
 
   

 

 

 

 

    

   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  

  

 

12 月 ちょっと一言 

                                

主任司祭 鵜飼好一 

 
	 

早いもので、12 月を迎えました。寒さも日増しに増しています。健康に気を付けながら毎日が主

と共に歩む有意義な日々となりますように歩みましょう。 

 年の最後の月は何かとせわしい気分で過ごしてしまいます。一年のけじめをつけるために様々なこ

とに気を使います。いつになく忙しく感じながら、次の新しい年を新鮮な心で、また、新たな力を頂

いて歩もうとします。 

一般的な暦によれば12月は最後の月になりますが、教会の暦では一年の最初の月となります。こ

のようなずれは、日本の習慣とキリスト教の習慣が重なり少々戸惑いを感じさせる面があります。ご

降誕祭の後、キリスト信者も日本の世間一般と同じようにお正月を迎える準備に入ります。キリスト

者の少ない日本では、降誕節の季節を信仰のうちに深く味わいながら、日本の伝統的な文化を踏まえ

た世間一般の方々とのお付き合いも無視することができません。 

クリスマスの意味をあまり理解していなくても、日本中でクリスマスの雰囲気を大切にすることは

歓迎すべきことでしょう。少しずつでもクリスマスの意味は浸透していくでしょうから…。そして、

日本の文化を大切にしながら特に降誕節を有意義に過ごすためにはそれなりの心構えが必要な気がし

ます。主をお迎えしたせっかくの大きな喜びが、せわしさの中で失われてしまわないように気を付け

ましょう。 
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【典礼部】祈る力を育てる部門 
 

★待降節中のゆるしの秘跡については、主日のミサ

の前後に司式司祭に申し出てください。 

その他の日に受けたい方は主任司祭に直接お申し

込みください。 
 

★待降節黙想会   

 

１２月３日（日）待降節第１主日 

  指導司祭   中谷功師（戸塚教会主任司祭） 

   

テーマ    『父のもとに帰る』 

   

「スケジュール」  

 

  ミ  サ      10:00～11:00 

 

   第１講話          11:10～12:00 

 

第２講話      12:10～13:00 

   

昼 食       13:00～14:00 

 

ゆるしの秘跡      14:00～  

  

※昼食は各自ご持参ください。 

※スケジュールはあくまで予定です。当日の進行 

により時間が多少変更になる場合がありますので 

ご了承ください。 

 

★12 月 24（日）・25（月）のミサの時間は裏面

の予定表をご確認下さい。  

  

★2018 年１月１８日（木）～２５日（木）は、 

キリスト教祈祷一致週間です。 

今回のテーマは、「主よ、あなたの右の手は力によ

って輝く」（出エジプト 15・6）です。 

世界に広がる教会と心を合わせてキリスト者の一

致を祈りましょう。 

  

【宣教部】信仰を伝える力を育てる部門 
 

★1 月 21 日(日)に新成人の祝福を行います。 

該当する人でご出席される方は、マリア学院の机の

上に用紙を置いておきますので、ご記入ください。 

 

★教会だより 12月 N0.74 は１２月２４日配布予

定です。 

【福祉部】神の愛を証する力を育てる部門  

 

★炊き出しが始まります 

寒い冬が到来しました。みなさまの温かい手を差し

伸べてください。１日だけ、豚汁料理だけ、おにぎ

り作りだけ、ゆで卵作りだけのように１つの活動だ

けでもかまいません。人手が不足しています。 

 

★協力者を募集しています。 

活動内容：買い物(平日)・豚汁料理(9:00～9:45) 

     ・ゆで卵の提供（10個） 

          ・おにぎり作り(13:00～13:30) 

          ・現場で渡す（14:00～15:30） 

活動日：12月３日、17日、24日、28日 

      29 日、３０日 

     １月 7 日、14日、 ２月１1日 

協力者は用紙(マリア学院に設置)に記入願います 

お米・野菜・ホカロン・味噌・飴などのご寄付も

有難いです。 

 

【財務部】 
 

★11月５日と12日に行われたバザーの収益金は、

総額 275,441 円となり 

聖堂基金口座へ繰り入れました。  

皆様のご協力を深く感謝いたします。 

 

【総務部・施設】 
 

★年末大掃除をお願いします。 

 ・日  時：１２月１７日 ごミサ後 

 ・内  容：ガラス窓、ルルド周辺や北側窓下の

枯れ  草処分など 

・消耗品：ガラス磨きとウエスは用意しますが軍

手が必要な方は各自で持参ください。 

 

 ・脚 立：保有されている方は窓の外側作業用に 

      持参ください。 

 

 



【ヨゼフ会】 
 

★忘年の交わりのご案内 

皆さんには日頃からのご協力に感謝いたします。 

もうじき王であるキリストの主日を迎えて、今年も

残すところあとわずかになってきました。そこで、

ヨゼフ会恒例の忘年の交わり会を開催して、今年も

皆さんが健康であり、お酒が美味しく飲めることを、

ともに喜び、ともに笑い、ともに祝杯を交わしたい

と思います。 
 
日時  １２月１７日（日） １８：００~ 
 
 
 
