
 
   

 

 

 

 

    

   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  

 

９月を迎えて 

                                

主任司祭 鵜飼好一 

 
8 月もようやく終わろうとしています。この夏は天候が不順で、いつもと様子が違う夏でした。小田原で過

ごす夏は初めてです。湿気が多くじとじとした感触には辟易しました。猛暑日もあり、やっとこのひと夏を終

えることをうれしく思います。幼稚園の工事の関係で教会の皆様にご迷惑をおかけしたことをお詫びします。

工事も無事に終わることができたことを感謝のうちにご報告いたします。 

8 月の間に、教会の名簿のチェックをしていました。地区集会に向けての準備の一つですが、委員の方々の

多大な努力で少しずつ前進しています。私たちの共同体がどんな方々の集まっている共同体であるかを知るこ

とはこれからどのような共同体を目指していくかを考えるうえでとても大切です。そして、神さまの御心にか

なった共同体としてどのようになることが求められているのか、皆様の心に注がれている聖霊の声を聴く必要

があるでしょう。自分自身を知ることは個人的にも共同体としても大切です。共同体としてのビジョンを共有

できるように努力したいと思います。 

またこの共同体に、外国の方々にもしっかりと入っていただく必要があるでしょう。特にフィリッピンの国

籍を持つ方々が、小田原教会のメンバーとしてしっかりと自分たちの場を設けることができるようにお互いに

努力していきましょう。これからフィリッピンの方々との意見交換の場を積極的に儲けたいと考えています。

どうぞ、ご協力をお願いいたします。 
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【典礼部】祈る力を育てる部門 
 

★集会祭儀における信仰宣言について 

８月から「二ケア・コンスタンティノープル信条」

を唱える事といたしました。 

この信条は神学的に豊かなものがあり、キリスト教

の多くの教派に共通の信条として大切な意味があ

ります。 

この祈りを祭儀の中で共に捧げてまいりましょう。 

 

★ミサ・集会祭儀の聖体授与の奉仕に、教区の研修、

主任司祭からの指導を受けた５名の方々が、新しく

臨時の奉仕者として奉仕下さいます。 

どうぞよろしくお願い致します。 

 

★ミサ中の聖変化の時の鈴についてお問い合わせ

がありました。 

かつてはミサがラテン語で背面で司式されていた

ため会衆への合図として鈴が鳴らされていました。 

現在は聖堂の大きさや形、音響や言語などの問題に

より、ミサの流れが分かりにくい場合は鈴が使用さ

れますが、小田原教会で行われる通常のミサでは必

要ないと思われます。 

今は感謝の典礼の重要な聖変化のときを沈黙のう

ちに皆が共に心をむける事を大切にしています。 

 

※典礼について、ご意見・ご質問がありましたら遠

慮なくお問い合わせください。 

 

★９月１７日（日）ミサの中で「高齢者のための祝

福」が行われます。 

 

★９月１７日（日）１４時～第６地区典礼部会が行

われます。（於：国府津教会） 

 

★９月１９日（火）９時３０分～典礼部会が行われ

ます。 

 

★English mass 

There wil l be an English mass from 2pm 

 On the 4th Sunday of every month 

 

 

 

【教育養成部】信仰を伝える力を育てる
部門 
 

★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。 

 

★「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、平澤までご連絡ください。 

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。 

 

★9 月 5 日(火曜日)の 100 週間 A はお休みです。 

 

【社会活動部】神の愛を証する力を育て

る              

部門 

 
★９月 9日 12；00～13；30 

社会活動部のこれからの活動について、話合います。 

  例）炊出しについて 

 

【財務】 
 

★指定献金のお知らせ 

９月第４主日（９月２４日）は 世界難民移住移動

者の日となっております。 

この日、各小教区から集められた献金は横浜教区内

及び世界中の難民移住移動者の支援の為に役立て

られます。 

お祈りと献金のご協力をよろしくお願いいたしま

す。 

	  	  
 

【ヨゼフ会】 
 

★９月１７日（日）のヨゼフ会は「聞いてみたいカ

トリックのあれこれ」に代わります。信徒全員が対

象のイベントです。皆さんが日ごろから感じている

信仰の疑問や質問を、マリア学院にある「聞いてみ

たい カトリックのあれこれ」の質問ボックスに入

れてください。どんなことでも、鵜飼神父さまが皆

さんの疑問や質問に丁寧に答えてくださいます。 

 

★ヨゼフ会では１１月の教会バザーでビール販売

を予定しています。皆さんの家に眠っているビール

券がありましたら、ぜひご寄付ご協力をお願いしま

す。 

 

 



 

【防災・教会施設】 
 

★消防法に基づき、教会の消火器を新しく薬剤に詰

め替えて、設置場所も下記に変更しました。ご確認

ください。 

1. 正面玄関入口内          １本 
2. マリア学院キッチン入口手前  １本 

3. マリア学院２階手前   １本 

4. 司祭館１階奥、キッチン入口  １本 

夜間用の避難誘導標識を、教会聖堂とマリア学院に

貼り付け設置しました。 

 

【ロザリオ会】 
 

★9 月 1日（金）例会 10：40～12：00 

 

