私の道は数多くの祈りをとなえることでなく
深く祈る道
聖ラファエラ・マリア

カトリックセンターとは
カトリックセンターは、建学の精神であるカトリック精神、
特に本学の設立母体である聖心侍女修道会の精神を伝えるために、
学内外での様ざまな活動を行なっています。
第 25 号

カトリックセンターの主な活動


キャンパスミサ（キャンパスミサ・創立記念ミサ・追悼ミサ・ク

2020 年 9 月 15 日
編集・発行
清泉女学院大学・

リスマスミサ）


クリスマスイベント



建学の精神研修会・講演会



紀要『HUMANITAS CATHOLICA』編集



広報「カトリックセンター便り」作成



オープンスペース（自由に時間を過ごすことのできる場所）
開放（M203）



キリスト教講座・読書会（希望者対象）



清泉ハンドベルクワイア



清泉祭出店



チャリティ用品作り

2020 年度カトリックセンター運営委員会
カトリックセンター運営委員会は基本的に月に一度開催され、
カトリックセンターの企画などについて話し合っています。セン
ターへのご要望があれば、運営委員までお気軽にお声掛けくださ
い。
稲葉 景

看護学部看護学科・カトリックセンター長

田村 俊輔

人間学部心理コミュニケーション学科

田村 亮子

人間学部文化学科

倉石 佳織

看護学部看護学科

山崎 浩

幼児教育科

神門 しのぶ

国際コミュニケーション科

中山 昌樹

総務部

関谷 玲子

総務部

清泉女学院短期大学
カトリックセンター
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2019 年度活動報告
2019 年度は、看護学部新設に伴い、長野駅東口キャ

建学の精神研修会の様子（Fr.関谷）

ンパスが開設し、
看護学部からの運営委員も 2 名増員、
Sr.堂平の異動に伴い、カトリックセンター長が交代す
るなど、新しい体制となりました。また昨年度は、新
しい試みとしてクリスマスなどのイベントも行いま
したので昨年度の活動報告をいたします。

キャンパスミサ
基本的に月に 1 回のミサを行っています。はじめて
のかたでも参加することができます。昨年度は以下の
通り行いました。初めてのかたでもわかりやすいよう
にパンフレットを作成しておりますので、みなさまお
気軽にご参加ください。※事前のご連絡は不要です。

建学の精神研修会
8 月 1 日に、上野キャンパス（F301 教室）に於い
て、全教職員を対象にした建学の精神研修会を行いま

【春学期始業ミサ】

した。
「カトリックにおけるいのちへのまなざし」とい

2019 年 4 月 18 日（木）
・聖心館御聖堂

うテーマのもとで、関谷義樹師（サレジオ会司祭、ド

司式・Fr.井上武（レデンプトール会）

ン・ボスコ社代表）を講師にお招きしました。

【創立記念ミサ】

関谷師には、ときにユーモアを交えながら、イエス・

2019 年 5 月 18 日（木）
・聖心館御聖堂

キリストがどのように人間のかかわりやいのちにつ

司式・Fr.山口道孝（カトリック雪ノ下教会）

いて説いていたのか、聖書の個所を用いて、わかりや

【キャンパスミサ】

すくお話しいただきました。

2019 年 6 月 13 日（木）
・聖心館御聖堂
司式・Fr.小高毅（カトリック長野教会）
【キャンパスミサ】

教皇フランシスコ来日記念講演会
2019 年 11 月に教皇としては 38 年ぶりに第 266 代

2019 年 7 月 4 日（木）
・聖心館御聖堂

教皇フランシスコが来日されたことに伴い、9 月 5 日

Fr.柳田敏洋（イエズス会）

に長野駅東口キャンパス（ラマリョホール）に於いて、

【秋学期始業ミサ】

公開講座として、教皇フランシスコ来日記念講演会

2019 年 9 月 26 日（木）
・聖心館御聖堂

「教皇フランシスコ来日の喜びと展望」を行いました。

Fr.小高毅（カトリック長野教会）

講師のホアン・アイダル師（イエズス会・上智大学教

【追悼ミサ】

授）はアルゼンチンの修道院で、後の教皇フランシス

2019 年 10 月 24 日（木）
・聖心館御聖堂

コとなられるホルヘ・マリオ・ベルゴリオ師のもとで

Fr.高野哲夫（カトリック軽井沢教会）

指導をお受けになられました。

【クリスマスミサ】

講演会では当時のエピピソードも含めながら、現代

2019 年 12 月 24 日・長野駅東口 C ラマリョホール

社会に対して、またカトリック教会に対して、教皇フ

司式・Fr.小山英之（イエズス会）

ランシスコがどのような新しいメッセージを発信し

【キャンパスミサ】
2020 年 1 月 9 日（木）
・聖心館御聖堂
司式・Fr.小高毅（カトリック長野教会）

ているのかについてお話しいただきました。
学内外から 30 名程度ご参加いただき、11 月の来日
にあたって、事前の深い学びができました。

清泉カトリックセンター便り
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クリスマスミサ

教皇フランシスコ来日記念講演会の様子（Fr.アイダル）

12 月 24 日には、長野駅東口キャンパス（ラマリョ
ホールに於いて、クリスマスミサを行いました。
17 時からのミサの前には、ピラールテラスで経営企
画室主催のクリスマス・カフェ、クリスマス・ミニコ
ンサートも開催されました。聖品販売や有志のアクセ
サリー販売（売り上げの一部はカリタスジャパンに寄
付）、クリスマスキャロルのコンサートが行われ、学
生・卒業生、地域の方がたにも参加していただきまし

