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9 月 ちょっと一言 

 

 

 

幼稚園や学校も夏休みが終わりました。しかし、ま

だまだ暑い日が続いています。厳しい暑さの中新型

コロナウイルスの心配もありますが、毎日熱中症で

沢山の方々が倒れているニュースに触れ、心配は更

に募るばかりです。いつまで続くのか不安が大きく

なります。 

しかし、最近のテレビなどのニュースではこのよ

うな悪条件にも負けまいと頑張る人々のことが多く

取り上げられるようになりました。困難を乗り越え

るための工夫をして、新たな道を切り開いていく

方々が沢山います。現在の社会的なニーズに着目

し、新たな取り組みが沢山始まっているようです。

そのような対応のすべてがうまくいくとは限りませ

ん。しかし、勇気を持って前向きに新しいことに挑

戦していく人たちの逞しさに、感動します。人間は

本当に素晴らしいと思います。 

教会でも、この機に新しい取組が何かできるでし

ょうか。新しい生活と言う言葉が頻繁に使われるよ

うになりましたが、今だからこそできることが何か

あるでしょうか。最近はお互いの情報交換に電話よ

りもインターネットが多く使われるようになりまし

た。教会でもメールによるやりとりが多くなりまし

た。メールは私もあまり得意ではありません。しか

し、新たなコミュニケーションの方法としては教会

全体で、メールやホームページなどの充実によって

連絡方法やお互いのことを知るための新たなシステ

ムを構築する必要があるかもしれません。 

９月になって季節も移り変わっていきます。今年

はあらかじめ何かを準備するということが大変難し

いので、毎年行われてきたことの多くが中止になっ

ています。直接の交わりの場が本当に少なくなって

います。新しいコミュニケーションの方法が求めら

れていますが、究極的に私たちが求めているのは、

主における交わりであり、どのような方法も主との

一致、主における兄弟としての一致を目指している

ことを忘れないようにしたいと思います。 

神である御子が人となられたのは、目で見、触れ

ることができる体を通して直接的にふれあう体験を

通して神である主を知ることができるようにとの神

の救いのご計画がありました。今改めて体の重要性

を感じます。触れることの大切さを感じます。人間

の五感を駆使して私たちは互いに触れ合い、交わり

を深め、一致へと招かれているのではないでしょう

か。秘跡の意味もそこにあります。 

 

 

 

 

 

 



【教会委員長より】 

皆様 こんにちは。 

Ａ）分散ミサの事 

分散ミサも 2 か月半を過ぎ、漸く皆様もこの状況に

慣れて来た頃と思いますが、更に 11 月迄、この体

制が続く事となってしまいました。現在のような班

別では、顔を合わせられない人も多く、寂しい想い

をされている方も多いと思いますが、当分解消出来

ません。折角ですからこの機会に風流な絵手紙でも

書かれてお互いの消息を訪ねられては如何でしょう

か？勿論、電話連絡網を活用され電話をされるの

も、コロナ感染防止には大切な事と思います。 

Ｂ）電話連絡網に関して 

 このコロナ騒動において、電話連絡網がおおいに役

立っています。ご自分が電話連絡網のどこに所属し

ているのか判らない方、あるいは電話連絡網に入っ

て居ない方が居られましたら、庶務の「栗栖」又は

委員長の「宮久保」迄、お申し出ください。 

Ｃ）土曜のミサの宣伝 

この夏は朝から日差しも強くマスク着用の為か、殊

更に暑さに打ちのめされそうです。土曜日の夜（18

時～）は主日のミサでありながら、班別も無く、若

干涼しい時間帯でもあり、参加者もそれほど多くは

有りません。ご都合のよろしい方はどうぞお越しく

ださい。 

Ｄ）ご家庭での体温測定の勧めと、他に気を付けて頂

きたい事 最近小田原でも又、コロナの感染者が少

しずつ増えてきました。夏バテによる体力低下がよ

りコロナウイルスに感染しやすくなる心配もありま

す。皆様は、ご自分の平熱を把握されていますか？

入院でもしない限り体温計等見も触りもしないのが

普通か、と思います。誰しも心の中で、「感染しな

ければ良いな」とお考えと思います。今後の「コロ

ナと付き合う」生活習慣を付ける為にも、健康その

もの、と思っていても、毎日朝晩に体温を測られた

ら如何でしょう？毎日測る事により、平熱を把握す

る事が出来ます。この暑さですから、ボ-ッとしてい

るほうが普通ですが、毎日体温を測る事により、も

しも体温の上昇が発見出来たら自宅で休まれるか、

病院へ行くか、早目に対処する事が出来ます。ちな

みにご家庭における注意事項をいくつか書かせて頂

きます。ここまで守ってくだされば、多分「鬼に金

棒」？かと思います。 

1. 平熱を超える発熱 

2. 咳・喉の痛み等風邪の症状 

3. だるさ・息苦しさ 

（この暑さでは普通でもそうですが） 

4. 嗅覚・味覚の異常 

5. 体が重い・疲れやすい 

（これも、年々想う事ですよね） 

 

