
 
   

 

 

 

 

   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 

 

ちょっと一言 

主任司祭 鵜飼好一 

 梅雨の季節の中にあって思う。雨を鬱陶しいとばかりは言えない。車を走らせると田んぼに稲の苗が植えら

れているのを目にする。将来見事に黄金色をした稲の収穫を想像する。水たまりの中で様々な生命が息づいて

いるようで、急に何処からともなく命の鼓動が聴こえてくるように感じる。雨の日に庭の地面をよく見ると普

段見られないミミズの引っ越しが見られる。小田原は湿気が多いからだろうか、沢山の苔が庭のあちこちで見

られる。梅雨の時期にはそれが一段と色鮮やかに映えて趣を増している。水は命を豊かに育む。その命の鼓動

を注意深く聴く心のゆとりが欲しいと思う。 

 日本の季節の移り変わりはその時期に独特の趣がある。これはたいへん嬉しいことである。平凡に見える日々

においても、毎日が同じように見えて同じではない。変化を疎ましく思う心と、変化を喜ばしく感じる心があ

る。しかし、命の特徴は常に変化し成長し続けることにあると思う。 

 幼稚園の小さな子どもたちと過ごす日々の中で、ちょっとした変化が成長の印として見られ、嬉しく思う。

成長していく力強いエネルギーと、将来の可能性を想像するとき、神の創造のみわざを心から賛美したいと思

う。聖書の成長する種の話を思いだす。神の慈しみは命を育み成長させる力である。子どもたちが健やかに成

長することを願う。特に神のみことばによって…。 

 

【典礼部】祈る力を育てる部門 
 

★侍者奉仕の学び	  
7 月９日（日）１１時３０分～侍者奉仕の勉強会を

行います。	  
鵜飼神父様のご指導のもとミサの奉仕を学びます。	  
どなたでもご参加いただけます。お待ちしています。	  
	  	  
★倉橋輝信神父様（サレジオ修道会）ご紹介	  
７月２３日（日）ミサ司式の倉橋神父様は、 

南米ボリビアに派遣され、長きにわたり貧しい子ど

もたちのためには働かれておられます。 

現在日本に一時帰国中です。現地での貴重なお話を

お伺い出来る貴重な機会になると思います。 

  

★７月２３日（日）１４時～英語ミサが行われます。

（司式：鵜飼師） 

今後毎月第４日曜日１４時～英語ミサが出来る様

に外国籍の方々とともに準備を始める事となりま

した。 
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 On July 23ｒｄ（sun） 

 There wil l be an English mass from 

2pm 

 On the 4th Sunday of every month 

 There wil l be an English mass from 

2pm 

 

 

 

【教育養成部】信仰を伝える力を育てる
部門 
 

★鵜飼神父様の講座が 6月より始まりました。 

毎月第 3金曜日、主日の福音を分かち合います。 

みなさんの参加を歓迎します。 

 

★教会学校サマーキャンプ（概要） 

7/29~30 大磯教会 

29 日 神父様のお話の後グループワーク、プール、

手話練習、海岸で花火を見る… 

30 日 ミサの聖歌の中で手話、スイカ割り、掃除と

片付け 
          

【総務・施設】 
 

★白アリ駆除 

５月中頃に司祭館玄関付近とマリア学院台所階段

付近に、羽根付き白アリの発生が見られました。 

業者に駆除を依頼しておりますが、関係者には日程

が決まり次第お知らせしますので、片づけなどご協

力をお願いします。 

  

★ルルド築山のコンクリート表面のひび割れ 

正面から見て、左上付近にひび割れが見られ、一部

はがれた状態であり、崩落の危険があります。 

ひび割れの原因としてマキの木の根の張りがあり、

７月上旬にマキの木とその根っこの除去作業を行

います。 

  

★司祭館サンルームの改修工事 

１Ｆ居間の南側部屋は、床の傾斜や歪が進み、使用

できない状態です。 

これを７月３日（月）～５日（水）に修理して、会

議や講義室として利用を考えています。 

 

★６月１０日（土）晴天に恵まれ、教会庭の草取り

作業を行いました。 参加された２３名の皆さま、

ありがとうございました。 

【総務・事務】 
 

★８月～12月までの行事予定 

・８/15  聖母の被昇天：簡単なパーティの予定 

・９/17 敬老の祝福式 

・10/7 幼稚園運動会(雨天：9日) 

・10/21 除草作業 

・11/5  小田原教会バザー 

・11/12 子どもの祝福式と七五三のお祝い 

・11/23 秋の遠足 

・12/3  入門式・12/10 待降節黙想会 

・12/17 大掃除・ヨゼフ会忘年会 

 

 

 

【ロザリオ会】 

★7月例会 7 月 7日（金）10：40～12：00 

★秋のバザ-に向けて手仕事等ご協力ありがとうご

ざいます。 

 又、毎年ご寄付いただいている品物は、9月にマ

リア学院 2階にダンボ-ル箱を設置しますので、そ

の中に入れてください。それ迄は自宅に置いてくだ

さいますようお願い致します。 

 

