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LGBTIQ+の人々 
のための特別ミサ 

Special Mass 
for the LGBTIQ+ Community 

 
 

 
Henrik Olrik (1830-1890), 山上の説教. Sankt Matthaeus Kirke, Copenhagen 

 
 
 

2017 年 6月 25日，年間第 12主日 
 

司式：小宇佐 敬二 神父様 
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Angelus 
 
先唱：父と子と聖霊の御名によって 
 
一同 : Amen. 
 
先唱：主の御使いは，マリアに知らせを告げ， 
 
一同：マリアは，聖霊によって身ごもった． 
 
先唱 : Ave Maria, 恵みに満ちた方，主はあなたとともにおられます．あなたは
女のうちで祝福され，御胎内の御子イェスも祝福されています． 
 
一同：神の母，聖マリア，わたしたち罪人のために，今も，死を迎えるときも，
お祈りください．Amen. 
 
先唱：わたしは主のはしため， 
 
一同：おことばどおりになりますように． 
 
先唱 : Ave Maria, 恵みに満ちた方，主はあなたとともにおられます．あなたは
女のうちで祝福され，御胎内の御子イェスも祝福されています． 
 
一同：神の母，聖マリア，わたしたち罪人のために，今も，死を迎えるときも，
お祈りください．Amen. 
 
先唱：御ことばは，肉となり， 
 
一同：わたしたちのうちにお住みになった． 
 
先唱 : Ave Maria, 恵みに満ちた方，主はあなたとともにおられます．あなたは
女のうちで祝福され，御胎内の御子イェスも祝福されています． 
 
一同：神の母，聖マリア，わたしたち罪人のために，今も，死を迎えるときも，
お祈りください．Amen. 
 



3/12 

先唱：神の母，聖マリア，わたしたちのために祈ってください． 
 
一同：わたしたちがキリストの約束にかなうものとなれますように． 
 
先唱：祈りましょう．主よ，どうか，あなたの恵みをわたしたちのこころに注
いでください；御使いのお告げによって御子キリストの受肉を知ったわたした
ちが，その御受難と十字架によって復活の栄光に達することができますように．
わたしたちの主イェス・キリストによって． 
 
一同 : Amen. 
 
先唱：栄光は，父と子と聖霊に．初めのように，今も，いつも，世々に． 
 
一同 : Amen. 
 
 
 
 

 
 



4/12 

開祭 
 
入祭の歌：典礼聖歌 32 (p.42)「神に向かって」 
 
挨拶 

司祭：父と子と聖霊の御名によって． 
会衆 : Amen. 
司祭：主イェス・キリストの恵み，神の愛，聖霊の交わりが皆さんとともに． 

会衆：また司祭とともに． 
 
回心 

司祭：皆さん，神聖な祭りを祝う前に，わたしたちの犯した罪を認めましょう． 

司祭：全能の神と， 

会衆：兄弟の皆さんに告白します．わたしは，思い，言葉，行い，怠りによっ
て，たびたび罪を犯しました．聖母マリア，すべての天使と聖人，そして兄弟
の皆さん，罪深いわたしのために神に祈ってください． 

司祭：全能の神がわたしたちを憐れみ，罪を赦し，永遠の命に導いてください
ますように． 

会衆 Amen. 
 
Kyrie : 典礼聖歌 203 (p.246) 
 
Gloria : 典礼聖歌 204 (pp.248-250) 
 
集会祈願 

司祭：祈りましょう...（一同，沈黙のうちに，しばらく祈ります） 

司祭：一羽のスズメにも目をとめてくださる神よ，あなたはいつもわたしたち
ひとりひとりを忘れることなく見守ってくださいます．ここに集うわたしたち
が，不安や迷いを乗り越えて，あなたへの信頼を深めて行くことができますよ
うに．聖霊の交わりのなかで，あなたとともに世々に生き，支配しておられる
御子，わたしたちの主イエス・キリストによって．アーメン． 

会衆 : Amen. 
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ことばの典礼 
 
第一朗読 

朗読者：（エレミヤの預言 20,10-13）．神の御ことば． 
会衆：神に感謝． 
 
答唱詩篇：典礼聖歌 115 (pp.142-143)「主は豊かな贖いに満ち」1, 2, 5 節 
 
第二朗読 

朗読者：（ローマ書簡 5,12-15）．神の御ことば． 

会衆：神に感謝． 
 
Alleluia（聖書と典礼 pp.4-5） 
 
福音朗読 

司祭：主は皆さんとともに． 
会衆：また司祭とともに． 

司祭：マタイによる福音． 

会衆：主に栄光（親指で，額，口，胸に，十字架の徴をする） 

司祭：（マタイ 10,26-33）．キリストに賛美． 
会衆：キリストに賛美． 
 
説教 
 
Credo（使徒信条）：天地の創造主，全能の父である神を信じます． 
父のひとり子，わたしたちの主イェス・キリストを信じます． 
主は，聖霊によって宿り，おとめマリアから生まれ，ポンティオ・ピラトのも
とで苦しみを受け，十字架につけられて，死に，葬られ，冥府（よみ）に下り，
三日目に死者のうちから復活し，天に昇って，全能の父である神の右の座に着
き，生者と死者を裁くために来られます． 
聖霊を信じ，聖なる普遍の教会，聖徒の交わり，罪の赦し，からだの復活，永
遠の命を信じます． 
Amen. 
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共同祈願 

