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１０月 ちょっと一言 
                                                

主任司祭 鵜飼好一 

9 月から 10 月へ。夏から秋へ。季節の変化

もありますが、なんと言っても新しい菅内閣の

誕生で、安倍内閣に変わった新内閣の働きによ

って社会がどのように変化していくのか、政治

の動きが注目される昨今です。新型コロナウィ

ルスの感染拡大の心配と、経済的な打撃を回復

すべく大きな課題がありますが、しばらくは目

が離せません。少しでもより良い方向に変わっ

ていく兆しが見えれば良いのですが…。 

最近は雨の日も多くなり、気温も下がり涼し

くなりました。そうはいっても、新型コロナウ

イルス対策によって、何かぎこちない人間関係

を感じています。社会的ディスタンスを保つこ

とや密を避けることは必要かもしれませんが、

大切な何かが失われていくように感じていま

す。しかし、そのためかえって本当に必要なこ

とは何かを考え、見いだす良い機会になってい

ることもあります。 

人間の大きな苦しみは孤独に生きることで

す。人間は本来一人で生きていくのではなく、

人と人との交わりこそ人にとってなくてはなら

ない大きな喜びであり、人が本質的に求めてい

るところです。 

コロナウィルスの影響やアメリカの人種差別

の問題で最近差別の問題がニュースなどで取り

上げられ論議されたりしていました。人を裁い

たり、差別したり、この問題は長い歴史の中で

未だに連綿と続いている大きな問題です。 

聖書の言葉を思い起こします。 

「人を裁くな。あなたがたも裁かれないように

するためである。あなたがたは、自分の裁く裁

きで裁かれ、自分の量る秤で量り与えられる」

（マタイ 7：1-2）。ヤコブの手紙 2 章の始

めには人を分け隔てしないように教えられてい

ます。 

差別をなくすためにはどうしたらよいのでし

ょうか。一人ひとり自分の中に「差別的な考え

や傾向を持っていないか」と反省することも必

要でしょう。競争社会ではどうしても差別が生

まれます。誰もがキリストのように父である神

と人に仕える心を持ち、感謝の心を互いに持つ

ことができれば、差別もなくなるのではないで

しょうか。自分が神の恵みと人々に支えられて

生きていることに気づくことができれば他人を

裁き人に対して怒りを爆発させることも少なく

なるのではないかと思います。 



【教会委員長より】 

皆様 こんにちは。 

この原稿を書いてるのは、9 月中旬ですが漸く猛暑も

一段落と言ったところです。けたたましかった蝉の声

も気付けばいつの間にかしていません。しばらくすれ

ば夏の暑さが恋しくなるでしょう。コロナウイルスが

問題となって半年経過しましたが、少し油断すれば、

すぐに勢いをぶり返しそうで、中々気を抜くことが出

来ません。もう覚悟を決めて「コロナ以前は良かっ

た」等と未練がましく考えるのをやめて潔く現状を受

け入れた方が良いのかも知れません。10 月 1 日は

「十五夜」です。5 時半頃、「三密」を避けつつ東の

空に静かに昇る満月を見ながら月見団子等を食べるの

も、あるいは月見酒を楽しむのも、コロナ対応生活を

楽しむ一つの手段と思います。 

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１０・１１月予定表で確認してください 

 

★10 月２日(金)の 10:00 のミサで、小田原カトリ

ック教会の守護聖人 聖テレジア(幼いイエスの)おと

め教会博士 の記念ミサを行いますので、どうぞお越

しください。 

 

 

★11 月 3 日（祝・火）死者ミサは 9：30 からと 

11：00 からで、蜜を避けるために申し込み制とい

たします。10 月 18 日（日）申込み締切りです。 

 

死者のお名前を書くカード（白色）と、1 年以内に

亡くなられた方のお名前を書くカード（空色）がマ

リア学院のテーブルの上に置いてあります。 

1 年以内に亡くなられた方は、死者ミサで神父様が

お名前を読み上げます。 

11 月 3 日のミサの前までに、お名前をご記入くだ

さい。密にならないよう参加人数を調整する場合が

あります。ご了承願います。 

★10 月、11 月のミサ奉仕担当者を掲示していま

す。典礼部でない方にもマリア学院に貼ってある表を

見て確認してください。 

 

【宣教部】信仰を伝える力を育てる部門 
 

★９月 11 日の宣教司牧養成講座「祈りの養成講座」

の一つの学び「祈りの会・祈りの仕方の学び」で皆様

に沢山の御声を戴きました事、又、この度は予め、今

のコロナ感染状況を思い（人数制限）をさせて戴く為

に用紙に参加者の皆様にお名前を書いて戴きました。

ミサの中でその告知を委員の皆様、又、宣教の皆様に

御協力を戴きました事深く感謝申し上げます。 

小田原教会だけでも 23 名の方々が参加して下さる事

に大変、嬉しく思います。 

 

