
 
   

 

 

 

 

   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】祈る力を育てる部門 

 

★灰の水曜日のために昨年の枝は集めませんので、

お持ちの方は各ご家庭でご処分お願い致します。 

 

★四旬節中のゆるしの秘蹟については、主日のミ

サの前後、金曜日のミサの前後に受けられます。 

それぞれ、その日のミサの司式司祭に申し出てく

ださい。 

その他の日に受けたい方は主任司祭に電話で申し

込むこともできます。 

 

★四旬節の黙想会 

 日程   ３月 26 日（日）四旬節第４主日 

指導司祭 久我純彦神父（秦野教会） 

内容 ・ミサの中で行う共同回心式 

・みことばの黙想（レクチオ・デヴィナ） 

詳細は後日別途案内を配布いたします。 

 

★十字架の道行は、３月 3 日（金）ミサ後 

         ３月１９日（日）集会祭儀後 

  

 

 

【教育養成部】信仰を伝える力を育てる部門 

 

★2 月 5日女子パウロ会出張販売の御礼に影絵作

家 藤城 清治氏の「アシジの聖フランシスコ」の素 

晴らしい御本を戴きましたので御報告致します 

図書貸し出しをどうぞご利用下さい。 

★一粒会大会のお知らせ 

10 月 9日(月・体育の日)軽井沢大賀ホール 

にて 11 時開場、12時開会、16時閉会で 

第 50 回一粒会大会が開催されます。 

第 6 地区では、貸切バスを利用するか現在検討中

です。参加希望(予定で構いません)される方はマリ

ア学院の用紙に記入してください。 

          

 

【社会活動部】神の愛を証する力を育てる部門 

 

★炊き出し 

 12 月 4日より 2月 12 日まで、日曜日７日、 

平日 3日にわたって 10回行い、延べ 150 名の 

方々に温かい、とん汁、おにぎり等配食すること

ができました。 

 今年の特徴は①炊き出し現場が遠くて来ること

が出来なかった飯泉河川敷や白鴎中学海岸に居住

する 4名の方々に届けることができたこと。 

②炊き出し準備の支援を時間ごとの「炊き出しの

協力者募集」一覧表を作成し皆さまにお願いした

ところ多くの方々の協力が得られたこと。 

③食材や土産品の寄付も、米、野菜、梅干し、ホ

カロン、さつまいも、みかん、飴等、例年以上に 

いただき、米は一度も買うことなく残るほどでし

た。なお残った米は毎週木曜日の夜、おにぎり他

を持って路上生活者の巡回相談をしている「小田

原交流パトロール」に寄付させていただくことに 

致しました。ありがとうございました。皆さまの

ご協力に感謝、感謝です     
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★社会活動部会 

 3 月４日（土）12時～14時 

 マリア学院 2階 

 内容・2016 年度反省 

     ・ミニバザー・炊出し 

     ・学習支援教室・その他 

   ・2017 年度計画 

     ・教会へ来られなくなった方への対応 

     ・その他 

 

【ロザリオ会】 

 

★3 月 3日（金）初金ミサ後のロザリオ会はあり

ません 

 

★3 月 3日（金）日本基督教団平塚教会に於いて 

 「2017 年世界祈祷日」が開かれます。 

 （10：30～12：30） 

 皆様と参加したいと思います。 

 参加されます方は 

 小田原発 09：17⇒平塚着 09：40 

 集合は、小田原駅改札口 09：05 

 昼食は各自、用意してください。 

 

 

【日曜カフェ】 

教会学校のみなさん 

先日の日曜日は、日曜カフェに参加し、手作りの

ケ-キをみなさんに振舞って下さり有難う御座いま

した。 

日曜カフェが作り出した波紋に教会学校が共鳴し

たように思えます。 

子供達の笑顔と多くの大人が一緒に楽しんでいま

したね。 

教会委員長として、感謝します。 

 

