
 
   

 

 

 

 

   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 

 

6 月のメッセージ 

        聖心の月を迎えて 

主任司祭 鵜飼好一 

6 月は聖心の月です。イエスさまの聖心は愛です。すべての人を救うために、イエ

スさまは耐え難い苦しみを十字架の上で忍ばれました。 

「友のためにいのちを与えるよりも大きな愛はない」と弟子たちに言われたように、

十字架の上で愛を呼びかけています。聖心の信心もよく知られていますが、十字架の

黙想と切り離しては意味がありません。十字架のみ業を黙想し、イエスさまが示され

た神さまの愛を私達キリスト者が更により深く味わい、神さまの愛の呼びかけに相応

しく答えることができますように恵みを願いましょう。 

今年の 6月の最初の日曜日は聖霊降臨の祝日です。聖霊は愛の霊です。「わたしが

あなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい」と新しい愛の掟を与えら

れたイエスさまは、父とご自分の霊、聖霊を送られる約束をなさり約束を果たされました。聖霊の照らしと助

けによって私たちも更に主に深く結ばれてみ旨にかなった愛の交わりに満ちた教会共同体となりますように主

に祈りましょう。 

 

【典礼部】祈る力を育てる部門 
 

★侍者奉仕学びのお知らせ 

7 月９日（日）ミサ後、鵜飼神父様にご指導いただ  

き、侍者奉仕の勉強会を行います。どなたでもご参

加いただけますので、よろしくお願 い致します。 

 

★典礼部会を６月１９日（月）９：５０～行います。 

★主日のミサで使用した「聖書と典礼」は、 

ご自宅にお持ち帰りいただき、みことば 

を深く味わうためにお役立てください。 

 

【教育養成部】信仰を伝える力を育てる
部門 
 

★６月８日（木）10時より、新規キリスト教講座 

「キリストと出会う」が開講いたします。 

信者の方・未信者の方、どなたでもご参加頂けます。 

詳細は、マリア学院の案内をご覧ください。 

 

★各講座のご案内を別紙の表にまとめました。 

皆さんのご参加をお待ちしております。 
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★教会便り No73 への原稿お願い         

 

内容：  「出会い」  

人生は出会い（とそのドラマ）の連続です。「出会

い」は必ずしも「人」とは限りません。例えば、書

店でふと手に取った本。人に進められて渋々見た映

画。ドライブ中の車内から見た見知らぬ町の光景。

何時かどこかで神様との・・・・・。偶然出会った

地元の人が驚く程の見事な花・紅葉。自宅の窓から

日々見る景色・空・雲。会社・教会・日々の営み・

旅先での人との出会い現在進行中の出会い。今は記

憶となった出会い。そのような事の投稿をお願い申

し上げます。 

 

①字数 原稿用紙 2 枚、約 800 字程度まで。短

くてもかまいません。 

②書体明朝体 ｻｲｽﾞ 10～12   （原稿用紙又は

普通紙に、手書きでもかまいません） 

③ 締め切り日 6 月下旬位まで 

 

  

 

 

【社会活動部】神の愛を証する力を育て

る              部門  

 

★第 4 日曜日の２５日は ミニバザーがあります。 

皆さんのご協力をお願いします。 

 

★社会活動部会を６月１０日(土)12:00～行います 

 

「教会へ来たくても来ることの出来ない方につ

いて」 

 

教会へ来ることの出来ない方には、多くの事情が有

ると思います。何か、お手伝い出来る事がないか、

話し合いたいので、（社会活動部に限らず）どうぞ

多くの方の参加をお願いいたします。尚参加下さる

方はお昼ご飯を持参ください。 

 

 

 

 

 

【財務】 

 
★ 世界広報の日献金（5/21）は横浜教区の広報活

動と中央協議会による全国の広報活動に活用され

ます。皆様のご協力を感謝いたします。   

 

★信徒傷害見舞金制度 

教会の福音宣教活動を支援する為、信徒及び一般の

教会利用者が教会施設内で怪我などの事故に遭わ

れた場合、お見舞金が支払われる制度です。 

本年も加入手続きをしましたので教会施設内で怪

我をされた時は財務または総務までご連絡下さい。  

                  

 

【総務・施設】 

           
★白アリ駆除 
５月中ごろにマリア学院西側階段付近および司 

祭館玄関付近に羽根付き白アリが窓一面に現れま

した。 

床下や壁の中などに大がかりな巣があるものと推

定されますが、床下は人が入れず、調査に手間取っ

ております。駆除作業の日程が決まり次第お知らせ

しますが、作業期間中の建物内への出入りに制限を

お願いするかもしれません。 

 

★庭の草取り 

６月１０日(土)9:30～11:00 に行います。(雨天時

17日に順延) 一緒に作業しましょう。 

 

 

 

【災害対策】 
 

６月１１日（日）ミサ後に、避難訓練を実施します。 

 

 

【ヨゼフ会】 

 
６月１８日（日）ミサ後に、フリートークのヨゼフ

会を開きます。ふるってご参加ください。 

 

 



【ロザリオ会】 

★６月２日(金)10:40～12:00 定例会 

★６月４日(日)聖霊降臨のパーティ 当番はＡグル

ープです。よろしくお願いします。   

★秋のバザーに向けて花フキンを作ってくださる

方、ご協力をお願いします。 

 

