
 
   

 
 

 

 
    カトリック小田原教会の守護聖人 
      幼いイエスの聖テレジア 
 

 

和野主任司祭より新年の挨拶 

  

 新年あけましておめでとうございます。 

この一年が皆様にとって、神さまの祝福に満たさ

れた年となりますように。 

 また共同体としての一致がより深まり、ともに

赦しを願う者となることが出来ますように。 

 みことばを通して、「識別の年」としてまいり

ましょう。 

 

教会委員長より 

 皆様 謹んで新年のお慶びを申し上げます 

今年が明るく平穏な年でありますように 

もしも、試練と思える事が生じても、例え心で  

は泣いていても微笑みを絶やす事無く過ごす事が

出来る人になれますように 

 本年もよろしくお願い申し上げます。 

 

＜典礼部＞ 

★1 月 15 日（日）ミサの中で、「新成人の祝福

式」が行われます。希望者はマリア学院の申込用

紙にご記名ください。 

★１月１８日（水）～２５日（水）は、キリスト

教祈祷一致週間です。 

 

2017 年 1 月号 Ｎｏ81 

1 月 1 日発行 

今回のテーマは、「和解̶キリストの愛がわたし

たちを駆り立てています」（二コリント 5・14‐

20）世界に広がる教会と心を合わせてキリスト者

の一致を祈りましょう。 

1 月 22 日(日)16 時 

川崎聖パウロ教会にて『合同夕の礼拝』が行われ

ます。 

 

 

 

★タガログ語によるミサ 

１２月１８日（日）15時 ロエド師によるミサを

行いました 

 小田原教会でタガログ語ミサが開催されたこと

は、横浜教区司教がヴィジョンとして掲げた「交

わりとしての教会をめざして」歩むことへの、と

ても大切で大きな進展です。 

小田原近郊から７０人近くの方がミサに集い、

ミサ中には感極まって涙ぐんでいる姿もありまし

た。ミサ後は、マリア学院で手作りのフィリピン

料理を持ち寄り、クリスマスソングを歌ったり神

父さまと歓談しながら、楽しいひと時を過ごして

いました。 

司式をされた藤沢教会のロエド神父さまは、フ

ィリピンコミュニティーの人たちに、毎月定期的

なタガログ語ミサを希望するのではなく、それぞ

れが所属する教会で日本語の主日ミサに与り、日

本の共同体のなかで交わっていくことが最も大切

なことですと、強調されていました。 

 

 



＜教育養成部＞ 

☆新講座の案内 

    和野信彦神父様の「金曜講話」が 1月 20 日か

らスタートします。 

     毎月第 3金曜日ミサ後 10:30~12:00 

☆教会だより７２号ができました。各家庭１部ず

つ、ご記名のうえお持ち帰りください。 

 

☆  講話のご案内 

 テーマ: 「日々の子育てを振り返ってみませんか 

日 時:   1 月 18 日(水)10 時~11 時 

    場所:   新玉幼稚園ホール 

    講師:   小野 恭世 (イエズス孝女会/教育カウン

セラー) 

どなたでも参加いただけます。 

また小さなお子さま連れでも大丈夫です 

 

 

＜社会活動部＞ 

☆炊き出し 

豚汁料理・おにぎり作りの手伝いと、米、ホッカ

イロなどのご寄付をありがとうございました 

お陰様で残すは１月８日・２９日、２月１２日の

３回となりました 

路上生活の方々は温かい豚汁・オニギリに満悦の

様子でした 

これからも、昨年同様によろしくお願いします。 

＊野菜は引き続き寄付をお願いします。 

 コメは足りています。 

☆社会活動部会 1 月 14 日 12 時～ 

  内容： まとめとこれから 

 

☆ミニバザー1月２２日 ミサ後開催 

 

 

 ＜ヨセフ会＞  
１月のヨゼフ会の集いは、新年会のため休会しま

す。  

 

 

 

 

＜日曜カフェ＞ 

１月は日曜カフェをお休みします。新年会の餅つ

き大会をお楽しみください。 

 

 

＜ロザリオ会＞ 

☆１月の例会はありません 

☆１月１５日（日）新年会餅つきの手伝いをお願

いします（パーティ当番はＤグループ） 

 

 

＜第６地区からのお知らせ＞ 

【典礼部会】 

１月２９日（日）１４時から茅ヶ崎教会にて、３

～５月の第６地区ミサ・スケジュール策定の部会

が行われます 

 

 

＜横浜教区からのお知らせ＞ 

第 36 回典礼研修会のお知らせ 

 

日時:2 月 11 日（土）10～16 時 

場所:カトリック藤沢教会 

テーマ:「みことばを生きる共同体」 

詳細は後日お知らせいたします。 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 



2017 年１月のミサ時間・その他 

日 曜日 ミサ・典礼の時間 行事・部会 講座・講演 活動 
教区・ 

第６地区 

1 （祝） 

11 時 神の母聖マリアの

ミサ 

司式：和野師 

        

司式：和野師         

2 
（振

休） 
          

3 （火）           

4 （水）           

5 （木）           

6 （金） ミサはありません         

7 （土） 18 時 主の公現のミサ         

8 （日） 
10 時 主の公現のミサ  炊き出し⑧ 13 時 入門講座 14 時 共同宣教司牧委員会 

司式：和野師   
 

第６地区運営会(小田原） 

9 （祝） 
主の洗礼の祝日(ミサはあ

りません) 
    

10 時 入門講座ヘルパー養成 

フォローアップ講座(藤沢) 

10 （火）           

11 （水）           

12 （木）           

13 （金） 10 時 週日のミサ   10 時半 聖書 100 週間Ｂ   

14 （土） 
18 時 年間第２主日のミ

サ 

12 時 社会活動部会       

14 時 教会委員会   
 

  

15 （日） 

10 時 年間第 2主日のミ

サ 
  9 時 教会学校       

新成人の祝福式 餅つき新年会   
 

  

司式：和野師         

16 （月）           

17 （火）     10 時 聖書１００週間Ａ   

18 （水） 
キリスト教一致祈祷週間

25日まで 
  

 9 時半 入門講座   

10 時「日々の子育てについて」新玉幼稚

園 
  

19 （木）     
10 時 聖書 

 分かち合い 
    

20 （金） 10 時 週日のミサ   10 時半 金曜講話(和野師)   

21 （土） 
18 時 年間第 3主日のミ

サ 
        

22 （日） 

10 時 年間第 3主日のミ

サ 
  9 時 教会学校 13 時 入門講座 13 時半 共同宣教司牧委員会 

司式：オボス師 ミニバザー   第６地区全体会(二宮) 

  
    

16 時合同夕の礼拝 川崎聖パ

ウロ教会 

23 （月）           

24 （火）           

25 （水）           



26 （木）           

27 （金） 10 時 週日のミサ   10 時半 聖書１００週間Ｂ   

28 （土） 
18 時 年間第 4主日のミ

サ 
        

29 （日） 

10 時 年間第 4主日のミ

サ 
 炊き出し⑨ 13 時 入門講座 14 時 共同宣教司牧委員会 

司式：久我師     第 6 地区典礼部会(茅ヶ崎) 

世界こども助け合いの日

（献金） 
        

30 （月）           

31 （火）           

2 月 
     

1 （水）     9 時半 入門講座     

2 （木）           

3 （金） 10 時 週日のミサ 10 時半 ロザリオ会       

4 （土） 
18 時 年間第 5主日のミ

サ 
        

    ＊(金)(土）の司式：和野師         

 


