
 
   

 

 

 

 

    

   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  

 

10 月を迎えて 

                                

主任司祭 鵜飼好一 

 
まだまだ暑い日がありますが、天気予報ではやっと秋らしくなると告げられていました。しかし、果物や野

菜は夏の水不足で、高騰しているようです。また秋刀魚なども収穫が少ないようです。秋の味覚を楽しみにし

ていた方々にはちょっと残念なことです。しかし、着実に季節は変わり、時は移り変わっていきます。時の変

化を味わう心のゆとりを持つことができれば幸いです。 

9 月の最後の日曜日にやっと司教様から頂いた臨時の聖体奉仕者の任命書を、それぞれの方にお渡ししまし

た。沢山の信徒の方々が奉仕してくださいます。本当にありがたいことです。信徒の祭司職について沢山の説

明を聞くよりも、このような具体的な形で信徒が典礼に深く関わり奉仕する可能性を示すことができることは

たいへん有意義なことだと思います。 

ミサの中だけではなく、病人訪問においてもこの方々に奉仕していただきます。病気で教会に来られない方々

にもこのことを知り受け入れていただけるように願っています。ミサの中での聖体奉仕については一か月に一

度の日曜日の集会祭儀が定着しているので問題はないでしょう。しかし、この方々が病者にご聖体をお届けす

ることについては、信徒の皆さんに少しずつ受け入れていただけるように進めていきたいと思います。 

先月も申し上げましたが、私たちの共同体は日本人ばかりではありません。外国の方々、特にフィリッピン

の国籍を持つ方々がたくさんいます。日本人同様、しっかりと司牧することができるように、二人の方が同じ

ように臨時の聖体奉仕者の任命をいただきました。 

信仰生活は秘跡によって支えられています。お互いに助け合い、主における兄弟として共に歩めるように努

力していきましょう。神さまの愛を証しする共同体になるように祈りつつ共に歩みましょう。 
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【典礼部】祈る力を育てる部門 
 

★当教会の保護の聖人である「幼いイエスの聖テレジ

ア」の記念日は１０月１日ですが、 その記念日のミ

サを１０月６日（金）10:00 に移動して行います。

多数ご参加ください。 

 

★１１月３日（祝・金）11:00 から死者ミサが行わ

れます。 

追悼の祈りを希望される方は、マリア学院に芳名用紙

を用意いたしますのでご記入下さい。 

 

★English mass 

There will 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 

 
10 月 8日(日)、ミサ後、教育養成部会を開きま 

 すので、関係者は 2階にお集まり下さい。 

 

【福祉部】神の愛を証する力を育てる部門                
 

9 月 9 日 部会議事録より 

1）「社会活動部会」の名前について 

  「福祉部会」に変更する。理由。第 6地区の

呼称に合わせる。 

 2）炊き出しについて 

  お手伝い募集の表に工夫を凝らす。 

  3）バザ-には出店はしない。 

 4）次回部会 11 月 18 日 13：30～ 

               

 

【ヨゼフ会】 
 

★９月１７日（日）「聞いてみたい、カトリックのあ

れこれ」皆さんから寄せられた一つひとつの質問に、

鵜飼神父さまがていねいに解答してくださいました。

小田原教会と真鶴教会からの３２名の参加者ととも

に、「主の祈り」の解説に、祈りの豊かな恵みを感じ

るひと時でした。鵜飼神父さま、ありがとうございま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★１０月１５日（日）のヨゼフ会は、自由トークと大

切な教会バザーの打ち合わせの二本立てで行います。

ぜひご参加ください。 

 

 

【ロザリオ会】 
 

★10 月 6日（金）例会 10：40～12：00 

審議事項のあと、分かち合いを致します。テ-マは「神

様が私のそばにいて下さった。・・・と感じたとき」

どなたでも結構ですので、お話し下さい。 

 

★バザ-の持ち寄り品、手芸品の値段付けを致します。 

 ①１０月 20日（金）13：00～15：00 

 ②１０月 30日（月）13：00～15：00 

 皆様のご協力をお願いします。 

 