【第 6 地区第 28 回全体会について】 
5 月 14 日 13：30～15：30 小田原教会にて 

茅ヶ崎・平塚・大磯・秦野・二宮・国府津・小田原・

真鶴。以上 8箇所の教会、 

司祭、委員長、各部（典礼・宣教（教育養成）・福

祉（社会活動））委員・事務局、計 52名参加 

 

以下、内容紹介です 

・委員移動の報告 

・各部活動報告 

・会計報告と分担金徴収 

・6 グル-プに分かれての「話し合い」テ-マは 

「闇 から光へ」 

・委員会規約の説明。規約が変更され、 

 新規約にてスタ-ト。変更箇所の説明。 

・第 9回教区懇談会。9/30～10/1  

 テ-マ「地区を超えた交わりを目指して」 

・各教会からのお知らせ  

 箱根教会委員長より。 

  箱根教会閉鎖に向けて長い間 

 お世話になりました。 

 茅ヶ崎・平塚よりイベントのお知らせ 

 

・真鶴より 6/4 14：00 スペイン語のミサ 

 サレジオ会 山野内神父司式 

 

・市岡神父様より。新規約による第 6地区活動が 

 始まった。しばらく様子を見たい。 

 神に照らされているような宣教司牧に 

 なるよう に。 

 

・次回運営会 7/29（土）14時～茅ヶ崎教会 

・次回全体会 9/3（日）13時半～ 秦野教会 

・鵜飼神父様による終わりの祈り 

 

 

 

 

 

【病者訪問（ご聖体授与）について】 
 

ご希望の方、ご相談の有る方は、下記へお電話か、  

又は FAX でご連絡下さい 

                       TEL 0465-22-2590    

                       FAX 0465-22-3522 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2017 年 6 月のミサ時間・その他 

日 曜日 教会暦と典礼 時間 行事・部会 講座・講演 活動 
横浜教区 

第６地区 

1 (木) 聖ユスチノ殉教者(記)           

2 (金) 週日のミサ 10:00 ロザリオ会 10:40       

3 (土) 聖霊降臨の主日のミサ 18:00   入門講座 19:30 

4 (日) 
聖霊降臨の主日 ミサ 10:00 聖霊降臨のパーティ   

   司式 鵜飼師   外国籍会議  パーティ後       

5 (月) 聖ボニファチオ司教殉教者(記)       太極拳 10:00   

6 (火)       聖書 100週間A10:00   

7 (水)                              キリスト教講座 9:30   ・入門講座 19:00 

8 (木)        キリスト教講座 10:00 太極拳 19:00   

9 (金)   10:00   聖書 100週間 B10:30   

10 (土) ミサはありません 18:00 

庭の草取り 9:30～11:00  (雨天：6/17 に順延) 

社会活動部会 12:00 
 

  

教会委員会 14:00 入門講座 19:30 

11 (日) 
三位一体の主日 集会祭儀  10:00 教会学校 9:00       

    防災避難訓練ミサ後       

12 (月)         太極拳 10:00   

13 (火) 聖アントニオ司祭教会博士(記)           

14 (水)       入門講座 19:00 

15 (木)     聖書の分かち合い 10:00 太極拳 19:00   

16 (金) 週日のミサ 10:00   聖書の分かち合い 10:30   

17 (土) キリストの聖体のミサ 18:00   入門講座 19:30 

18 (日) 
キリストの聖体 ミサ 10:00 ヨゼフ会 11:15 第６地区宣教部会 12:30 

   司式 谷脇師(教区司祭)         真鶴 

19 (月)     典礼部会 9:50   太極拳 10:00   

20 (火)       聖書 100週間A10:00   

21 (水) 聖アロイジオ・ゴンザガ修道者(記)                           キリスト教講座 9:30   ・入門講座 19:00 

22 (木)     キリスト教講座 10:00 太極拳 19:00   

23 (金) イエスのみ心の祭日のミサ 10:00   聖書 100週間 B10:30   

24 (土) 
年間第１２主日のミサ 

18:00   
入門講座 19:30     

洗礼者聖ヨハネの誕生（祭）   
 

  

25 (日) 

年間第１２主日 ミサ 

10:00 

教会学校遠足 キリスト教講座 湘南地区聖歌隊交歓会(予定) 

聖ペトロ使徒座への献金 ミニバザー 13:00 (大船) 

   司式 市岡師         

26 (月)         太極拳 10:00   

27 (火)             

28 (水) 聖イレネオ司教殉教者(記)     入門講座 19:00 

29 (木) 聖ペトロ聖パウロ使徒(祭)   キリスト教講座 10:00 太極拳 19:00   

30 (金) 週日のミサ 10:00         

７月 
      

1 (土) 年間第１３主日のミサ 18:00   入門講座 19:30 

2 (日) 
年間第１３主日 ミサ 10:00     

   司式 久我師           

3 (月) 聖トマ使徒(祝)       
太極拳

10:00 
  

4 (火)       聖書 100週間 A10:00   

5 (水)                             キリスト教講座 9:30   ・入門講座 19:00 

  
*(金)(土) ミサの司式：鵜飼師 

 
*(月)(水)(木)(土) 6:30 早朝ミサの司式：鵜飼師 

 


