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  7 月 ちょっと一言 

   

 

7 月を迎えます。梅雨の季節から本格的な夏へ

と移行する 7 月です。毎年、梅雨の終わりには

大雨による洪水の被害が心配されます。今年は

コロナウイルスの感染が心配される中、各地で

工夫を凝らして避難に備える準備が進められて

いるようです。さらに天災ばかりでなく、世界

のいくつもの地域が政治的に不安定な状況に陥

っているようで心配です。 

 日本の状況と言えば、コロナウイルスの感染

拡大を防ぐ緊急事態宣言の自粛要請が、やっと

全面的に解除されました。新しい動きが始まっ

ています。特にいろいろな場所で人の流れが増

えて来ていると毎日のニュースが伝えていま

す。とは言っても、緊急事態宣言以前に比べる

と世界が変わってしまったような印象さえ受け

ます。人と人とが接触を避けるようにと呼びか

けられており、具体的な対策がとられているか

らです。 

 小田原教会でも日曜日のミサが行われるよう

になりましたが、密集することのないように主

日のミサを増やして人が分散するようにしまし

た。それで以前とはだいぶミサの雰囲気が違い

ます。大声を出してはいけないと言うことで聖

歌も歌いません。皆離れて座るようにしていま

す。聖体拝領のやり方も変わりました。きっと

皆が違和感を感じているでしょう。一日も早く

以前のように気兼ねなく一緒に心置きなくミサ

を献げることができるようになることを願って

います。 

 大きな困難に出会うと、私たちは自然にその

意味を問いかけます。神さまの愛を信じていま

すが、私たちは神さまの考えを測りきることが

できません。私たちを召し出してくださった神

さまは、イエスさまにおいて皆が一つになるよ

うに望んでおられますが、コロナウイルスがも

たらしたものは分裂であり、一致を妨げます。

共にあることの喜びを私たちが十分に味わうこ

とが難しくなっています。このような状況の中

でも信仰のうちに神さまの御心を知り、私たち

が神さまの呼びかけに応えることができますよ

うに願っています。 

 世界はまだまだパンデミックの状態です。世

界が平和になるために一日でも早く治療薬やワ

クチンが開発され、コロナウイルスの感染拡大

の終息を見ることができますように心を一つに

して祈りましょう。 

  

 



【教会委員長より】 
皆様こんにちは。3 月 15 日から、6 月 7 日迄、主日

のミサを公開する事が出来ませんでしたが、漸く、6 月

13 日の夜ミサから、小田原教会においては主日ミサを再

開する事が出来ました。 

この、お知らせを読まれる頃は、皆様は分散ミサを経

験されたと思いますが、当分の間はこのような分散ミサ

となります。早く慣れて、これが普通のミサ、と思える

日が来ると良いと思います。 

この春は、桜も、バラも、さつきも、藤も楽しむ事が

出来ませんでした。アジサイはどういうわけか、今年は

パッとしません。菖蒲はまだ、きれいに咲いています。

「三密」を避けながら、自然の（神様の）恵を、夏の暑

さをも含めて楽しみましょう。 

 

【典礼部】祈る力を育てる部門 
〈ミサ参加分散対策〉 

お聖堂内のミサ参加者をなるべく少なくするため 6 月

～８月は、主日のミサ参加を下記のように抑えてくださ

るようお願い致します。又、日曜日のミサに参加出来な

い方は土曜日のミサに参加くださるようお願いします。

皆様で相談し、特定の日に集中しないよう、調整してく

ださい。 

★参加者を次の様に班分けし分散ミサに

致します★ 

班分けは、教会「電話連絡網 2019 年 9 月 1 日版」の

ページ数①～⑥の組み合わせにより行います。各自、ご

自分の班を確認して下さい。 

・電話連絡網に名前がない方、班が分からない方は 

どちらかの日時にご参加ください。 

・「電話連絡網 2019 年 9 月 1 日版」がお手元に 

ない方は委員まで申し出ください。 

第 1 班    ①蛍田・栢山・他   

③小田原市内・他  

第 2 班    ②小田原市内   

⑥箱根・他      

第 3 班    ④鴨宮・湯河原・他 

⑤南足柄・山北・ 

開成・他 

外国籍の方は適宜参加 

★主日ミサの日付・時間・参加班★ 

７月～８月予定表で確認してください 

（注意）新型コロナの感染状況によってはミサの日

時が変更になる場合があります。変更になる時は電

話と E-mail の連絡網で事前に連絡します。 

               

聖体拝領の要領 

・聖堂の祭壇に向かって左側の席より拝領行列をする。

①左手でご聖体を受ける（右手は左側の下側）→②神父

様の正面からずれる。→③右手で、ご聖体をつまむ→④

左手の指でマスクの下側を、つまみ持ち上げ、右手でご

聖体を口の中に入れる。→⑤左手でマスクを元に戻す→

⑥自分の席に戻る。 

 

 

『聖母の被昇天ミサ』お知らせ 

・今年は 8 月 15 日（土）14：00～からです。 

・「三密」を避ける為、参加者を 35 名限定とさせて頂

きます。 

・参加申し込み方法。申込書をマリア学院テ-ブルに置き

ます。お名前と電話番号をご記入ください。 

・締め切りは 7 月 26 日（日）です。 

・希望者が 35 名を超えた場合は、抽選とさせて頂きま

す。 

・当選された方には、8 月 2 日～の週に電話にてお知ら

せいたします。 

現在の状況に鑑み、ご協力の程よろしくお願い致しま

す。 

 