司祭：すべての人の父である神に信頼して，祈りましょう． 

祈願者：（わたしたちのミサにふさわしい祈りを御自由に言ってください）． 

一同：主よ，わたしたちの祈りを聞き入れてください． 
 
 
 
 
 
 
 
 
司祭：命のよりどころである神よ，あなたの民の祈りを聞き入れてください．
キリストとの出会いに導かれた喜びを，ことばと行いを以て多くの人に伝えて
行くことができますように．わたしたちの主イェス・キリストによって． 
会衆 : Amen. 
 
 
 
感謝の典礼 
 
奉納の歌：典礼聖歌 121 (p.146)「主は我れらの支え」 
 
奉納行列 
 
パンを供える祈り（省略されることがあります） 

司祭：神よ，あなたは万物の造り主，ここに供えるパンはあなたからいただい
たもの．大地の恵み，労働の実り，わたしたちのいのちの糧となるものです． 

会衆：神よ，あなたは万物の造り主． 
 
カリスを供える祈り（省略されることがあります） 

司祭：神よ，あなたは万物の造り主，ここに供えるぶどう酒はあなたからいた
だいたもの．大地の恵み，労働の実り，わたしたちのいのちの糧となるもので
す． 
会衆：神よ，あなたは万物の造り主． 
 



7/12 

祈りへの招き（省略されることがあります） 

司祭：みなさん，このささげものを，全能の神である父が受け入れてくださる
ように祈りましょう． 

会衆：神の栄光と賛美のため，また全教会とわたしたち自身のために，司祭の
手をとおしておささげするいけにえをお受けください． 
 
 
奉納祈願 

天の父よ，苦しみの道を歩まれた主イェスに心を合わせて祈ります．救いのパ
ンをいただくわたしたちが，あなたへの信頼で満たされますように．わたした
ちの主イェス・キリストによって． 

会衆 : Amen. 
 
叙唱前句 

司祭：主は皆さんとともに． 

会衆：また司祭とともに． 

司祭：こころをこめて神を仰ぎ， 
会衆：賛美と感謝をささげましょう． 
 
叙唱 

司祭 : ... 
 
Sanctus : 典礼聖歌 205 (pp.255-257) 
 
奉献文 

司祭 : ... 
 
記念唱 

司祭：信仰の神秘． 

会衆：主の死を思い，復活をたたえよう，主が来られるまで． 
 
奉献文（続き） 

司祭 : ... 
 



8/12 

栄唱 

司祭：キリストによって キリストとともに キリストのうちに，聖霊の交わり
の中で，全能の神，父であるあなたに， 

一同：すべての誉れと栄光は，世々に至るまで．Amen. 
 
 
 
Communio 
 
司祭 : ... 
 
会衆：（主の祈り） 

天におられるわたしたちの父よ， 

御名が聖とされますように． 

御国が来ますように． 

御こころが天に行われるとおり地にも行われますように． 

わたしたちの日ごとの糧を今日もお与えください． 

わたしたちの罪をお赦ししください． 

わたしたちも人を赦します． 

わたしたちを誘惑に陥らせず，悪からお救いください． 
 
司祭：慈しみ深い父よ，すべての悪からわたしたちを救い，現代に平和をお与
えください．あなたの憐れみに支えられ，罪から解放されて，すべての困難に
うち勝つことができますように．わたしたちの希望，救い主イェス・キリスト
が来られるのを待ち望んでいます． 

会衆：国と力と栄光は，限りなくあなたのもの． 
 
平和の徴 

司祭：主イェス・キリスト，あなたは使徒に仰せになりました：「わたしは平和
をあなたがたに残し，わたしの平和をあなたがたに与える」．わたしたちの罪で
はなく，教会の信仰を顧み，おことばのとおり教会に平和と一致をお与えくだ
さい． 

会衆 : Amen. 
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司祭：主の平和がいつも皆さんとともに． 

会衆：また司祭とともに． 

司祭：互いに平和の挨拶をかわしましょう． 

会衆：主の平和．（より親しみを込めて，握手したり，ハグしても結構です．） 
 
Agnus Dei : 典礼聖歌 206 (p.258) 
 
