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世世界界中中ががココロロナナ禍禍にに⾒⾒舞舞わわれれたたののがが 22002200 年年春春、、そそのの夏夏にに「「おおおおみみやや教教会会

通通信信」」がが誕誕⽣⽣しし、、22002211 年年、、22002222 年年とと 22 回回のの冬冬をを過過ごごししててききままししたた。。ここのの 22
回回とともも 22 ⽉⽉ 33 ⽉⽉はは感感染染症症がが激激増増しし、、教教会会がが閉閉鎖鎖ととななりり、、教教会会通通信信ももおお休休みみしし
てていいままししたた｡｡そそうういいううわわけけでで｢｢おおおおみみやや教教会会通通信信｣｣ににととっっててはは初初めめててのの  22 ⽉⽉号号
ととななりりまますす｡｡寒寒ささがが⼀⼀番番厳厳ししいい時時期期でですすがが､､ももうう少少しし⾟⾟抱抱すすれればば必必ずず暖暖かかいい春春
ががややっっててくくるるここととのの素素晴晴ららししささ、、ままささにに神神様様のの愛愛をを表表ししてていいるるよよううでですすねね。。  

  

 
 
 

 
 

＜信徒委員会からのお知らせ＞   
１． ３⽉までの主⽇のミサについて 

グループ 地    区 2 ⽉ 3 ⽉ 
１グループ ⼤宮区、北区、⻄区、中央区、桜区、 26 ⽇ 12、26 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 19 ⽇ 5、19 ⽇ 

＊5/8 より新型コロナウイルス感染症が 2 類から 5 類に引き下げられ、制限
が廃⽌されるため、5/14 以降の主⽇のミサについての調整を今後の信徒
委員会で決議する予定です。決まり次第お知らせいたします。 
 

２． 灰の⽔曜⽇ミサについて 
2 ⽉ 22 ⽇（⽔） 午前 10 時から 参加⾃由 
尚、2/26（⽇）のミサ〔1 グループ〕の中でも灰の式を⾏います。 

 

３． 四旬節中のゆるしの秘跡について 
主⽇のミサの前 午前 9 時から午前 9 時 40 分 に個別に⾏います。 
各⾃神⽗様に申し出てください。（四旬節は 2/22 から 4/８です） 

内容 信徒委員会から 主⽇のミサ・灰の⽔曜⽇ ゆるしの秘跡 信徒委員会 ⼾締り 
財務部 / 『毎⽇のミサ』購読のお誘い / 転⼊された⽅ / ⾃主グループ紹介 
英語・ベトナム語版ミサガイド販売のお知らせ / 主によばれて（16） 
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４． 2023 年度信徒委員会 

・ 会⻑⽴候補者が出なかったため、2023 年度も引き続き⻫藤政⾏さんが
信徒会⻑を務めて下さることになりました。よろしくお願いいたします。 

・ 2023 年度は典礼部⻑と地区部⻑が新たに選任されました。それ以外の
部の部⻑は昨年と同じです。 

 

＜ご挨拶＞ 

典礼部⻑ ⽯⿊（⻄区） 
今年信徒会副会⻑と兼務で典礼部⻑を務めさせていただくことになり

ました。 
もともと典礼部所属でミサの準備と司会で少し奉仕させていただいて

おりましたが、部⻑として復帰させていただきます。 
 典礼部は、⾹部屋、お花、オルガン、聖歌隊、ミサ準備、侍者、プロ
ジェクター、司会、季節によってはイルミネーションや⾺⼩屋の設置・
撤収など、教会の典礼に関わるあらゆる事柄を担当しているため間⼝が
広く、まだよくわからないことが多いです。諸先輩⽅に教わり学びなが
ら、良き調整役になれればと思っております。 
 皆様の中で、何か⼀つ典礼で奉仕したいというお気持ちのある⽅、⼤
歓迎です。どうぞお声かけください。⼀緒に神様の道具として働く喜び
を分かち合いましょう！ 
 

地区部⻑ ⽔野（⾒沼区） 
私は声楽家として、リサイタルやチャリティーコンサートの活動を中

⼼に歌っています。 
当教会では聖歌隊に属し、歌わせていただいております。これまで両

親の介護や歌の活動で忙しく、教会運営の奉仕になかなか参加すること
ができませんでしたが、今回地区部⻑として活動することになりました。
未経験のため、⾄らないことばかりとは思いますが、少しでも皆さんの
お役に⽴てたら、と思っております。よろしくお願いいたします。 
 

