
 
   

 

 

 

 

守護聖人・幼いイエスの聖テレジア  2018 年 10 月 No.102 

10 月 ちょっと一言 

主任司祭 鵜飼好一 

 10 月は「ロザリオの月」です。「ロザリオの月」には「ロザリオの祈り」を通して、神の救いの

みわざを黙想し主を賛美します。私たちカトリック信者にとって「ロザリオの祈り」は実り豊かな祈

りです。洗礼式などの折、よくロザリオをプレゼントする習慣も、この祈りが信仰を深め、信仰生活

を支える大きな力があるからです。教会も特に 10 月を「ロザリオの月」とし、ロザリオを唱えるこ

とをすすめています。 

 私が初めてロザリオを神父様から頂いたのは中学一年の時でした。中学一年の時、学校で公教要理

の勉強を始めましたが、教えてくださった神父様からいただきました。「主の祈り」「アヴェ・マリ

アの祈り」「栄唱」の三つのお祈りを覚えたご褒美としていただいたものです。使ってはいません

が、今もそのロザリオを持っています。 

 ロザリオの祈りを特に真剣に祈った思い出としては、二俣川教会の主任司祭であった時です。毎

週、召命のためにロザリオの祈りを何人かの方々と一緒に唱えました。また、毎朝のミサの後、4~5

人でよく唱えていました。他の教会にいた時も、特にロザリオの月には、日曜日のミサの前に信徒の

方々と一緒に唱える習慣がありました。 

 「ロザリオの祈り」は信心業のひとつです。第二バチカン公会議後、信心業と呼ばれる業的な祈り

はあまり重要視されていませんが、信仰を養い強めるため業的な祈りは大切です。 

「ロザリオの祈り」というと今でも印象深く残っている人がいます。それはまだ司祭になったばか

りのころ、菊名教会にいた時のことです。信徒の一人で、筋ジストロフィーという難病を抱えた成人

した子供をもつ、長崎出身の一人のご婦人のことです。ご聖体をもって度々家を訪問いたしました

が、明らかに「ロザリオの祈り」を通して培われた深い信仰に度々触れる機会となりました。玄義の

言葉をほとんど暗記しており、会話の中に自然に織り込まれびっくりさせられました。確かにロザリ

オの祈りに培われた深い信仰に日々支えられており、信仰は単に知識によるものではないことを強く

考えさせられました。 

菊名時代の主任司祭、古谷神父様も信心業の大切さを度々語っていました。実りある伝統的な祈り

を次世代にどのように伝えていくかは大きな課題の一つではないかと思います。 



【典礼部】祈る力を育てる部門 
 

★10 月 5 日（金）10：00 

幼いイエスの聖テレジア 

（小田原教会守護の天使）のミサがあります。 

★10 月 7 日（日）14:00 第 6 地区典礼部会 

平塚教会にて 3 か月に 1 度のスケジュール策定会

議 （主日のミサのローテーションを決めています）               

★10 月 14 日（日）11：45 典礼部会                        

★10 月 28 日（日）13：00 合同堅信式 

（於：平塚教会） 

司教様をお迎えして行われます。 

★10 月 16 日～19 日間の早朝ミサ・週日ミサは

ありません。（教区司祭の年の黙想のため） 

★11 月 3 日（祝）の死者の日のミサは 10:00 か

らです。 

                                

【宣教部】信仰を伝える力を育てる部門 

 

教会便り No76 への原稿お願い     

 ★下記要領にて原稿をお願い申し上げます。 

［内容］ 

・私が感動した事 

・クリスマスの事 

・お書きになりたい事 

［字数］原稿用紙 2 枚、約 800 字程度まで                                 

［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。）              

［締め切り日］11 月 4 日（バザ-当日）まで 

 

・・・教会便り編集委員会・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

【福祉部】神の愛を証する力を育てる部門 

 

★９月の福祉部会で病床訪問について話し合いま

した。教会では、病床訪問・教会へ来たくても来

られない人の為の訪問について訪問チ-ムを作りた

いと考えております。 

その為に、今後の進め方・どういうメンバーがふさ

わしいか等々下記日時に検討会を設けたいと思い

ます。 

仮称「病床訪問チ-ム」立ち上げ準備会のお知らせ 

11 月 10 日（土） 13：30～ 

マリア学院 1 階 

福祉部会・地区別集会暫定リ-ダ-の方は、ご参集

ください。 

 

 

★かなの家 2019 年のカレンダー、予約受けてい

ます。「絵クラブ」に参加した知的障害のある仲

間たちの絵が生き生きと描かれています。 

1 冊 900 円です。 

 

★10 月のミニバザーはお休みです。11 月 4 日の

教会バザーで販売します。 

 

 

【総務部・施設】 
 

★建物管理委員会よりの報告 

１）聖堂・マリア学院棟の外壁と屋根の塗装工

事の完了→雨天により 10 月 1 日の週の予定 

２）追加工事 

・鐘楼柱根元部の腐食→腐食部除去→腐食防止

処置 

・大屋根カラーベストの割れ２か所→取り換え 

・司祭館の外壁下部（目立った）剥離部分のペ

ンキ修正 

 ３）完成検査（立ち合い） 

10 月１日の週の予定 

   ４）足場の解体と搬出 

・１０月早々を予定 

・作業は、出入りの歩行者や車両に対し、危険

を伴うので幼稚園と安全打ち合わせ。 

・作業時、教会側担当者による安全指導実施 

 

