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＜典礼部＞ 
☆３月の典礼	  
３月４日(金）	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	    ミサ 10:00	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  	 	  
３月５日(土) 四旬節第４主日のミサと黙想会 18:00	   
３月 6日(日) 四旬節第 4主日	 ミサと黙想会	 10:00 

	 	 	 	 	 	    司式	 雨宮 慧師（東京教区） 
   ３月 11日(金) 週日	 ミサと十字架の道行     10:00 
	  ３月 12日(土) 四旬節第５主日のミサ         18:00 
	  ３月13日(日) 四旬節第５主日	 	 	 	 	 	 	 ミサ 10:00 

        司式 和野信彦師	 	 ミサ後	 信徒総会 
  ３月 18日(金) 週日	 	 	 	 	 	 	 	      ミサ 10:00	 	  
	  ３月 19日(土) 受難の主日のミサ               18:00 
３月 20日(日) 受難の主日(枝の主日)    ミサ 10:00 

      司式	 市岡之俊師 

 
     聖なる過越の３日間	 	 	 	 	 	       
３月 24日(木) 聖木曜日主の晩さんの夕べのミサ  19:30 
３月 25日(金) 聖金曜日 主の受難(大斎･ 小斎)   19:30 
３月 26日(土) 聖土曜日 復活の聖なる徹夜祭	  19:00 
３月27日(日) 復活の主日	 	 	 日中のミサ	   10:00           
４月１日(金) 復活の金曜日    ミサ	 	 	  	 10:00
４月 2日(土) 復活節第２主日のミサ           18:00 
４月 ３日(日) 復活節第２主日	 ミサ          10:00 
	    司式	 久我純彦師（和野師は真鶴教会） 

 
※金曜日と土曜日のミサ、および聖なる過越の３日間

の典礼の司式は和野信彦師 

 
※３月 24日、聖木曜日の典礼には、市内各キリスト 
	 教会の教役者（牧師、司祭）の方々も参加されます。 

 
☆典礼に関する質問箱の設置	 	  
典礼に関する変更点が多い昨今ですが、典礼について

の質問にお答えするために質問箱を用意しました。 
質問事項を書き記名の上、箱に入れてください。 

 
 

☆四旬節黙想会（桃色の別紙参照） 
    	  今回は小田原教会・国府津教会との合同黙想会です。 

 
３月５日(土)	 ６日(日)	 	 指導司祭…雨宮 慧師 
テーマ：いつくしみの特別聖年大勅書をめぐって 
時程	 ５日(土)  18:00  ミサ	 	  
	 	  	 	 	 	  19:00  第１講話 (約１時間） 
	 	 	 ６日(日) 10:00  ミサ 
	 	 	 	 	 	   11:15	 第２講話 (約１時間 15分  
              12:30  昼食 (各自持参) 
	 	 	 	 	 	   13:15	 第３講話（約１時間) 
              14:30	 終了 

 
☆四旬節中のゆるしの秘跡 
今回の黙想会(3/5, 3/6)は、講話が中心ですので、 
ゆるしの秘跡の時間は設定されていません。 
他日のミサの時間に、その日の司式司祭に申し出

てください。 
 
＜財務部＞ 
四旬節愛の献金をお願いしています。聖木曜日まで。 

	 四旬節中の祈り、回心、節制にあわせて愛の献金も。 

 
＜総務部・庶務＞	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
	 信徒連絡名簿ができました。２月２８日に配布予定。 
	 （各家庭、Ⅰ部ずつ）。 
個人情報に係わるものゆえ、取扱いにご注意ください。 

 
＜教会行事＞ 
☆信徒総会……3月 13日(日)	 ミサ後 
年に一回の大切な集まりです。多くの方々の参加を 
お願いいたします。 

 
＜ヨセフ会＞ 
３月の例会はお休みします。 
次回は４月 17日(日)	 ミサ後 

 



＜ロザリオ会＞ 
３月４日(金)	 ミサ後の例会はありません。当日行わ
れる世界祈祷日の礼拝に参加される方は一緒に行きま

しょう（JR小田原駅９時 17分発に乗ります） 
会場：日本キリスト教団茅ヶ崎恵泉教会  
受付：10時～	 	 礼拝開始：10時 45分 

	 礼拝中に市岡之俊神父様のメッセージがあります。 

 
☆ 第６地区中高生春合宿 
	 	 	 	 	 	 	 「主よ、ナゾときたまえ」 
日程	 2016年 3月 19日(土)～20日(日) 
場所	 足柄ふれあいの村 
対象	 新中学１年生～高校３年生（新大１） 
指導司祭	 和野信彦師 
主催	 第６地区青年部 (詳細はポスターで) 

 
 ☆第 13回	 横浜教区高校生大会 
	 テーマ「わたしダシ」 
	 2016年 5月３日(火)～４日 
	 カトリック中原教会 

	  
☆横浜教区聖書講座  	                      	  

	 パウロ書簡を読む (1) 
   講師	 熊木建郎師（横浜教区司祭） 
会場	 カトリック雪の下教会 
2016年４月 13日 開始 

	 	 	 	 	 （詳しくは案内ポスターで） 

 
  

	 主催：横浜教区青少年委員会 
  対象：高校生	 	 参加締切：４月 17日 
	  原則第２、第４木曜日	 10:30～12:00 
	  全 18回	 受講料 9000円	  

 
☆  司祭叙階式  
アシジのフランシスコ牧山善彦助祭（二俣川教会） 

	 	 	                     2016年 4月 29日(金)	 14:00 
   	                      カトリック二俣川教会聖堂 
	        ヨゼフ岡野充良助祭(大磯教会) 
   	                      2016年６月４日(土)	 13:00 
   	                      カトリック大磯教会	  

 


