
 
   

 

 

 

 

   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 

 

   地区集会実現に向けて 

                                

 

 「交わりとしての教会をめざして」                   主任司祭 鵜飼好一 

これは梅村司教様による横浜教区の基本的な方針です。どうしたら「司祭と信徒」また「信徒同士」がより

深い交わりを築くことができるのでしょうか。教会が福音宣教の使命をよりよく果たすために、今私たちが第

一に考えなければならないことだと思います。 

「祈ることのできる共同体」「信仰を伝えることのできる共同体」「愛を証しすることのできる共同体」を

めざして、キリストにおける神秘体としての一致と兄弟愛に基づいた互いの奉仕によって聖霊による愛の交わ

りを深めていくことができるように努めていきたいと思います。 

この司教教書に基づいて、小教区を超えた交わりが深められるようになりましたが、他の地区に比べると神

奈川第 6地区では地区内の 8つの教会の間でお互いの交わりが広く頻繁に行われていると思います。大変すば

らしいと思います。一方で小田原教会と真鶴教会の主任司祭として戸惑いを感じています。 

 現状では、主任司祭としての小田原教会の信徒との交わりは難しく、「浅い交わり」のイメージが私の頭の

中に定着しそうです。 

 発端は病人訪問の件でした。病気などの理由で教会に来たいけれど来られない方がどこにどの程度いらっし

ゃるのか知りたいと思い教会委員会でそのことを取り上げたことがきっかけとなりました。 

小田原教会に赴任してから一番難しいと感じていることは、多くの信徒の皆様との触れ合いの場が少ないこ

とです。教会で何かの役割を担い活躍している方々は別として、基本的に月に 1回の日曜日のミサの時しか小

田原教会の信徒の皆様とお会いできる機会がないということはどういうことでしょうか。一か月四回の日曜日

のミサとミサ後の時間を小教区の信徒との交わりの時間としてフルに活用しても足りないのは明らかです。こ

ういった状況の中で小田原教会としての小教区共同体をどのように育んでいけるのでしょうか。 

土曜日の 6時からのミサもありますが、基本的に日曜日のミサ後の場だけを小田原教会の信徒の交わりの場

と考えると、「私の羊は私を知っており、私も羊を知っている」という状態になるにはどれほど多くの時間が
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かかるでしょうか。小田原教会の小教区としての特徴を知ると共に、お互いに知り合うための場を工夫しなけ

ればなりません。ロザリオ会（婦人会）やヨセフ会（壮年会）など、教会活動の場は幾つもありますが、更に

司祭と信徒、信徒同士の交わりの場として「地区の集まり（地区集会）」を考えることができないかと思いま

した。 

それで、教会委員会と取りあえずの地区の代表の方と一緒にこのことについて何度か話し合いの場を持ちま

したが、小田原教会では信徒に地区の意識がほとんどなく、電話連絡網はありますが、いわゆる言うところの

地区連絡網とは別物で、地区についての考え方を一度明確にする中で地区集会を呼びかけることが必要ではな

いかと言うことになりました。地区集会ができるようにこれから準備をすることになりました。 

実際に地区集会を持つことができるのは少し先のことになるかと思いますが、名簿や連絡網を見直し、準備

が出来次第各地区の地区集会を呼びかけたいと思います。 

ゆっくりと時間をかけてお互いに話し合うことのできる場を設けることができればいいと思います。日曜日

に教会に来られない方々もいらっしゃるでしょう。様々な状況全てに対応することは難しいですが、信徒ひと

りひとりが何かの形で小田原教会との絆をしっかりと持つことができるように、自分の居場所を見つけること

ができるように工夫できたらと思っています。皆様のご協力をお願いいたします。どうぞよろしく。 

 

【典礼部】祈る力を育てる部門 
 

★８月４日（金）のミサはありません。 

★８月１５日（火）10：00 聖母の被昇天のミサ

です。 

★８月６～１５日 カトリック平和旬間です。 

 

★English mass 

There wil l be an English mass from 

2pm 

  On the 4th Sunday of every month 

 

★侍者奉仕の学び	  
7 月９日（日）侍者奉仕の勉強会を子供・大人別に

行いました。大人は２２名の参加があり、侍者奉仕

の活躍を期待します。	  
 

【教育養成部】信仰を伝える力を育てる
部門 
 

★８月は夏休みにつき、各講座は休講になります。 

★女子パウロ会の委託販売について 

女子パウロ会の高齢化による出張販売の中止の為 

代わって委託販売を行います。 

販売日・・・・・９月１７日 ミサ後 

書籍・ＣＤ・ＤＶＤ・小物等宗教用品の販売です。 

予めご希望の品がありましたら冊子をご参考に 

８月２７日までに注文書にご記入ください(マリア

学院) ９月１７日の販売日に間に合わせたいと思

います。           

 

★「毎日のミサ」の本を教会で年間一括購入してい

ます。購入希望の方は、ご連絡ください。 

ぜひ、御ミサに限らず、ご家庭での日々の祈りに役

立ててください。 

 

