
 
   

 

 

 

 

 

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 

いつも主と共に歩むために 

    主任司祭 鵜飼好一 

いよいよ 12 月、今年もあと一ヶ月を残すだけになりました。教会の暦では新しい一年が始まりま

す。来年は C 年ですので年間主日の福音朗読はルカ福音書が中心になります。主日の福音朗読は 3

年サイクルで繰り返されますが、福音書を中心に神の救いのみわざを告げる聖書に私たちが広く親し

み、様々な視点で救いの神秘を深く味わうことができるように工夫がされていると言えるでしょう。 

 待降節から始まる教会の暦（典礼歴）を、主がもたらされた救いの恵みに豊かに与かるために大切

にしたいものです。「主のご降誕」（クリスマス）に向けて準備する待降節には、たくさんの教会で

「黙想会」と「ゆるしの秘跡」の機会が設けられるでしょう。神さまの恵みにあずからせる秘跡…。

信仰生活の充実は秘跡によるところが大変大きいと言わざるを得ません。恵みにあずかる機会を無駄

にしないようにしたいものです。 

 救い主であるイエスさまのご誕生によって神さまの約束が成就し、今は救いの時です。私たちは一

人ひとり良い準備をして大きな喜びに預かりたいですね。全世界がこの喜びに満たされることを祈り

ましょう。 

 どんな準備をしたらよいか？毎年繰り返し勧められることですが、四旬節と同じように「祈り、節

制、愛のわざ」は言うまでもありません。 

 「イエスさまのご誕生の出来事」の中で告げられているように、イエスさまは「インマヌエル」

（共にいてくださる神）であり、イエスさまといつも一緒に歩むことこそ信仰に生きるキリスト者の

姿でなければなりません。神の愛を告げる使命を生きる私たち教会が、「主のご降誕」にむけて良く

準備して主を迎え、大きな喜びに与かり、「神の国」の到来を告げ、世界中のみんなが一緒にこの喜

びを共にすることができますように！ 

待降節は通常の暦では一年の終わりの締め括りの月と重なり、一ヶ月にも満たないので、あっとい

う間に過ぎてしまいます。いつも神さまと共に歩めるように聖霊が私たち一人ひとりを照らし導いて

くださいますように。 

2018 年 12 月号 Ｎｏ.104 

12 月 1 日発行 

 

                  

 

 

 

 

 

 



【典礼部】祈る力を育てる部門 
 

★待降節黙想会 
 

【日にち】 12 月 9 日（日）待降節第２主日 

【指導司祭】ウルバン・サワビエ神父様（フランシ

スコ会）  

【タイムテーブル（予定）】  

   10:00〜11:00  ミサ  （10 分休憩） 

   11:10〜11:55    第１部  （10 分休憩） 

   12:05〜12:50    第２部 

      13:00〜13:30  昼食 

   13:30〜     個別のゆるしの秘跡  

    

＊ 昼食は各自ご持参ください  

 

★待降節中のゆるしの秘跡は、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。 

 

★12 月 24 日（月）25 日（火）のミサの時間は裏

面の予定表をご確認ください。 

 

 

【宣教部】信仰を伝える力を育てる部門 

 
 

★12 月 24 日（月）18:20～教会学校聖劇があり

ます。 

今年は少人数ですが、みんなで力を合わせてがんば

ります。 

 

聖劇：泥棒のクリスマス より 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

現在、世界では約 1 億人の子供たちが貧しく学校に

も行けない状況です。 

今回は 12 世紀の物語。当時の貧しい子供たちに光

を当てたいと思います。 

一方、何時の世にも絶えないのが泥棒です。 

世の中の闇の部分にも目を向け・・・ 

さて、子供たちにとっては嬉しいクリスマスイブ、

しかし、ここの家では・・・・・ 

 
 

★1 月 13 日(日)に新成人式の祝福を行います。 

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 N0.76 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（20 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 2 日（日）・   9 日（日） 

16 日（日）・  23 日（日） 

28 日（金）・   29 日（土） 

1 月 6 日（日）・   13 日（日） 

2 月 10（日）・   24 日（日） 

         全 10 回  

協力者は用紙（マリア学院に設置）に記入願います

野菜・ホカロン・味噌・飴などのご寄付も有難いで

す。 

 

【総務部・庶務】 
 

★来年の予定 

餅つき新年会： 2019 年 1 月 13 日（日） 

2018 年度信徒総会：2019 年 3 月 31 日（日） 

 

★カトリック小田原教会ホームページ 

少しずつですが、見やすくなるよう改良していま

す。皆さんのスマホ・タブレット・パソコンでホー

ムページを開くと右上に下記マーク・メニューが出

てきます。これをクリックしてページを閲覧してく

ださい。ホームページに関しての皆さんのご意見・

ご感想をお聞かせください。 

 