＊昨年まで⻑らく典礼部⻑を務めてくださった岡村さん、地区部⻑を務め
てくださった藤本さん、お疲れさまでした。 
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５． ⼾締りについて 
1/8 のミサのために教会を開けた時に、1 階ロビー本棚横の掃き出し

窓が施錠されていないことがわかりました。教会の開け閉めをする際に
は⼾締まりや⽕の元、備品の整理等、各⾃が責任をもって⾏うようご注
意願います。 

 

<財務部より＞ 
2022 年度の決算報告書を 1 階ロビーの机に置きました。皆様お持ちにな

ってご覧ください。 
教会の財政は皆様⼀⼈ひとりの教会維持費や献⾦で成り⽴っておりま

す。今後ともご協⼒をお願いいたします。 
 

＜『毎⽇のミサ』 購読のお誘い＞ 
⼤宮教会では、カトリック中央協議会より、⽉刊誌の「毎⽇のミサ」の

年間購読を取りまとめています。 
各個⼈のご⾃宅へ直接、中央協議会から届けてもらうこともできますが、

⼤宮教会でまとめて注⽂すると、部数により重要なサービスが受けられま
す。合計⾦額から割引かれた分で、平⽇朝の⼩聖堂でのミサで使⽤する分
と、⼤宮教会の⼆⼈の神⽗様の分が賄われます。 

２か⽉毎（偶数⽉）に協議会から届く「毎⽇のミサ」を、ミサのある⽇
曜⽇に教会でみなさんにお配りしています。 

近年、購読数が減ってきており、割引き額も減少して困っています。 
興味のある⽅は是⾮、教会での購⼊をご検討ください。購読料は１年間

全１２冊で、５０００円から５３００円です。（部数により変わります。） 
ご不明な点などございましたら、遠慮なくお尋ねください。どうぞよろ

しくお願い致します。 
 須⽥ 

自主グループ紹介 
⼤宮教会には学びや奉仕など、様々な活動をする⾃主グループがたくさ

んあります。コロナで教会での活動が制限されたため、休眠中のグループ
もありますが、今後再始動していきますのでご紹介していきます。 

 
〇 デコレーション部 

デコレーション部は昨年活動
を始めたばかりの⼀番新しいグ
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ループです。クリスマスや復活祭にロビー等の飾りを作成、装飾してい
ます。コロナ禍によりパーティーなどができませんが少しでも⼼を明る
くするお⼿伝いができたら、と思っています。仲間は随時募集していま
す。       

代表 槻⽥ 潤⼦ 
  

〇 青年会 
 ⻘年会は⻘少年育成部の⼀部

ではありますが、この度気持ちを新
たに活動再開しましたので、ここで
紹介します。現在 21 ⼈の若者が登
録しています。昨年のクリスマスに
はミサに来てくれた⼦どもに配る
プレゼントを⽤意しました。少しずつ活動の幅を
広げていきたいと思っています。                  代表 ⽯⿊ 
  

 
♰ 主に呼ばれて （16）♰ 

 
パースから戻ってくると、クリスマスがもう間近に迫っていました。クリ

スマスプレゼントは、⼦供だけがもらうのではなく、どちらかというとプレ
ゼント交換という感じです。⼦供も⼤⼈にあげます。ですから、⼦供も⼤⼈
に渡すものを準備しているようでした。⼦供たちは、買うのではなく、⼯夫
して作るようでした。 

クリスマスは佳美（現在の妻）が遊びに来ることになっていました。ブッ
スマーカー家で⼀緒にクリスマスを過ごさせてもらうことになっていたので、
急いで⼿紙にプレゼントを持ってきてくれるようにお願いしました。 

⽇本の⽂房具は安くても質が⾼いので、⼦供たちにはそういったものをと
注⽂しました。佳美の到着は 12 ⽉ 24 ⽇だったので、またバスでパースに向
かいました。途中のロードハウス（ガソリンスタンドに併設されている⽇本
のコンビニのようなもの）での休憩にも慣れてきて、おいしいものを⾒付け
られるようになってきました。ミートパイやスプリングロール（春巻き）が
好きでした。 