★バザ-当日（11月 5日）、台所でお皿洗いのお手

伝いをして下さる方、マリア学院の机の上に 30分交

替の表を置いて有りますので、よろしくお願い致しま

す。 

 

【バザー委員会】 
 

★11 月 5 日(日)に教会バザーを開催します 

 

★第２回バザー委員会を開催します。 

 ・日時；１０月８日 ごミサ後 

 ・出席をお願いします。 

  出店を予定されておられる方や各種の仕事を 

  担当していただける方  

 

★バザーテーマ（標語）を募集しています。 

 ・今年のバザーの標語として、ポスタ‐や看板 

  に使用させていただきます。 

 ・募集期間；１０月６日まで。 

 ・提出先；バザー担当まで。 



     

 

【教会便り編集部より】 
 

教会便り 12 月 No74 原稿お願い   

No73 に引き続いて「出会い」についての 

原稿を募集します。 

・・・・・・出会い・・・・・・ 

本 ・書店で、本棚から、本が自分に「読んでくれ」、

と語りかけられた。 

映画・人に進められて渋々見た映画で自分の人生観が

変わった。 

景色・偶然出会った、見事な花・紅葉 

日々の営み・自宅の窓からふと見上げた空・雲 

・ドライブ中の車内から見た、見知らぬ町での見知ら

ぬ人々の営み 

神・もしかして、神様との・・・・・  

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  2017 年 11 月 12 日まで 

 

 

 

     教会委員長より 
 

今年も又、全身にガツンとくる夏が去りました。皆

様、体調は如何ですか？ 

去ってしまえば、高く輝く雄大な入道雲、目も眩む

凶暴な日差し、蝉の大合唱等、も懐かしく思えます。

今年も後 3ヶ月となりました。 

日本の四季を楽しみましょう。 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2017 年 10 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 (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)       聖書 100週間A10:00   

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 

6 (金) 
  幼いイエスの聖テレジアの記念日のミ

サ    
10:00 ロザリオ会10:40       

7 (土) 年間第 27主日のミサ 18:00 
幼稚園運動会(雨天：９日)     入門講座

19:30 
      

8 (日) 
年間第 27主日ミサ 10:00 教会学校 9:00 （侍者の勉強会）       

司式 鵜飼師   日曜カフェ・バザー委員会②・教育養成部会   

9 (祝)         一粒会大会   

10 (火)             

11 (水)       入門講座 19:00     

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

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

14 (土) 
年間第 28主日のミサ 18:00 地域集会委員会10:00       

    教会委員会14:00 入門講座 19:30 

15 (日) 
年間第 28主日ミサ 10:00 ヨゼフ会 11:10 キリスト教講座13:00 

司式 オボス師           

16 (月)         太極拳 10:30 

17 (火) 聖イグナチオ（アンチオケ）司教殉教者（記）     聖書 100週間A10:00   

18 (水) 聖ルカ福音記者（祝）      キリスト教講座9:30   ・入門講座19:00 

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

20 (金) 週日のミサ 10:00   聖書の分かち合い10:30   

21 (土) 
年間第 29主日のミサ 18:00 プチテレジア祭（幼稚園）     福祉部会 14:00 

      入門講座 19:30      （国府津） 

22 (日) 

年間第 29主日ミサ 10:00 教会学校 9:00       

世界宣教の日（献金） 司式テハン師   ミニバザー 
  

  

English MASS 司式 鵜飼師 14:00         

23 (月)         太極拳 10:30 

24 (火)             

25 (水)       入門講座 19:00     

26 (木)       キリスト教講座10:00   

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

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

29 (日) 
年間第 30主日ミサ 10:00   キリスト教講座13:00 宣教部会 14:00 

司式 市岡師         （秦野） 

30 (月)             

31 (火)             

11 月 
      

1 (水) 諸聖人（祭）      キリスト教講座9:30   ・入門講座19:00 

2 (木) 死者の日       太極拳 19:00 

3 (祝) 死者の日のミサ 司式：鵜飼師 11:00         

4 (土) 年間第 31主日のミサ 18:00   入門講座19:30 

5 (日) 
年間第 31主日ミサ 10:00 小田原教会バザー   

司式 鵜飼師       

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


