
 
   

 
 

 

 
    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 
 

 

【典礼部】 

★横浜教区からのお知らせ 

典礼研修会  

 日 時：２月１１日（日）１０時～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」 

 参加費：５００円 

 詳細はマリア学院机上の案内をご覧ください。 

	  
★典礼部会は２月１６日（木）１３時～です。 
 

【教育養成部】 

★1 月 15 日(日)新成人の祝福が行われました。 

★~日々の子育てを振り返ってみませんか~ 

1 月 18 日（水）シスター小野 恭世師(イエズス孝

女会/教育カウンセラー)の 講話が新玉幼稚園ホー

ルでありました。楽しい雰囲気の中、「親業
おやぎょう

」を

教えていただきました。 

★ 女子パウロ会の出張販売日は 2 月 5 日(日)です。

ぜひご利用ください。 

★ 教会学校 

初聖体の準備を 2月 12 日からスタートします。

毎月第 2・第 4日曜日  9:00 ~ 9:45 

 対象 新小学 2年生以上で初聖体を希望するお子様 

(洗礼を受けていらっしゃらない場合は、その準備

も一緒にいたします。) マリア学院テーブル上の申

込用紙にご記入ください。 
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★ 講座のご案内 

 和野神父様の「金曜講話」2月のテーマは

「ゆるしの秘跡と共同回心式について」です 

 興味のある方は、どうぞご参加ください 

    2 月 17 日 ミサ後 10:30 ~ 12:00 

★ 教育養成部会は 

2 月 12 日(日)11:30 ~ 12:30 です。 

 

【社会活動部】 

★炊き出し 

12 月～2月の間で 10日間を当教会が担当しまし

た。残すは 2月 12 日が最終日となります 

お陰様でのべ 150 名の路上生活者のお腹を満たす

ことができました 

食材などの寄付や豚汁料理・おにぎり作りのご協

力をありがとうございました。 

 

★ペットボトルのキャップ・古切手の収集活動は

取りやめることにしました。 

今までのご協力ありがとうございました。 

アルミ缶の収集は今まで通りとし継続します 

 

★社会活動部会は 3月 4日（土）12時～です  

 

 

★～音楽を通して人権擁護を感じ・考えよう～ 

 

「風の旅」チャリティーコンサート 

・2 月 19 日（日）14:00～（開場 13:30） 

・ソプラノ 橋本京子 入場料 1000 円 

 



・プログラム： アヴェマリア（カッチ-二）

糸・津軽の故郷・他 

・会場： 小田原クリスチャンセンタ- 

小田原市城山 1-6-18 

      小田原駅 西口より徒歩 3分  

駐車場はありません 

 

・チケット：TEL050-1304-8729 

（月～金 午前 9：00～17：00） 

「主催」 

NPO 法人ウエスト神奈川女性の人権を守る会 

 

 

【総務・施設担当】 

 

台所の床板を張り替えました。 

ところどころキシミが目立ち、不安を感じており

ましたが、このたび床内面に補強を加えたうえで、

床板と表面シートの張り替えをしました。 

 

【ロザリオ会】 

2 月 3日(金)10:40～12:00 例会 

「私が少女だった頃日本は戦争をしていた」との

テーマで話と分かち合いをいたします。疎開体験

者や戦後の混乱期に育った時を経て、今、私たち

が単なる昔話に終わらず何を考え、どう次の世代

につなぐかを皆さまと分かち合いたいと思います。

ご参加をお待ちいたしております。 

 

【教会行事】 

１月１５日（日） 餅つき新年会 

 

今年はノロウイルスの対策や、当日の天候の心

配等ありましたが、教会委員長さんはじめ、ヨゼ

フ会の皆さま、ロザリオ会会長、今回ロザリオ会

担当 Dグループの皆さまのご尽力によって、例年

通り賑やかに開催出来たこと、お礼申し上げます。

当日、餅つきに参加した子供たちの笑顔、お餅を

召し上がって楽しそうな皆さまの笑顔、「美味し

かったよ」と言って頂けたこと、大変嬉しく思っ

た１日となりました。 

 

 

<第 6 地区よりのお知らせ> 

★第 6地区春合宿「ふれんどりー」 

3 月 26 日(日)~27 日(月) カトリック二宮教会 

対象は、新中学 1年生~高校 3年生（新大 1） 

申込は、郵送受付（マリア学院テーブル上の案内

をご覧ください。） 

主催 第 6 地区青年部 

 

★第 27 回第 6地区共同宣教司牧委員会全体会  

 1 月 22 日（日）13：30～15：45 二宮教会 

 話し合いのテ-マ「今、小教区で感じていること」

でした。 

 

「マリア学院使用についてのお願い」 

 

 使用したい、と思われる方は学院内掲示板の使

用予定表にご記入くださる時に使用予定が重なら

ないよう、お気を付けください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2017 年 2 月のミサの時間 

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 (水)      9:30  入門講座     

2 (木)           

3 (金) 10:00 週日のミサ 10:40  ロザリオ会       

4 (土) 18:00 年間第 5主日のミサ         

5 (日) 
10:00   年間第 5主日のミサ 女子パウロ会の 13:00  入門講座     

司式：油谷師 出張販売       

6 (月)           

7 (火)     
10:00 聖書１００

週間Ａ 
    

8 (水)           

9 (木)           

10 (金) 
10:00  聖スコラスチカおとめの記念日のミ

サ 
  

10:30 聖書１００

週間Ｂ 
    

11 (土) 18:00 年間第 6主日のミサ 

    10:00 教区典礼研修会  

    
 

（藤沢

教会） 

12 (日) 

10:00 年間第 6主日のミサ  炊き出し⑩       

司式：和野師   9:00  教会学校   
 

  

  11:15  日曜カフェ   
 

  

  11:30 教育養成部会       

13 (月)           

14 (火)           

15 (水)      9:30  入門講座     

16 (木) 
  13:00  典礼部会 10:00 聖書 

  分かち合い 

    

        

17 (金) 10:00 週日のミサ   10:30 金曜講話(和野師)   

18 (土)  ミサはありません 14:00  教会委員会       

19 (日) 10:00 年間第 7主日の集会祭儀 

11:15  ヨゼフ会 13:00 入門講座 
    14:00 第６地

区宣教部会 
  

      
（二宮

教会） 

20 (月)           

21 (火)     
10:00 聖書１００

週間Ａ 
    

22 (水)           

23 (木)           

24 (金) 週日のミサはありません   
10:30 聖書１００

週間Ｂ 
    

25 (土) 

18:00 年間第 8主日のミサ          13:30 第６地区福祉部会 

        

（国府

津教

会） 

26 (日) 
10:00 年間第 8主日のミサ   9:00  教会学校       

司式：市岡師 ミニバザー       

27 (月)           

28 (火)           

3 月 
     

1 (水) 10:00 灰の水曜日（大斎・小斎）のミサ     9:30 入門講座     

2 (木)           

3 (金) 10:00 週日のミサ 
          10:30「世界祈禱日」 

       日本基督教団 平塚教会 

4 (土) 18:00 四旬節第 1主日のミサ 12:00 社会活動部会       

5 (日) 10:00 四旬節第 1主日のミサ     

 
*（金）（土）ミサの司式：和野師 

    

 