【総務・施設】 

これから春めいてくると、教会の建物や庭に、シ

ロアリや毛虫の発生が考えられます。 

見つけられた方は小出までお知らせください。 

  

 

<横浜教区からのお知らせ> 

合同入信志願式 ２０１７年３月５日（日） 志

願者、代父母集合１４：４０  

開式 １５：００ 終了１６：３０  

場所 カトリック藤沢教会 司式 梅村昌弘司教 

 

 

<教会委員長より> 

皆様 漸く春らしい日差しを楽しめる時期とな

りました。誰も見ないような道端の雑草に咲く小

さな花、野山の茶色の中に芽生える小さな緑。 

然し、少し目線を変えると一生懸命に花粉を飛

ばそうと手ぐすねを引く杉林。春一番の大嵐。然

しその後に浮かぶ大きな虹。人間の思惑には頓着

しない大自然の大きな流れ。四季に恵まれた日本。

自然を楽しみましょう。 

今年もなんとか満開の桜を楽しめそうです。 

まだ寒い日もあります。皆様お体を大切に。 

 

<忘れ物について>  

マリア学院の「忘れ物」のカゴにメガネとか、

その他の物が入っていますが、皆様よりお申し出

がありません。特にお困りでは無いようですので、

4月に入りましたら処分させていただきます。 

お心当たりの有る方は、各自、内容物をご確認

ください。 

 

<信徒総会について> 

  ４月２日（日） 

 ミサ後の 11:15 開催～12:30 終了 

 年に一回の信徒総会です 

 皆さんの参加をお願いします 

 

  



2017 年 ３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 
横浜教区 

第６地区 

1 (水) 
10:00 灰の水曜日（大斎・小斎）のミ

サ  
   9:30 入門講座     

2 (木)       19:00 太極拳   

3 (金) 
10:00 週日のミサ     10:30「世界祈禱日」 

ミサ後十字架の道行      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 ミサ ミサ後、典礼部「聖体授

与の臨時の奉仕者 

の集い」 

  14:40「合同入信志願式」 

司式：三浦師   カトリック藤沢教会 

6 (月)       10:00 太極拳   

7 (火)     10:00 聖書１００週間Ａ   

8 (水)           

9 (木)       19:00 太極拳   

10 (金) 10:00 週日のミサ   10:30 聖書１００週間Ｂ   

11 (土) 18:00 四旬節第 2主日のミサ         

12 (日) 
10:00 四旬節第 2主日 ミサ  9:00  教会学校卒業式 13:00 入門講座     

司式：和野師 11:10 日曜カフェ       

13 (月)       10:00 太極拳   

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 

19:00 太極拳   

    
 

  

17 (金) 
10:00 日本の信徒発見の祝日のミサ   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 四旬節第 3主日 集会祭儀 12:30 映画鑑賞会 13:00 入門講座     

集会祭儀後、十字架の道行 【バベットの晩餐会】   
 

  

  ミニバザー       

20 (祝) 聖ヨゼフの祭日・ミサはありません     10:00 太極拳   

21 (火)     10:00 聖書１００週間Ａ   

22 (水)           

23 (木)       19:00 太極拳   

24 (金) 10:00 週日のミサ   10:30 聖書１００週間Ｂ   

25 (土) 18:00 四旬節第 4主日のミサ         

26 (日) 
10:00 四旬節第 4主日 ミサ 

  9:00  教会学校 
２６日~２７日 

第６地区春合宿フレンド

リー 
  

  黙想会と共同回心式 司式：久我師     二宮教会（対象：中高生） 

27 (月)           

28 (火)           

29 (水)           

30 (木)   9:30 典礼部会   19:00 太極拳   

31 (金) ミサはありません         

４月 
     

1 (土) 18:00 四旬節第 5主日のミサ         

2 (日) 
10:00 四旬節第 5主日 ミサ 11:15 信徒総会       

司式：和野師         

3 (月)       10:00 太極拳   

4 (火)           

  
*（金）（土）ミサの司式：和野師 

   

 


