
 
   

 

 

 

 

 

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  

 

11 月 ちょっと一言 

 主任司祭 鵜飼好一 

  

 11 月は「死者の月」です。「諸聖人の日」「死者の日」から 11 月は始まります。私たちの真の

「故郷」は天にあることを思い起こします。 

毎年、小田原教会では死者のためのお祈りを 11 月 3 日に行っています。今年はバザーの前日で

もあるので教会の皆さんには大変ご負担を掛けることになりますが、どうぞよろしくご協力くださ

い。 

典礼的には天上の教会に目を向け、主の再臨の希望を祈りつつ、日々の信仰生活を見直します。 

 「いつも目覚めていなさい」。主の再臨に備えて呼びかける言葉です。むなしいことから心を引き

離し、怠惰な生活を改め、いつでも主を迎えて喜ぶことができるように、心にみ言葉の光を輝かせ、

善い業を行い続けることができるように心を引き締めて日々歩むように呼びかけているのです。回心

を呼びかけているのです。 

 典礼歴においては教会の一年の終わりでもある 11 月…。最後の締め括りをいい形でできるといい

ですね。「終わりよければ総てよし」とも言われます。もちろん私たちの信仰生活はまだまだ続いて

いくでしょう。けれども、節目ふしめをしっかりと決めることができないと次の一年の土台も揺らい

でしまいます。新しい出発をするために、一年の信仰生活の良いまとめができるように恵みを祈りま

しょう。 

 11 月には七五三の祝福が教会をはじめ、新玉幼稚園、函嶺白百合小学校、暁の星であります。幼

稚園ではクリスマスに向けての準備も一早く行われます。 

私たちの信仰生活は主が共にいてくださることをどれほど実感しているかに掛かっています。「死

者の月」であるこの 11 月、ミサをはじめ種々のお祈りを通して、復活し今も生きておられる主と共

に歩む喜びを味わい、永遠に主に結ばれて生きる希望を強めることができますように。 
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【典礼部】祈る力を育てる部門 
★10 月 28 日(日)13 時〜第６地区合同堅信式

（平塚教会）６名受堅者 

                             

★11 月３日(祝）10 時 死者の日のミサが行われ

ます。マリア学院にあります「死者のための祈り

のカード」にご記入の上、箱にお入れください。 

 

★11 月 11 日(日）ミサの中でこどもの祝福（七

五三）が行われます。 

 

★11 月 11 日(日）11：15〜 典礼部会を行い

ます。 

 

★11 月 25 日(日）今年は聖コロンバン会の 100

周年に当たり、テハン神父司式のこのミサで感謝

の意向ミサを捧げます。 

当日の「聖書と典礼」の共同祈願を募集しますの

で、皆さまの感謝の祈りを 11 月 23 日(金）まで

に輪番制担当までお知らせください。また平塚教

会では 11 月 23 日(金）10：00〜12：00 感謝

ミサと茶話会が行われます。 

 

★英語ミサ（第 4 日曜日 14：00〜）は、しばら

くお休みとします。 

 

★待降節 黙想会について：日時 12 月 9 日(日）

待降節第 2 主日 指導司祭  ウルバン・サワビ

エ神父（フランシスコ会 原宿教会協力司祭） 

詳細は後日ご案内いたします。 

 

★聖堂入口右側に聖水盤を設置しました。聖水は

教会入口と聖堂に入って右側の壁の２か所です。

毎週金曜日に神父様が水を祝福しています。 

 
 

★ 主日のミサ奉仕担当表（12 月 ～2 月）を掲示

しました。ご覧頂き、チェックの印をお願いしま

す。 

   

 

 

【宣教部】信仰を伝える力を育てる部門 

★成人の祝福を 1 月 13 日に予定しています。 

該当する人はマリア学院の机の上に用紙を置いて

おきますので、氏名をご記入ください。 

 

★9 月 30 日４名の初聖体おめでとう 

 

【福祉部】神の愛を証する力を育てる部門 
★11 月 10 日(土)10 時福祉部会の集まりがありま

す。炊き出しの事を話し合いますのでお集まり下さ

い。 

★同日 10 日 13 時半、病床訪問チーム立ち上げ準備

会もあります。 

 