聖体拝領前の信仰告白 

司祭：神の小羊の食卓に招かれた者は幸い． 

一同：主よ，あなたは神の子キリスト，永遠の命の糧，あなたをおいて誰のと
ころに行きましょう． 
 
聖体拝領 
 
拝領の歌：典礼聖歌 19a (p.498)「命あるすべてのものは」 
 
聖体拝領後の感謝（沈黙のうちに暫く祈ります） 
 
拝領祈願 

司祭：ともにいてくださる神よ，主の命を分け合った喜びのうちに祈ります．
キリストに結ばれたわたしたちが，信仰を力強く宣言して生きることができま
すように．わたしたちの主イェス・キリストによって． 
会衆 : Amen. 
 
閉祭 
 
司祭：主は皆さんとともに． 

会衆：また司祭とともに． 

司祭：全能の神，父と子と聖霊の祝福が皆さんの上にありますように． 

会衆 : Amen. 
司祭：感謝の祭儀を終わります．行きましょう，主の平和のうちに． 

会衆：神に感謝． 
 
閉祭の歌：カトリック聖歌集 322 (p.186)「あめのきさき」 
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付録 : 2016 年 6 月 26 日，アルメニアからの帰途の機上記者会見における教皇 

Francesco の言葉：教会は同性愛者たちに赦しを請わねばなりません． 
 
同性愛者たちを差別してはなりません．彼らを敬意を以て教会に迎え入れ，司
牧的に彼らに寄り添わねばなりません． 
 
或る人が gay であり，その人が善意の人であり，かつ，神を探し求めているな
らば，その人を断罪するような我々は何者でしょうか？  
 
我々はしっかり寄り添わねばなりません． 
 
教会は，教会が傷つけてきた人々にお詫びしなければなりません．gay の人々
にも，貧しい人々にも，女性にも，労働において搾取されている子どもたちに
も，お詫びしなければなりません．かくも多くの武器や兵器を祝福してきたこ
とについてもお詫びしなければなりません．教会は，行動しないことが数多く
あったことについてもお詫びしなければなりません． 
 
わたしは「教会」と言いましたが，それは「キリスト教徒」のことです．教会は
聖なるものであり，罪人であるのは我々です．  
 
キリスト教徒は，かくも多くの選択に付き添わなかったこと，かくも多くの家
族に寄り添わなかったことについて，お詫びしなければなりません．  
 
わたしは，子ども時代の Buenos Aires の文化のことを憶えています．閉鎖的な
カトリック文化．わたしの出自です．離婚家族の家を訪れてはならないとされ
ていたのです！ほんの 80 年前のことです．文化は変わりました．神に感謝！ 
 
キリスト教徒がお詫びしなければならないことは，ほかにもたくさんあります．  
 
赦しを請うのです．お詫びするだけではありません．主よ，お赦しください！ 

そう言うのを，我々は忘れています． 
 
慈しみ深い父ではなく，厳しい主人であるような司祭，抱擁し，赦し，慰める
司祭ではなく，鞭打つ司祭，そのような司祭がたくさんいます． 
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しかし，病人や受刑者に寄り添う司祭もたくさんいます．多くの聖人もいます． 
 
だが，彼らは目に見えません．なぜなら，聖性は慎み深いのです．聖性は隠れ
ています．逆に，厚かましさは目立ちます．目立つし，見せびらかします．  
 
多くの組織 – そこには善人もいるし，あまり善人でない人々もいます．あるい
は，ちょっと大きめの財布を渡してあげたくなる人々もいれば，他方で，あの
20 世紀の三大虐殺（トルコによるアルメニア人虐殺，Nazi によるユダヤ人虐殺，
Stalin による虐殺）を起こした国際的な大国のようなのもあります．  
 
我々キリスト教徒 ‒ 司祭，司教 ‒ も，そのようなことをしたのです． 
 
しかし，我々キリスト教徒は，カルカッタのテレサのような人をも持っていま
す．カルカッタのテレサのような人々を，たくさん．アフリカの多くのシスタ
ーたち，多くの一般信徒，多くの聖なる夫婦． 
 
良い麦と毒麦です．神の御国はそのようだ，とイェスが言うように．そのよう
であることに躓いてはなりません．我々は祈らねばなりません．毒麦は終わり，
良い麦がより多くあるようにしてくださるよう，主に祈らねばなりません． 
 
教会の生は，そのようなものです．境界線を引けるわけではありません． 
 
我々は皆，聖なる者です．なぜなら，我々は皆，聖霊を内にいただいているか
らです．しかし，我々は皆，罪人です．わたしを始めとして． 
 
ですから，お詫びするだけでなく，赦しを請いましょう． 
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Jesus of rainbow-coloured mercy, 

I trust in you ! 


