽅（特に男性）募集します。 
当⽇ 1 階ロビー階段前にお集まりください。 
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＜トイレ掃除グループより＞ お掃除グループの⼈員募集  
私たちはお掃除グループの中の⼀つであるトイレ掃除グループです。 
⾼齢化やその他の事情により参加⼈数の減少がおきているためトイレ

掃除参加⼈員の募集を致します。 
お蔭様で⻑く続けさせて頂いている事には素晴らしい秘密があります。 
それは毎回神様が「今⽇も良く来てくれましたね」と私たちの⼼に豊かな

実りを下さるからです。他のグループ同様にお祈りから始まりお祈りで終わ
ります。如何でしようか。皆様も体験してごらんになりませんか・・・ 

① 第 1 週と第 3 週の⽔曜⽇現在 2 名 1 0 時より  
② 第 2 週と第 4 週の⽔曜⽇現在 2 名 1 0 時より 

上記のように 4 名で回しており 1 ⼈ ⽉ 2 回参加しています。 
時々⽔曜⽇に時間がとれましたら⽉ 1 回でも参加して下さる事は⼤歓迎

です。 
神様の家を整える事の喜びを共に味わいましよう。お待ち致しております。 
ご連絡は受付窓⼝や藤本・伊藤までお願い致します。神に感謝! 

 

＜アートデイズより＞ 
Art Days 2022 は 11/1 から 11/30 まで Web 配信の形で

⼤宮教会の HP からご覧になれます。 
また出品したアート作品やポストカードを 11 ⽉の主⽇

のミサ後に販売いたします（11/27 は販売を⾏いません）。
ぜひご利⽤ください。 

 

 
♰ 主に呼ばれて （13）♰ 

 
12 ⽉になりホームステイ先を変わることになりました。⼀つの家に 6 か⽉ほど滞在するのは⼤変

だろうから 1 か⽉だけお願いしたい、という探し⽅をしていたとのことでした。2 軒⽬のお宅も  
カトリックで、お⼦さんは 4 ⼈います。当然家族全員でミサに⾏きます。近くにいる⾼齢の⼀⼈  
住まいの男性も⾞に乗せて、毎週ミサに連れて⾏ってあげていました。 

このお宅とも今もクリスマスカードのやり取りをしていて、オーストラリアに⾏くたびに会いに
⾏っています。 

3 年前に訪問した際は、当時⼩学⽣だった男の⼦がおじさんになっていて、⼦供もいるのには  
びっくり。年⽉を感じてしまいます。 

オーストラリアの家では、台所の流しにはシンクが２つある家が多いです。⽔が貴重ということ
もあり、⽚⽅で洗う、もう⼀⽅にはお湯をためて、⾷器をすすぐという洗い⽅をします。⽇本の  
ように流⽔で洗剤の泡を流すことはしません。 

この家だけは、⾷器をすすぐこともしていませんでした。洗剤で洗った後、乾いた布⼱で拭く  
だけです。布⼱も初めは乾いていますが、すぐに濡れてしまうので、洗剤は落ちてないように思い
ます。とりあえず泡はないので、気にしないということでしょうか。どうしても気になり、⾃分が
使うカップなどは使う前にすすいでいました。 

待降節に⼊っていたからか、私がレイミッショナリーとして活動する予定だからか分かりません
が、毎週⾦曜⽇の⼣⾷後に知⼈を招いて、分かち合いをしていました。英会話がまだまだだった  
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＊＊ごご意意⾒⾒やや投投稿稿（（本本ななどどのの感感想想、、  

特特集集ししててほほししいいここととななどど））をを募募集集ししてていいまますす。。  
FAX か郵送で受け付けています 
〒330-0803  

さいたま市⼤宮区⾼⿐町２丁⽬３５０ 
       カトリック⼤宮教会 広報部宛 

ので、どんな内容が話されているかほとんど分かりませんでした。時々意⾒も求められましたが、
それも⾔葉になっていなかったと思います。 

英語ができないので苦痛だった気持ちと、ろうそくを囲みながらの分かち合いになごむ気持ちが
ありました。英語がもっとできて、分かち合いがたくさんできると良かったなと思いました。 

学校は 12 ⽉の第 1 週で終了です。私が勉強していたクラスもとりあえず終了。最後にクリスマ
スが近いので、バーベキューパーティをやるということになりました。⼀⼈⼀⼈⾃分のバーベキュ
ーセットをもって集合することになりました。 

バーベキューセットと⾔われても何が何だか分からないので質問しました。スーパーに⾏くと 
売っているから買って持ってくるように⾔われました。事前にスーパーに⾏くと、バーベキューパ
ックなるものが売っています。⽜⾁と⼤きなソーセージが 2 本くらい⼊ったのが⼀⼈分のようでし
た。公園には、無料かとても安く使えるバーベキュー⽤の電気の鉄板があり、材料さえ持っていけ
ば誰でも⼿軽にバーベキューをすることができました。 

結局、仲間の⼀⼈が急に亡くなったとかで、中⽌になり⾃分でバーベキューセットを買うことは
ありませんでした。 

原住⺠族であるアボリジニの⼈たちは、⽩⼈に⼟地を取られ、教育も受けられなかったため、  
仕事に就けず、年⾦のようなものをもらって⽣活しています。昼間何もやることがない⼤⼈は、  
働かなくてもお⾦がもらえるので、アルコール依存症が多いです。 

また、医療も⼗分受けられないのか、アボリジニの平均年齢は短いようです。最近はアボリジニ
の⼈たちの権利を守る、回復するという流れになってきています。以前はエアーズロックと⾔って
いたアボリジニの聖地も、登⼭禁⽌、名称もウルルに変更になっています。 

ただ、親を⾒ていると働かなくてもいい、あるいは差別が依然としてあるという状況で、若年層
による⾃動⾞の窃盗などはまだまだ減っていないようです。 

⾒沼区 ⻫藤 
 

 

⼤宮教会クイズ No.9 〜今年、⼤宮教会は 60 周年を迎えます〜 

⼤宮教会に来ている皆さんが、教会のことをもっと知って頂き、⼀⼈ひとりが⼤宮教会
を⽀えていることを⾃覚して頂けたら嬉しいです。 
今回のキーワードは「⼤宮教会にあるもの」です。 
Q：⼤宮教会に鐘があるのをご存じですか。この鐘はいつ鳴らしているで

しょう？ 
① 毎⽇正午 ②クリスマスと復活祭の時 ③今は鳴らしていない 

                ➞ クイズの答えは 12 ⽉号で！！ 
10 ⽉号(⼤宮教会クイズ No.８)の答え → ③でした。 

おむすびの会は⼤宮公園等で⽣活困難な状況の⽅たちに⼿作りのおむすびを届ける
活動を⻑く続けています。キリストの教えを実践されているグループです。 

 
 