・バザ-に向けて 

 ①持ち寄り品の寄付をお願い致します。 

賞味期限切れの食品は不可。マリア学院 2階に段   

ボ-ルの箱を用意しましたのでその中に入れてくだ

さい。 

 ②手作り品はロザリオ会役員（伊藤.小野.宮久保）

に直接渡して頂ければ幸いです。毎年の皆様のご協

力に感謝致します。 

 

 ③リサイクル衣料品も 2階に置いてください。 

商品の値段付けは 2階で行いますのでお手数です

が、各自 2階迄 品物は持ってきて下さいますよう

お願いします。 

 

 

【バザー委員会】 

  
★第１回バザー委員会を開催しました。 

 ・バザー実施日は、１１月５日（日）です。 

 ・委員会に出席できなくて、出店を予定している

グループは、バザー担当の小出または三上まで

お知らせ下さい。 

  

★バザーテーマ（標語）を募集します。 

 ・今年のバザーの標語として、ポスターや看板に

使用させて いただきます。 

 参考までに、これまでのテーマは、「いつもよろ

こんで！」 

 「バザーの中にキリストを探そう」など。 

・募集期間は１０月６日（金）までにバザー担当ま

で。 

・選考は、教会委員会またはバザー委員会で選ば 

ていただきます。 

 

    【委員長より】 
 

「聞いてみたい、カトリックのあれこ

れ」 
 

鵜飼神父様のお話。 

 

9 月 17 日（日）11：20～約 30分～1時間。 

マリア学院 2階にて。 

 

皆様には今更他人には聞けないカトリックの色々

な事に対しての疑問、質問は有りませんか？ 

 

私にはたくさん有ります。 

そこで、「聞いてみたい、カトリックのあれこれ」

と名づけた箱をマリア学院のテ-ブルの上に置きま

した。 

 

どなたでも、無記名でメモ用紙に質問を書いて、箱

に入れてください。鵜飼神父様がお話してください

ます。但し、質問が多い場合は、お話内容が次回に

なるかも知れない事をご了承ください。 

 

 

【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  ９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 (金) 週日のミサ 10:00 ロザリオ会10:40       

2 (土) 年間第 22主日のミサ 18:00   入門講座 19:30 

3 (日) 

年間第 22主日ミサ 10:00   キリスト教講座13:00   

被造物を大切にする世界祈願日       全体会 13:30 

司式 テハン師         秦野 

4 (月)         太極拳 10:30   

5 (火)             

6 (水)       
キリスト教講座9:30   ・入門講座

19:00 
  

7 (木)       キリスト教講座10:00・太極拳19:00   

8 (金) 聖マリアの誕生（祝）のミサ 10:00   
聖書 100週間

B10:30 
    

9 (土) 
ミサはありません   社会活動部会12:00  入門講座 19:30     

    教会委員会14:00   
 

  

10 (日) 
年間第 23主日集会祭儀 10:00 日曜カフェ11:10       

        
 

  

11 (月)         太極拳 10:30   

12 (火)             

13 (水) 聖ヨハネ・クリゾストモ司教教会博士（記）     入門講座 19:00     

14 (木) 十字架称賛（祝）     キリスト教講座10:00・太極拳19:00   

15 (金) 悲しみの聖母の記念日のミサ 10:00   聖書の分かち合い10:30   

16 (土) 年間第 24主日のミサ 18:00   入門講座 19:30     

17 (日) 
年間第 24主日ミサ 10:00 

女子パウロ会委託販

売 
キリスト教講座13:00           典礼部会 14:00 

敬老の祝福   司式 鵜飼師   「聞いてみたいカトリックのあれこれ」11:20       国府津 

18 (祝)             

19 (火)     典礼部会 9:30 
聖書 100週間

A10:00 
    

20 (水) 聖アンデレ金と同志殉教者（記）     
キリスト教講座9:30   ・入門講座

19:00 
  

21 (木) 聖マタイ使徒福音記者（祝）     
聖書の分かち合い10:00・ 太極拳

19:00 
  

22 (金) 週日のミサ 10:00   聖書 100週間 B10:30    

23 (祝) 年間第 25主日のミサ 18:00         

24 (日) 

年間第 25主日ミサ 10:00 ミニバザー       

司式 市岡師       
 

  

世界難民移住移動者の日(献金)       
 

  

English MASS 司式 鵜飼師 14:00     
 

  

25 (月)         太極拳 10:30   

26 (火)             

27 (水) 聖ビンセンチオ・ア・パウロ司祭（記）     入門講座 19:00     

28 (木) 聖トマス西と15殉教者（記）     キリスト教講座10:00     

29 (金) 
聖ミカエル 聖ガブリエル   10:00         

聖ラファエル 大天使の祝日のミサ           

30 (土) ミサはありません     入門講座 19:30     

10 月 
      

1 (日) 
年間第 26主日集会祭儀 10:00         

            

2 (月) 守護の天使（記）       太極拳 10:30   

3 (火)             

4 (水) 聖フランシスコ（アシジ）修道者(記)     
キリスト教講座9:30   ・入門講座

19:00 
  

5 (木)         太極拳 19:00   

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