 
 

【ロザリオ会】 

 
★12 月 1日（金）の例会は休会とします。 

 新玉幼稚園のクリスマス会と重なり、神父様 

 クリスマス会に出席の為、初金のミサはあり 

ません。 

 ミサ後開かれていた例会も休みます。 

 

★12月 24日クリスマスパ-ティは Bグル-プ担当

です。 

 

【バザー委員会より】 
 

★何週間も前から準備したバザーのお店、当日は 

隣近所の方など外部からもたくさんの方がお見え 

になって楽しんでくださいました。 

それにおてんとうさんも参加、今回のテーマ「心を 

こめて 人とつながる」を実感、無事に終わること

ができましたこと、感謝申し上げます。 

 

     教会委員長より 
 

教会便りも今年最後の号となりました。 

つい先日、箱根駅伝を見たばかりなのに 

高齢になると本当に一年が早いです。 

子供の頃は学校に行くのが嫌で一年が 

長かったように思えます。今、早いのは 

もしかすると毎日が楽しいから、かもしれません。 

だって、夏休みは、早く終わりましたから。 

気ぜわしい月です。体調に気をつけましょう。 

又、現在、体調不良と戦っている方は、良い来年を 

目指して頑張りましょう。 

【地区準備会より】 

 
★日頃、教会に来ることができない方に「クリスマ

スのおしらせ」のハガキ(下記)を 11 月末日までに

投函します。 

 

クリスマ のおしらせ ス
2017年も残りわずかとなりました。 

皆さま、いかがお過ごしでしょうか。 

教会ではクリスマスを下記のように準備していま

す。ご一緒にクリスマスをお祝い致しましょう。 

★12月 24日(日)  17：20	   子どもたちの劇 

18：00 	 	 夜半のミサ 

ミサ後	  	  パーティー 

★12月 25日(月） 10：00	 	  日中のミサ 

現在教会では、近隣地区の方々で、共に支え合い助

け合う活動を進めています。 

皆さまのご意見やご希望がございましたら、お知ら

せいただけると幸いです。 

 

カトリック小田原教会 

主任司祭	 鵜飼好一 

〒250-0011 

神奈川県小田原市栄町 4-6-5 

TEL：0465-22-2590 

  FAX：0465-22-3522 

 

 

 
 

 

  



2017 年 12 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) ミサはありません           

2 (土) 待降節第１主日のミサ 18:00   入門講座19:30 

3 (日) 

待降節第１主日ミサ 10:00 待降節黙想会   

待降節黙想会  司式 中谷師   ～ゆるしの秘跡   
 

  

宣教地召命促進の日（献金）   炊き出し①       

4 (月)         太極拳 10:30   

5 (火)       
聖書 100週間

A10:00 
    

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

7 (木) 聖アンブロジオ司教教会博士（記）       太極拳 19:00   

8 (金) 無原罪の聖マリア祭日のミサ 10:00   
聖書 100週間

B10:30 
    

9 (土) 
待降節第２主日のミサ 18:00 教会委員会10:00 入門講座 19:30                    運営会 14:00 

        
 

平塚 

10 (日) 
待降節第２主日ミサ 10:00 教会学校      9:00 キリスト教講座13:00 

入門式  司式 鵜飼師   日曜カフェ 11:00 
  

  

11 (月)         太極拳 10:30   

12 (火)             

13 (水) 聖ルチアおとめ殉教者（記）     入門講座 19:00     

14 (木) 聖ヨハネ（十字架の）司祭教会博士（記）     キリスト教講座10:00  ・太極拳 19:00 

15 (金) 週日のミサ 10:00   聖書の分かち合い10:30   

16 (土) ミサはありません     入門講座 19:30 

17 (日) 
待降節第３主日集会祭儀 10:00 大掃除・炊き出し②              宣教部会 14:00 

    ヨゼフ会忘年会18:00      茅ヶ崎 

18 (月)         太極拳 10:30   

19 (火)       
聖書 100週間

A10:00 
    

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

21 (木)       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) 待降節第 4主日のミサ 18:00         

24 (日) 

待降節第 4主日ミサ 10:00 炊き出し③       

       司式 オボス師   教会だより発行       

主の降誕・夜半のミサ 18:00 教会学校聖劇  17:20   
 

  

    司式 鵜飼師   
ミサ後クリスマスパー

ティ 
  

 
  

25 (月) 
主の降誕・日中のミサ 10:00         

    司式 鵜飼師       
 

  

26 (火) 聖ステファノ殉教者（祝）           

27 (水) 聖ヨハネ使徒福音記者（祝）     入門講座 19:00     

28 (木) 幼子殉教者（祝）   炊き出し④   

29 (金) 週日のミサ 10:00 炊き出し⑤       

30 (土) 聖家族のミサ 18:00 炊き出し⑥ 入門講座19:30 

31 (日) 
聖家族ミサ 10:00         

    司式 鵜飼師           

2018 年 1 月 
     

1 (祝) 
神の母聖マリア祭日のミサ 11:00         

    司式 鵜飼師           

2 (火)             

3 (水)             

＊(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 