クリスマスイベント
カトリックセンターが主催となり、台風 19 号の被
災からの復興と明日への希望、世界平和などへの祈
りを込めたクリスマスイベント「Alegria」
（スペイン
語で（救い主への）希望、喜び）を長野駅東口キャ
ンパスで 11 月 28 日から 12 月 25 日まで開催しまし
た。

た。またこの様子はテレビの生放送で取材していただ
く機会もありました。
クリスマスミサは、小山英之師（イエズス会・上智
大学神学部教授）に司式をお願いしました。本学の教
職員も 10 名以上参加し、箱清水修道院のシスターや
長野清泉中高の生徒・教職員、また地域や本学受験希
望者など 60 名弱の方がたが参加して、
「本当のクリス
マス」を味わってくださいました。

アドヴェントの集い
「アドヴェント（待降節）
」とは、イエス・キリスト
の誕生を記念するクリスマスまでの約 4 週間の期間を
意味します。カトリック教会では、クリスマスまでの
この期間に、自分たちにできること（例えば、イエス
へのプレゼントとして自分で節制をして、クリスマス
を喜びのうちにお祝いすることのできない人のため
にチャリティに寄付するなど）をしながら、イエスの

クリスマスミサをはじめとするクリスマスイベン
トは、カトリックセンターとしては初めての試みでし
た。一般のかたにとって、もっとも身近なキリスト教
のイベントはクリスマスだと思います。これからも箱
清水修道院やカトリック長野教会にも協力していた
だきながら、今後も長野市の「クリスマスの風物詩」
となるように継続して活動をしていきたいと思って
います。

誕生を待ち望みます。これに合わせて、カトリック教
会では待降節が始まったしるしとして、クリスマスツ
リーの点灯やクリスマスの飾りつけをします。
11 月 28 日には、長野駅東口キャンパス（ピラール
テラス）に於いて、このイベントを「アドヴェントの
集いとしてを行ない、クリスマスツリー点灯の他、清
泉ハンドベルクワイア（カトリックセンター所属）の
ハンドベル演奏、聖歌隊のクリスマスキャロルの合唱、
共催として、人間学部文化学科のプロジェクション投
影「いのちのプロジェクション」などが行われました。
本学教職員、学生、姉妹校である長野清泉女学院中
高の生徒、地域の方がたなど約 200 名の参加者が集ま
り、大きなイベントとなりました。

点灯されたクリスマスツリー

カトリックセンター便り 2020 年 11 月
これからの行事について

聖母マリア像祝福式
6 月 5 日に長野駅東口キャンパスで聖母マリア像の
祝福式がありました。
今年 2 月に発注をして、今年度の入学式に間に合
う予定だったのですが、新型コロナウイルスの影響
でイタリアの工房からの到着が遅くなっていまし
た。

今年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
め、創立記念ミサをはじめとする春学期のキャンパ
スミサは中止、清泉祭での出店なども中止となりま
した。
現在、予定されている行事は以下の通りです。み
なさまのご参加をこころよりお待ちしております。

聖母像の到着後、配送してくださったドンボスコ
社の関谷義樹神父（サレジオ会）に司式をしていた

トーマス・ジョエル先生追悼ミサ

だき、小さいけれど温かに祝福式を行うことができ

2020 年 9 月 30 日（水）16：15～

ました。祝福式とは、神の豊かな恵みがあることを

於・F301 教室

願う式です。この聖母像が本学の教職員、学生のた
めに神へ取次ぎをしてくださり、また見守ってくだ
さるように願いながら式を行いました。

キャンパスミサ
2020 年 10 月 15 日（木）16：20～
於・御聖堂

本来ならば、みなさんにご覧いただけるように、
式を盛大にしたかったのですが、感染症拡大防止の
ため集まることのできない状況でしたので、ご報告
のみとさせていただきます。
長野駅東口キャンパスにお寄りのさいには、ぜひ

追悼ミサ
2020 年 11 月 5 日（木）16：30～
於・御聖堂
アドヴェントの集い

1 階エントランスホールに設置いたしました聖母マリ

2020 年 11 月 25 日（水）17：30～

ア像をご覧ください。

於・長野駅東口 C
クリスマスミサ
2020 年 12 月 24 日（木）17：00～
於・長野駅東口 C

【注意】ミサやクリスマスイベントなども、新型コ
ロナウイルスの感染状況を確認し、危機管理委員会
の指針を受けながら行なうこととなりますので、学
内メールや HP などの情報をご確認いただければと
思います。
無原罪の聖母マリア像