★６月４日（日）に鵜飼神父様の着任のお祝いと 

聖霊降臨パーティを行いました。当番 Aグループの

皆さん、準備をありがとうございました 

 

 

【忘れ物について】 
 教会内の忘れ物を発見された方は、お手数ですが、

マリア学院の忘れ物のカゴにお入れください。 

又、お心あたりの方は、カゴを見てください。 

半年経過しても、そのままの物は処分させて頂きま

す。 

 

 

 

 

 



【車椅子について】 
 マリア学院に設置してある車椅子は、どなたでも 

ご使用いただけます。教会内で使用の場合は、その

ままご使用ください。 

教会外で使用の場合は、ノ-トに、お名前・電話番

号・貸出期日・ご返却予定日を記入願います。 

但し、あまり長期間のご使用はご遠慮願います。 

 

 

 

【箱根教会の活動の廃止について】 
 

 66 年間続けてきた箱根教会ですが、諸般の事情

により 2017 年 4 月 16 日付で廃止し、小田原教

会へ統合する事となりました。 

 

つきましては、これまでの感謝の気持ちを込め

て 

2017 年 7 月 16 日 14：00～「感謝のミサ」

が市岡神父様、鵜飼神父様司式により行なわれ

ます。 

 

尚、箱根教会の駐車場が狭い為、電車、バス等 

公共機関をご利用頂きお越しください。 

箱根の深緑の中に佇む落ち着いた雰囲気の教会を

訪れてくださった全ての方に感謝を申し上げます。 

 

又、箱根教会で活躍してこられた皆様におかれまし

ては今後共、小田原教会を支えてくださいますよう

お願い申し上げます。 

 

 

 

【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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 <お知らせについて> 
 

  どなたでも「お知らせしたい事柄」があれば 

「お知らせ」に投稿できるようにしています。 

 ご活用ください。    

 

 

 

 

 

 

 

 



2017 年 7 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 (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   キリスト教講座13:00 

   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 

6 (木)         太極拳 19:00   

7 (金) 週日のミサ 10:00 ロザリオ会10:40       

8 (土) 年間第 14主日のミサ 18:00 教会委員会 13:30 入門講座 19:30 

9 (日) 
年間第 14主日 10:00 日曜カフェ11:10                     典礼部会 14:00 二宮 

   司式 鵜飼師   侍者奉仕の勉強会 11:30               

10 (月)         太極拳 10:00   

11 (火) 聖ベネディクト修道院長(記)           

12 (水)       入門講座 19:00 

13 (木)        キリスト教講座10:00 
・太極拳

19:00 
  

14 (金) 週日のミサ 10:00   聖書 100週間 B10:30 

15 (土) 18:00 ミサはありません     入門講座 19:30 

16 (日) 
年間第 15主日 集会祭儀 10:00 ヨゼフ会 11:15 キリスト教講座13:00 

    感謝のミサ：箱根教会 14:00       

17 (祝)             

18 (火)       聖書 100週間A10:00 

19 (水)     
                                  入門講座

19:00 
入門講座 19:00 

20 (木)     聖書の分かち合い10:00 
・太極拳

19:00 
  

21 (金) 週日のミサ 10:00   聖書の分かち合い10:30 

22 (土) 
年間第 16主日のミサ 18:00   

入門講座

19:30 
    

聖マリア(マグダラ)(祝)       
 

  

23 (日) 

年間第 16主日 10:00 ミニバザー       

   司式 倉橋師       
 

  

English MASS 司式：鵜飼師 14:00     
 

  

24 (月)         太極拳 10:00   

25 (火) 聖ヤコブ使徒(祝)   典礼部会 10:00       

26 (水) 聖マリアの両親聖ヨアキムと聖アンナ（記）   入門講座 19:00 

27 (木)        キリスト教講座10:00 
・太極拳

19:00 
  

28 (金) 週日のミサ 10:00   聖書 100週間 B10:30 

29 (土) 
年間第 17主日のミサ 18:00 教会学校サマーキャンプ・入門講座19:30  運営会 14:00 茅ヶ崎 

聖マルタ(記)     
  

  

30 (日) 
年間第 17主日 10:00 教会学校サマーキャンプ       

   司式 テハン師     
  

  

31 (月) 聖イグナチオ司祭(記)       太極拳 10:00   

8 月 
      

1 (火) 聖アルフォンソ司教教会博士(記)           

2 (水)     
                                  入門講座

19:00 
  

3 (木)         太極拳 19:00   

4 (金) 週日のミサ 10:00         

5 (土) 主の変容のミサ 18:00         

6 (日) 主の変容 10:00     

＊(金)(土)ミサの司式：鵜飼師  (月)(水)(木)(土)の 6:30～早朝ミサが行われます。司式：鵜飼師 