 

６月２１日分散ミサ ３班 ３４名参加 

 

 

 

 

 

 

 



【宣教部】信仰を伝える力を育てる部門 
★「聖書 100 週間」を再開します。 

７月 10 日（金）10:40 

７月 17 日（金）10:40 

７月 31 日（金）10:40 

 

★ 2020 年度「共同宣教司牧交流養成研修会」 

4 月以降募集中。掲示板でご確認ください。 

 

【福祉部】神の愛を証する力を育てる部門 
いつも皆さんに買って頂いている賑やかなミニバザー

は、しばらく再開できませんが、かなせっけんとマス

コバド糖が欲し方がいらしたら注文をお受けします。

マリア学院のテーブルに用紙を置きますので７月１２

日までにご記入ください。 

商品は,7/19,7/26,10 時のミサ後、7/19,14 時のミ

サ後にマリア学院でお渡ししますので、お忘れになら

ないようにお受け取り下さい。 

 

【ロザリオ会】 
７月３日（金）10:40 に再開します。 

 

【総務・施設】 
司祭館の塗装工事（外壁、屋根）を 7 月 23 日（木）

～8 月 17 日（月）で予定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈第３回 教会委員会報告〉 
6 月 20 日（土）14：00～16：00 迄、第 3 回委

員会が、三密を考慮し、マリア学院 1 階で委員相互の間

隔を大きく取りながら開催されました。 

第 1 回・2 回委員会はメ-ルによる委員会でした。 

一堂に会する委員会は初めてです。審議事項は「ルル

ド基金について」下記ご参照ください。 

「ルルド基金」のお願い 

小田原教会中庭の「ルルド」が作られてから約 87

年経過し、老朽化が進み何時崩壊しても不思議ではな

い危険な状況です。 

修理費用捻出の為「ルルド基金」を造り、皆様より

のご寄付を仰ぎたいと思っています。 

10 年後の「150 周年記念」に合わせ、御一人様、 

1 ヶ月に 100 円を 10 年間ご寄付を続けて頂ければ

修理費用はまかなえます。 

崩壊する前に修理を行いたく、時期はこの夏を計画

しています。教会の「象徴」でもある「ルルド」を維

持するために皆様の末長いサポ-トをお願い致します。 

 
 

〈教会だより編集委員会より〉 

 

『教会便り原稿募集の（再）お知らせ』 
 

8 月号の教会便りは、緊急事態宣言・自粛・ステイ

ホーム・祈り・教育・解除・分散ミサなど新型コロナ

ウィルスに関して皆さまの体験、ご意見、思いを自由

に述べてください。 

字数 200 字程度（原稿用紙の片側）なるべく多くの方

の投稿をお願いします。 原稿締切り 7 月 12 日 

原稿は手書き・ワード・パソコンメ-ル。 

いずれも可。 

不明な点は、広報までお問い合わせください。  



   ７月地域別分散型ミサ 

 

4 土 年間１４主日のミサ 18:00

年間１４主日ミサ 10:00

　　　　　　　　 14:00

11 土 年間１５主日のミサ 18:00

年間１５主日ミサ 10:00

14:00

18 土 年間１６主日のミサ 18:00

19 日 年間１６主日ミサ 10:00

14:00

25 土 年間１７主日のミサ 18:00

年間１７主日ミサ 10:00

14:00

1 土 年間１８主日のミサ 18:00

年間１８主日ミサ 10:00

14:00

8 土 年間１９主日のミサ 18:00

年間１９主日ミサ 10:00

14:00

聖母の被昇天ミサ 14:00

年間２０主日のミサ 18:00

年間２０主日ミサ 10:00

14:00

22 土 年間２１主日のミサ 18:00

年間２１主日ミサ 10:00

14:00

29 土 年間２２主日のミサ 18:00

年間２２主日ミサ 10:00

14:00

　第１班 第2班 　第3班
　　　①蛍田・栢山・他 ②小田原市内・他 ④鴨宮・湯河原・他
　　　③小田原市内・他 ⑥箱根・他 ⑤南足柄・山北

　開成・他

日

9 日

16

●班分けは、教会「電話連絡網2019年9月1日版」のページ数①～⑥の組み合わせにより行います。

日

第１班

第３班

第２班

曜日

土曜ミサ参加者＋第１・２班で５日に参加出来ない方

ミサ・典礼
Misa/Tenrei

時間
Jikan 地域別分散型ミサ

土15

26 日

2

土曜ミサ参加者＋第３・１班で１２日に参加出来ない方

第３班

第１班

5 日

12 日

土曜ミサ参加者＋第２・３班で１９日に参加出来ない方

土曜ミサ参加者＋第３・１班で２日に参加出来ない方

土曜ミサ参加者＋第１・２班で２６日に参加出来ない方

第１班

第２班

第１班

土曜ミサ参加者＋第２・３班で９日に参加出来ない方

第２班

第３班

第３班

第２班

●各自、ご自分の班を確認して下さい。電話連絡網に名前がない方、班が分からない方はどちらかのミサに
　ご参加ください。

●「電話連絡網2019年9月1日版」がお手元にない方は委員まで申し出ください。

　　８月地域別分散型ミサ

土曜ミサ参加者＋第１・２班で１６日に参加出来ない方

第１班

第２班

第２班

第３班

土曜ミサ参加者＋第３・１班で２３日に参加出来ない方

第３班

第１班

土曜ミサ参加者＋第２・３班で３０日に参加出来ない方

事前申込み制 　35名限定

日

23 日

30 日