 



【ロザリオ会】 

★１０月５日（金）10：45～ 

聖書の読み方 レクチオ・ディヴィナ  

11：20～バザーまでの日程表作りを行います。 

★１０月１１日（木）午後からキリスト教事務職員

の方々が小田原教会を訪問されます。 

（教会の案内・接待等） 

 

＊＊＊バザーの持ち寄り品について＊＊＊ 

・９月より引き続き持ち寄り品をお願いします。 

・食料品については賞味期限以内の物、ご家庭で

不要になったもの等。 

（持ち込みが大変な場合はお伺いします） 

・手作り品については今月中にお願いします。 

 

〈教会委員長より〉 
 

１０月の教会委員会では来年度の予算案について 

審議されます。教会委員会メンバーはもとより、

皆様のご希望、ご意見をお寄せください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハルネ 4 周年感謝祭特別企画 

～相模人形芝居下中座公演〜 
怪童丸足柄山の段 

・日時 11 月 11 日(日)  

１３：００〜または１５：００〜 

・場所 小田原地下街「ハルネ小田原」  

うめまる広場 

・演目 「坂田金時 怪童丸物語 足柄山の段」 

・見どころ この作品は皆様おなじみの『足柄山の

金太郎』を主人公にしています。 

      熊や狸、猪、猿など山の動物たちもた

くさん出てきます。 

      中学生が演じて楽しく、その弟妹達が

見て楽しい人形浄瑠璃をと考えて作

った下中座のオリジナル作品です。 

      子供たちだけでなく、初めて人形浄瑠

璃を見る方にも大変分かりやすく親

しみやすい作品です。 

      お楽しみいただけると幸いです。 

・他に   NHK の子供向け番組で人気の「アル

ゴリズム体操」に人形で挑戦します。 

      人形の動かし方の解説や、人形と触れ

合える体験コーナーも設けておりま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10

5 金 週日のミサ（聖テレジア記念） 10:00 ロザリオ会10:40

6 土 年間第27主日のミサ 18:00

年間第27主日ミサ 10:00

司式　油谷弘幸師

（東京教区）

11 木

12 金 週日のミサ 10:00

13 土 年間第28主日のミサ 18:00 教会委員会10:00

年間第28主日ミサ 10:00

司式　鵜飼好一師 カフェテレジア

19 金 週日のミサはありません

年間第29主日のミサ 18:00

年間第29主日ミサ 10:00

司式　市岡之俊師

［世界宣教の日］指定献金

26 金 週日のミサ 10:00

27 土 年間第30主日のミサ 18:00

年間第30主日ミサ 10:00

司式　久我純彦師

2 金 週日のミサ（死者の日） 10:00

死者の日のミサ 10:00 教会バザーの準備13:00 集合

年間第31主日のミサ 18:00

年間第31主日ミサ 10:00 教会バザー11:00 （雨天実施）

司式　鵜飼好一師 みんなで盛り上げましょう

注意：10月16日～１９日の早朝ミサはありません。（教区司祭の年の黙想のため）

教会講座・集い 曜日 時間

入門講座 毎水曜日 19:00 - 20:00

入門講座 毎土曜日 19:00 - 20:00

キリスト教講座　第 I 期 第２・４火曜日 10:00 - 12:00

キリスト教講座　第 II 期 第２・４木曜日 10:00 - 12:00

キリスト教講座　第 III 期 第１・３水曜日   9:30 - 11:30

聖書の勉強会
「マルコによる福音書」

毎金曜日 19:00 - 20:00

聖書１００週間　Aクラス 第１・３火曜日 10:00 - 11:30

聖書１００週間　Bクラス 第２・４金曜日 10:30 - 12:00

聖書の分かち合い 第３金曜日 10:30 - 12:00

南足柄　聖書の会
（信徒宅にて）

第２火曜日 10:30 - 13:00

太極拳教室 毎月曜日の3日 10:30 - 11:30

太極拳教室 毎木曜日の3日 19:00 - 20:00

教会学校9:00  典礼部会11:45

キリスト教事務職員訪問（午後）

No English Mass on Oct. 28th

幼稚園運動会（雨天延長8日（月））

備考欄

*（月）（水）（木）（土）の 6:30～早朝ミサが行われます　司式：鵜飼好一師

3 祝・土

11月

4 日

21 日

曜日 教会暦と典礼　　 時間 教会行事・集い・教区・第6地区・その他
月

教会学校9:00

第6地区合同堅信式13:00（平塚教会）

第13回カ障連横浜全国大会（聖光学園）

7 日

28 日

14 日

20 土

第6地区宣教部会14:00秦野教会

　　　　　第6地区典礼部会14:00平塚教会

バザー委員会②ミサ後 マリア学院2F

ヨゼフ会11:10



 