★植栗神父様から委員の皆様へのメッセージ  

（植栗神父様は「分かち合い」を大切にされている）

『小田原教会に大きな「ＬＤの祈り」種を落とす事が

出来ました。又、この大きな種が益々、大きく膨ら

み、皆様の心の（感覚の変化）を期待しております。 

その中で、皆様と最後に聖歌を皆様と共に歌えたこと

が本当に心から嬉しく思いました。又、委員長を始め

参加者と最後に美味しいお茶と今後の「ＬＤの祈り」

の発展の予定のお話をも聞け、この度多くの信徒の参

加者を観させて戴いて「小田原教会が一つの方向へ向

いている、歩んでおられる」事が何よりも嬉しかった

事です。これからもこの「LD 祈り」の学びが大き実

となる様に約束された事を、心から願い祈っておりま

す。』との事でした。 

 

【福祉部】神の愛を証する力を育てる部門 

★フードバンク報徳食品支援センターよりその活動に

ついてお話し下さいます。 

コロナ渦で影響を受け、今後経済状態が厳しくなる、

ひとり親世帯がますます増えて行くと思われます。 

そこで福祉部会だけでなく、教会として何か出来るか

を考えたいと思います。ぜひご参加下さい。 

10 月 14 日(水) 14 時～ 

 

★かなせっけんのカレンダーの注文をお受けします。

マリア学院のテーブルに注文表を置きますのでご記入

下さい。 

10 月 25 日締め切りです。 

 



【総務部・庶務】 

★2020 年度の教会活動担当者一覧表をマリア学院 

1 階に掲示してます。ご確認ください。 

追加・訂正等があれば担当委員にご連絡ください。 

 

★傷害保険：小田原教会では信徒全員が「カトリッ

ク信徒傷害見舞金制度」という保険に加入していま

す。もし教会内での活動中に怪我をされた場合、この

保険が適用されますので、庶務担当の栗栖、もしくは

教会委員へ連絡してください。 

 

★［小田原教会の連絡網］として E-mail 連絡網を促

進しています。 

希望される方はマリア学院に希望届用紙が置いてあり

ますので、注意事項を確認の上記入後、教会委員まで

提出してください。 

参加者には［毎月のお知らせ］をメールにて配信し

ます。 

  

 

 

 

 

 

〈教会便り冬号原稿募集のお願い〉 

下記原稿を募集します。 

［テ－マ 1］コロナウイルス関連  

コロナウイルスの問題は私達の生活に本当に大きい 

影響・影を与えています。生活も教会活動も大きく

変わりました。 

☆ねえ！聞いてくださいよ！こんな目に会ったんで

すよ。  

☆私は、こうしてコロナ生活を楽しんでいます。  

☆暇なので、こんな本を読んだ．  

などなど原稿をお待ちしています。 

 

［テ－マ 2］書きたい事。こんな時で旅行にも中々

行けない状況です。以前行った旅行の思い出等。

150 周年記念誌作成時の参考のために小田原教会

の歴史に関する事等。 

原稿締め切り 11 月下旬 

原稿形式 紙に手書きの場合→広報・三上か 

委員長・宮久保へ手渡しください。 

又は、ＦＡＸにてお送りください。 

メ－ルの場合→三上・宮久保迄。 

アドレスが判らない場合はお問合せください。 

原稿量 自由ですが、800 字程度を目安にお願い

します。      

教会便り編集委員 三上、宮久保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 月地域別分散型ミサ 

 
 

2 金 聖テレジア記念ミサ 10:00

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

31 土 諸聖人（年間第31主日のミサ） 18:00

諸聖人（年間第31主日ミサ） 10:00

14:00

死者ミサ 9:30

11:00

7 土 年間第32主日のミサ 18:00

年間第32主日ミサ 10:00

14:00

14 土 年間第33主日のミサ 18:00

年間第33主日ミサ 10:00

14:00

21 土 王であるキリスト（年間第３４主日のミサ） 18:00

王であるキリスト（年間第３４主日ミサ） 10:00

14:00

28 土 待降節第１主日のミサ 18:00

待降節第１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。

　　11月

15 日

22 日

1
第２班

土曜ミサ参加者＋第1.2.3班

29 日
第１班

3 祝・火
申込み制

土曜ミサ参加者＋第1.2.3班

第１班

第２班

第２班

第３班

土曜ミサ参加者＋第1.2.3班

第３班

第１班

土曜ミサ参加者＋第1.2.3班

8 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。

土曜ミサ参加者＋第1.2.3班

4 日

日11
第３班

第２班

土曜ミサ参加者＋第1.2.3班

第３班

第１班

日 曜日 ミサ・典礼
Misa/Tenrei

時間
Jikan 地域別分散型ミサ

日

18 日

25

第３班

日

第２班

第３班

土曜ミサ参加者＋第1.2.3班

申込み制

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１班

第１班

第２班