パースには前⽇に到着し、翌⽇はレンタカーを借りて、⼣⽅空港に迎えに
⾏きました。キングスパークという⼤きな公園があり、パースの街が⼀望で
き、夜景もきれいです。 

再会して、そこに⼀緒に⾏き、プロポーズをしました。その後、パースに
あるカテドラルでクリスマスイブのミサに与りました。 
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⻄オーストラリア州は司教区が３つありますが、パース以外は⼩さな町に
司教座があるので、このカテドラルが⻄オーストラリアでは⼀番⽴派です。
さすがに、カテドラルなので、500 ⼈以上⼊れる聖堂が⼈で⼀杯でした。パイ
プオルガンの⾳⾊に合わせて歌う聖歌隊も素晴らしかったです。 

たぶん司教様の司式だったと思うのですが、お説教のあと⼀⼈の男性が祭
壇の⽅に向かって何か⾔いました。それに対して司式していた司教様とおぼ
しき⼈がそれに対して、応えました。⽇本ではミサ中の神⽗様に対して、何
か質問のようなことをして、⾒解をただすのようなことは⾒たことがないの
でびっくりしました。 

翌⽇は、アルバニーに向かいました。昼過ぎにアルバニーについて、ブッ
スマーカー家で⼀緒にクリスマスをお祝いすることができました。プレゼン
ト交換も何とかでき、楽しいひと時になりました。⼦どもたちからは、⼿作
りした本に挟むしおりやカードなどをもらった覚えがあります。お⽗さんと
お⺟さんからは、私がよっぽどゴルフ好きだと思ったようで、ゴルフの本を
もらいました。外国の家庭のクリスマスパーティーに参加したのは、これが
最初で最後でした。 

翌⽇は⾞でパースに戻りました。途中、パースに向かうヒッチハイクの若
者を乗せました。どうするか⼀瞬迷いましたが、オーストラリアは安全な国
なので⼤丈夫と思い乗せました。若者の⽅も遠慮しているのか、まったく話
しかけられることもなく、会話もないままパースに到着しました。 

旅は道連れのつもりだったのですが、結局名前も聞くことなく別れました。
パースに戻るとすぐに、⻑距離バスに乗り、旅⾏に出かけました。⼿紙で⾏
先などをお互いに相談していたのですが、⽇程の関係でパースからアデレー
ドに⾏き、そこからエアーズロックに⾏くことにしました。 

当時は、航空運賃が⾼く、都市間を結ぶバスが充実していました。オース
トラリア７⽇間乗り放題のパスがあり、⽐較的安く移動できました。⻄オー
ストラリア州の州都から南オーストラリアの州都のアデレードまで、時刻表
では２泊３⽇３６時間かかる計算でしたが、時差があるので実際は３４時間
くらいです。 

パースを⼣⽅６時に出発して、翌々⽇の早朝６時くらいにアデレードに到
着しました。距離にして約 2,700km。⽇本だと⻘森市から⿅児島市まで 1,900km
くらいしかないので、やはりオーストラリアは広いですね。運転⼿さんはも
ちろん２⼈乗っています。途中の州境で運転⼿さんの交代がありました。パ
ースから来たバスとアデレードから来たバスがちょうど州境で出会います。
そこで、運転⼿さんが交代する仕組みです。ここまででようやく半分。おし
りも痛くなってくるし、座っていてあまり体を動かせないので、バスの旅は
もういいかなと思ってしまいますが、まだまだ先は遠いです。 

                          ⾒沼区 ⻫藤 
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🍀おおみや教会通信は 
カトリック⼤宮教会のＨＰ 
（https://catholic-omiya.net） 

でご覧になれます。 
＊＊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   FAX 048−641−2724 

カトリック⼤宮教会 広報部宛 

 

 

＊英語・ベトナム語版 ミサガイド販売のお知らせ 

 2022 年度版のミサガイド 1 冊 110 円で販売します。ミサ前後ロビーにて。
（または受付にお声がけください）周りの外国籍の⽅にも教えてあげてくだ
さい。 

We sell English and Vietnamese Mass Guide 2022(110JPY) on every Sunday. 
Please ask for the reception desk. 
 

 

⼤宮教会クイズ No.12  

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「教会の地区割」です。 

 

Q：⼤宮教会は信者の居住地によって 11 の地区に分かれていま
す。この中で信者数が最も多い地区はどこでしょう？ 
① ⼤宮区 ②⾒沼区  ③北区 
        ➞ クイズの答えは 2023 年 3 ⽉号で！！ 

1 ⽉号(⼤宮教会クイズ No.1１)の答え→「①聖⼈名」 でした。 
 
 