 



【ヨゼフ会】 
 

ヨゼフ会全員集合で、忘年の親睦会を開催します。

ふるってご参加ください。 

日時：１２月１６日（日）１７：００開会 

場所：カトリック小田原教会 マリア学院１F 

会費：１,０００円 

 

【ロザリオ会】 
 

★12 月 7 日（金）定例会はお休みです。 

★12 月 24 日（月）クリスマスパーティーの 

担当はＡグループです。よろしくお願いします。 

 

【教会委員長より】 
 

クリスマスの 2 回のミサには出来るだけ大勢の

方、外国籍の方もお誘いしましょう。25 日は子供

達や教会のに来るのが困難な方が来られ一緒にお祝

い出来たらいいですね。 

 

 

〈遠足報告〉 
 

11/23（祝）好天 9：30～17：15 

行き先：・カトリック三笠教会 横に広い綺麗な教

会です。 

    ・記念艦三笠見学  

神父様を含め、26 名の参加。 

無事に楽しい 1 日を過ごしました。 

 

 

【バザー実行委員会より】 

 
「時代とともに変わっていってもいいのでは～」 

 長い歴史のある小田原教会のバザー。 

教会のみなさんや近隣の方々が年に一度のバザーを

楽しみにしています。 

カフェ テレジア、模擬店のメニュー、バザー会場、

食器洗い奉仕者のローテーション… 

各売り場も楽しそうな雰囲気でした。 

今年は飛び入りのアトラクションで教会学校のハ

ンナちゃんがペルーの舞踏を踊りました。“とても

よかった”“今度いつみられるのかな”と大いに期

待しているようです。 

バザーを実施する側の大変さは確かにあると思い

ます。バザー実行委員会が開催されて、いつも例年

通りの内容で決まります。が、準備段階での人手不

足、片付けが終わるとへとへとです。 

若い世代が少なくてベテランの方が頑張っているよ

うに見えました。外国籍の方にも参加していただい

て、みんな一緒に楽しみながら交流できたらいいと

思います。 

これからのバザーは、ミニコンサートをしたり、

模擬店があったり、カフェテレジアでお菓子を楽し

みながらティータイム。そして、意外と人気のリサ

イクルコーナー、一人ひとりが活躍できるようなバ

ザーになっていけるように、小田原教会の伝統を守

りつつ、新しいことに挑戦していきたいですね。      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１２月の典礼と時間・その他 

 
 

 

 

 

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

宣教地召命促進の日（献金）

7 金 週日のミサはありません

8 土 待降節第2主日のミサ 18:00

待降節第2主日ミサ 10:00 教会学校 9:00

待降節黙想会 待降節黙想会～赦しの秘跡（ミサ後）

司式 ウルバン師（フランシスコ会） 炊き出し②

14 金 週日のミサ 10:00

15 土 待降節第3主日のミサ 18:00

待降節第3主日ミサ 10:00 教会学校修了式9:00

司式　タム師

21 金 週日のミサ 10:00

22 土 ミサはありません

待降節第4主日集会祭儀 10:00 炊き出し④

主の降誕・夜半のミサ 19:00 教会学校聖劇  18:20予定

司式　鵜飼師 ミサ後クリスマスパーティ

主の降誕・日中のミサ 10:00

司式　鵜飼師

28 金 週日のミサ 10:00

29 土 聖家族のミサ 18:00

聖家族ミサ 10:00

司式　市岡師

神の母聖マリア祭日のミサ 11:00

司式　鵜飼師

4 金 週日のミサ 10:00

5 土 主の公現のミサ 18:00

主の公現ミサ 10:00

司式　テハン師

11 金 週日のミサ 10:00

12 土 主の洗礼のミサ 18:00

主の洗礼ミサ 10:00

新成人の祝福 餅つき新年会

司式　鵜飼師

23 日・祝

馬小屋3人の博士飾り付け

30 日

1 火・祝

24 月・休

25 火

教会委員会14:00

炊き出し③　　　　ヨゼフ会忘年会17:00（マリア学院1F)
16 日

1月

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

6 日
馬小屋片付け（ミサ後）

炊き出し⑦

ロザリオ会10:40

13 日

炊き出し⑧

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

　　　　　　　　　　　第6地区福祉部会14:00国府津

教会学校 9:00　　　　　　　　第6地区全体会13:30二宮

炊き出し①    　　　　　　第6地区宣教部会14:00小田原

　　　幼稚園クリスマス会

2 日

9 日

炊き出し⑥

教会だより発行予定

炊き出し⑤