【社会活動部】神の愛を証する力を育て

る              部門 

★「復興ぞうきん」についてのお願い 

「復興ぞうきん」とは 東日本大震災で被災された

方が作った手縫いのぞうきんです。東日本大震災直

後に被災者の生活再建のためにと始められた仕事

です。若者のように現地に駆け付けることは叶いま

せんが ぞうきんを買っていただくことでささや

かな応援をしたいと始めました。 

足かけ５年、３２３枚のぞうきんをお買い上げいた

だき材料のタオルのご寄付は４７８本にもおよび

ました。ささやかな応援が続けられたらと願い、ぞ

うきんのお買い上げとともに、材料となるタオルの

ご寄付をお願いしています。よろしくお願いいたし

ます。 

・未使用品 

・厚すぎないもの 

・色物も可 

ぞうきんの販売は第四週ミニバザー。 

値段は大一枚３００円、 

小二枚４００円、一枚は２００円。 

 

 



 

【ロザリオ会】 
 

★8 月 4日（金）の例会はありません。 

★8 月 15 日（火）の被昇天祭はミサ後 

 冷えたスイカと麦茶を用意致します。 

 

【バザー委員会①】 

 
８月２７日 ミサ後にバザー委員会を行います 

 

    【委員長より】 

 
 

★箱根教会感謝のミサ 
７月 16日午後 2時より、箱根教会最後のミサとし

て「感謝のミサ」が行われました。列席者 100 名、

小田原より 31名参加。司式は市岡神父様、鵜飼神

父様、2名。有終の美を飾りました。 

 

 

★倉橋神父様の南米ボリビアのお話 
７月 23日ミサ後マリア学院にて。 

11：15～12：00 

1）南米ボリビアのお話 

ボリビアの主な産業。農業 

・国の財政。非常に厳しい。郵便

ポストを作る事も出来ず配達

制度も無い。 

・国民の生活水準。低い。1日 100 円（1ドル）

程度で暮らしている人が多い。 

  子供も小さい頃から働く。病気も多い。 

  例・子供が働いてサンドイッチとコ-ラを貰っ

た場合、自分がお腹が空いていても、食べる

のを半分にして残りを持ち帰り         

家で待つ弟、妹に分け与える 

    

 2）倉橋神父様  

  ボリビアへ赴任して 36年、御年 80歳 

  「人の陰口をきかない。笑顔・ユ-モアを忘れ   

ずに」強調された事でした。 

  笑いに包まれたミサでした。 

  お元気で。又小田原へお越しください。 

 

★英語のミサ 
７月 23日 14：00～英語のミサが初めて行われま

した。 

司式 鵜飼神父様 列席 40 数名 

普段当たり前のように日本語のミサに出ています

が、その時に外国籍の人がどのように感じているか

が、今日、英語のミサに出て初めて分かりました。 

結論 外国籍の方は大変な時間を過ごしていたの

だな、という事がよく分かりました。 

今後毎月第 4 日曜日の午後 2 時から行われる事に

なりますが皆様にも参加をお勧めします。 

 

 

  



2017 年  8 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 (火) 聖アルフォンソ司教教会博士（記）           

2 (水)             

3 (木)         太極拳19:00   

4 (金) ミサはありません           

5 (土) 主の変容のミサ 18:00         

6 (日) 

主の変容 ミサ 10:00         

司式 保久要師       
 

  

日本カトリック平和旬間（８月６日～１５日）           

7 (月)         太極拳10:30   

8 (火) 聖ドミニコ司祭(記)           

9 (水)             

10 (木) 聖ラウレンチオ助祭殉教者(祝）       太極拳19:00   

11 (祝) 聖クララおとめの記念日のミサ 10:00         

12 (土) 年間第 19主日のミサ 18:00         

13 (日) 
年間第 19主日 ミサ 10:00         

司式 鵜飼師           

14 (月) 
聖マキシミリアノ・マリア・コルベ司祭殉教者

(記) 
          

15 (火) 
聖母の被昇天の祭日のミサ 10:00 

被昇天祭日のパーテ

ィ 
      

司式 鵜飼師   教会便り 73号発行予定     

16 (水)             

17 (木)         太極拳19:00   

18 (金) 週日のミサ 10:00         

19 (土) ミサはありません   
地域集会委員会

13:00 
      

20 (日) 
年間第 20主日 集会祭儀 10:00         

            

21 (月) 聖ピオ十世教皇(記)       太極拳10:30   

22 (火) 天の元后聖マリア(記)           

23 (水)             

24 (木) 聖バルトロマイ使徒(祝)           

25 (金) 週日のミサ 10:00         

26 (土) 年間第 21主日のミサ 18:00         

27 (日) 

年間第 21主日 ミサ 10:00 バザー委員会①            宣教部会 14:00 

司式 市岡師   ミニバザー   
 

二宮 

English MASS 司式：鵜飼師 14:00         

28 (月) 聖アウグスチヌス司教教会博士(記)       太極拳10:30   

29 (火) 洗礼者聖ヨハネの殉教(記)           

30 (水)             

31 (木)             

9 月 
      

1 (金) 週日のミサ 10:00         

2 (土) 年間第 22主日のミサ 18:00         

3 (日) 
年間第 22主日 ミサ 10:00          全体会 13:30 

司式 テハン師         秦野 

4 (月)         太極拳10:30   

5 (火)             

6 (水)             

*（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 