誰にとってもきびしい夏ですが、「今日行かない

と・・・」と考えて少々の無理をしても教会へ行こ

う！とお考えの方も居られるかも知れませんが、ど

うか無理はなさらないでください。体調を整えて笑

顔で末永く皆様が交わえる教会で有りたいと願いま

す。            委員長 宮久保秀一 

 

【典礼部】祈る力を育てる部門 

主日分散ミサの日付・時間・参加班 

裏面 9・10 月予定表で確認してください 

 

【ロザリオ会】 

 

 

鵜飼神父様 

古稀のお誕生日おめでとうございます。 

信徒一同心よりの祝意と感謝を込めて 

祈りの花束をお贈り申しあげます。 

2020.8.20 

 

 

8 月 16 日（日）14:00 のミサ後に神父様古稀の誕生

（8 月 20 日）祝いを教会から金一封（委員長より）と

ロザリオ会から信徒一同の霊的花束を差し上げました。    

主の祈り 898   アヴェマリア 845     栄唱 569      

ロザリオ 927 連 司祭のための祈り 7  ミサ 4 

み名の祈り 182   聖ヨゼフの祈り 1 

 

【ヨゼフ会】 
新型コロナ感染症の拡大防止のため分散ミサ等ご協力

ありがとうございます。 

未だに集まることの出来ないヨセフ会ではありますが 

ルルド基金にご協力いただきながらルルドの岩山の補強

が終わりました。 

次は数年後の前面の化粧直しですが、その前にパーゴラ

（藤棚）の下のテーブルと椅子の板が虫に食われて危な

い状況です。これは当教会の信者さんからの提供された 

  



ものですので今回有志を募り、板の交換をしてはどうか

と連絡する次第です。 

 仕事の種類 

① 木材の購入（ホームセンターで 2×４材 20 本） 

 

   

 

② 防腐防虫塗装  

③ 既設木材撤去（ゴミ処理共） 

④ 塗装済木材設置 

参加人員によって蜜にならないよう分散して班分け、 

日にち分けを考えます。 

時期は涼しくなってから、10 月ころです。 

 

【総務・施設】 

★司祭館塗装工事について 

 
 

司祭館の塗装は、幼稚園の夏休みに合わせて 3 週間の

スケジュールで組みましたが、梅雨が平年より 1 週間長

引き、その影響で予定とおりに進むかなと思いました

が、猛暑の中を、塗装施工者の努力のおかげで、スケジ

ュールどおりに塗装工事が無事完了出来ました。 

また、司祭館の 2 階ベランダ屋根修理取付工事と司祭館

の玄関屋根のトヨ部分の穴修理工事、聖堂の大屋根トヨ

の亀裂修理工事も、合わせて終了致しました。 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

司祭館屋根から御堂屋根を撮影しました。屋根の赤い塗

膜が剥がれることなく状態は良いようです。 

★ルルド岩山の補強工事について 

 

ルルド岩山背面 

コンクリート養生の状況と型枠状況 

 

ルルド岩山の補強工事 皆様のご協力ありがとうござ

います。今回は背面の補強コンクリート壁設置、その前

に植物の撤去でした。梅雨明け後の暑さの中、8 月 11

日にコンクリート打設ができました。 

 

 

● 2021 年のカトリック手帳の注文をお受けします。 

マリア学院に申込書がありますので 9 月 27 日迄に 

氏名をご記入下さい。 尚、カレンダーは 10 月に受付 

します。 

 

●募集 

毎月第１金曜日の掃除を手伝ってくださる方を募集して

います。           

 

●教会便り夏号の発行  受付（長机）に置いてありま

すので、氏名ご記入の上、各家庭１冊お持ち帰りくださ

い。また、教会に来れない信徒にお渡し頂ける場合はそ

の方の氏名を記入してください。 



                                                    

９月地域別分散型ミサ     

5 土 年間第２3主日のミサ 18:00

年間第２3主日ミサ 10:00

14:00

12 土 年間第２4主日のミサ 18:00

年間第２4主日ミサ 10:00

14:00

19 土 年間第２5主日のミサ 18:00

年間第２5主日ミサ 10:00

14:00

26 土 年間第２6主日のミサ 18:00

年間第２6主日ミサ 10:00

14:00

3 土 年間第２7主日のミサ 18:00

年間第２7主日ミサ 10:00

14:00

10 土 年間第２8主日のミサ 18:00

年間第２8主日ミサ 10:00

14:00

17 土 年間第２9主日のミサ 18:00

年間第２9主日ミサ 10:00

14:00

24 土 年間第30主日のミサ 18:00

年間第30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

● 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。

　　10月

日

18 日

25 日

4

土曜ミサ参加者＋第1.2.3班

第３班

●「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。

土曜ミサ参加者＋第1.2.3班

第２班

第３班

第３班

第１班

土曜ミサ参加者＋第1.2.3班

第１班

第２班

土曜ミサ参加者＋第1.2.3班

11 日

● 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。

日 曜日 ミサ・典礼
Misa/Tenrei

時間
Jikan 地域別分散型ミサ

土曜ミサ参加者＋第1.2.3班

第３班

第１班
13 日

日6

土曜ミサ参加者＋第1.2.3班

第１班

第２班

日

20 日

27

第１班

土曜ミサ参加者＋第1.2.3班

土曜ミサ参加者＋第1.2.3班

第２班

第２班

第３班

第１班