【総務部・施設】 
★年末大掃除を今年は 11 月１８日（日）の集会

祭儀後に実施します。師走の慌ただしさを避け、

余裕のある大掃除にしたいと思います.。 

ご協力をよろしくお願いします。 

 

〈建物管理委員会より〉 
聖堂・マリア学院棟の塗装工事が完了しました。

一般的に建物の塗装周期は５〜６年と言われてお

り、当該建物の前回塗装は６年前であり、剥離や

変色が目立ち、今回、屋根と外壁の再塗装を施

し、９月末に完了しました。同時に塗装用足場を

利用して、細部の検査をした結果、鐘楼の柱の腐

食やカラーベストの割れなど重大な欠陥が見つか

り、修理しました。 

［塗装中の屋根からの風景］ 

 

 



【ヨゼフ会】 
教会大掃除のため、１１月１８日（日）の定例会

はありません。 

 

【ロザリオ会】 
★１１月２日（金）ミサ後の定例会はお休みで

す。 ミサ後、持ち寄り品の値段付け。 

 

★ダスキンの置き場所が変わりました。 

 教会の玄関を入って左側の戸棚の下の段です。 

 使用済みは箱の中に入れてください。 

     

【教会委員長より】 
1918 年に 2 人のアイルランド司祭が中国の貧

しい人々に福音を告げ知らせるために聖コロンバ

ン会を創立されました。 中国が争乱中であった

ために、宣教師たちは中国以外の国に向かいまし

た。その中に日本がありました。第二次大戦後小

田原教会も教区の教会となる前は聖コロンバン会

の神父様方が主任司祭となられ、ご指導をいただ

きました。11 月 25 日（日）のミサは聖コロンバ

ン会のテハン神父様が司式されます。王たるキリ

ストの祝日のミサは聖コロンバン会への感謝の意

向をもってお捧げいたしましょう。  

 

 

 

 

<バザー実行委員会より> 
 

バザーテーマ 

 ［広げよう心をひとつに愛の輪を］ 
  11 月 4 日(日)11:00～13:30 開催 

 
（注）１１月４日（日）は、教会バザーのため教

会には駐車できません。となりの新玉幼稚園の園

庭を一時駐車場に使用しますが、園庭駐車場はバ

ザー終了まで出車できなくなります。お急ぎの方

は、 

 

教会近くの一般有料駐車場のご利用をお願いしま

す。 

（注）雨天時は幼稚園ホールとマリア学院を使用

します。 

（注）準備は前日 3 日(祝) 12:00～ 

当日 4 日(日) 8:30～

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11 月の典礼と時間・その他 

 

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12:00 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

9 金 週日のミサ 10:00

年間第32主日のミサ 18:00

年間第32主日ミサ 10:00

子供の祝福（七五三） 典礼部会11:15

司式　鵜飼好一師

16 金 週日のミサ 10:00

17 土 ミサはありません 教会委員会14:00

年間第33主日集会祭儀 10:00 大掃除11:00

週日のミサはありません 秋の教会遠足

三笠教会訪問.戦艦三笠の見学

王であるキリストのミサ 18:00

王であるキリスト　ミサ 10:00 教会学校9:00  　　ミニバザー 

司式　テハン師

（意向）コロンバン会１００周年感謝ミサ

30 金 週日のミサ 10:00

12月

1 土 待降節第１主日のミサ 18:00

待降節第１主日ミサ 10:00

司式　ソン師

7 金 週日のミサはありません

福祉部会10:00
病床訪問チーム立ち上げ準備会13:30

11 日

教会学校9:00  

18 日
（年末の大掃除を早めました。教会の美化をみんなで！）

  第40回カトリック
正義と平和全国集会(名古屋)

23 祝・金

25 日

24 土

4 日

3 祝・土

10 土

曜日 　　　典礼　　 時間 教会行事・集い・教区・第6地区・その他日

バザー最終セール（11/4のバザーの品物）

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

2 日
 炊き出し①    　　　　第6地区宣教部会14:00小田原教会

幼稚園クリスマス会


