
2020 年 11 月号  Ｎｏ.127 

10 月 31 日 教会委員会発行 
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１1 月 ちょっと一言 

                                    主任司祭 鵜飼好一 

 

11 月を迎えます、ようやくあちこちの紅葉の話

題がニュースで報じられるようになりました。富

士山の冠雪も伝えられています。教会の駐車場に

ある桜の木も日々色づき落葉が増えつつありま

す。これから一気に秋が深まり冬へと季節は流れ

ていくのでしょうか。 

今年は新型コロナウイルスに振り回された一年

ですが、今はインフルエンザの予防が叫ばれてい

ます。皆さんも普段から感染症にかからないよう

に既に気遣っている毎日でしょう。日常の生活は

人の交わりが制限され、一年前と比べるとずいぶ

ん異なっているように感じます。一日も早く安心

してミサや様々な楽しい交わりができるようにな

ることを願っています。 

カトリック教会では 11 月は典礼歴の最後の月

です。諸聖人の日から始まり、死者の日を記念

し、終末的な展望のうちに王であるキリストの主

日を迎え、一年を締めくくると同時に待降節へと

移っていきます。今年は 11 月の最後の日曜日か

ら待降節が始まります。典礼の準備に苦労してい

ますが、死者のためのミサやクリスマスのミサも

例年とは違った雰囲気になりそうです。それにし

ても、どのようなときにも神さまの助けを信じ、

私たちが辛抱強くそれぞれの勤めを果たすことが

できるように努力いたしましょう。 

私たちは、神さまの御手がいつもこの世界を導

いておられることを信じています。マタイ福音書

の山上の説教の教えを思い起こしましょう。よく

歌う「ごらんよそらのとり」の教えのように、神

さまの愛と慈しみに信頼して日々歩みたいもので

す。「一日の苦労は一日で足りる」「思いわずら

うな」…。今私たちに必要なことは神さまの限り

なく慈しみ深い愛に対する信頼です。私たちは毎

日のように「新型コロナウィルスに苦しむ世界の

ための祈り」をお祈りしていますが、この信頼な

くしては意味がないでしょう。 

中にはコロナの影響をもろに受けて困っている

人がいるでしょう。未来に向かって希望を持ち続

けることができますように！軽い気持ちでいうこ

とはできませんが、よく言われることは、「苦し

いときこそ恵みのときである」ことを信じて、さ

らにいっそう主との一致を目指して歩むことがで

きますように！キリストを信じるわたしたちが、

苦しみにも意味があることを十字架のイエスさま

を見つめながらさらに深く知ることができますよ

うに！ 

 

 



【教会委員長より】 

皆様 こんにちは。ウイルスの脅威と闘ってきた、こ

の 1 年も後 2 か月となりました。今後、人の知恵が勝利

するのか、まだまだ楽観は出来ませんが、少し、光が見え

て来たかな？と思った矢先に、市岡神父様の帰天、とい

う悲しいお知らせが届きました。これがフェイクニュ－

スであって欲しいと心から願いましたが、真に残念なが

ら事実でした。知った時（教区のホ－ムぺ－ジより）は正

に青天の霹靂、言葉も出ない程の衝撃でした。今は静か

に祈る事、神父様のあの笑顔を思い出す事しか私には出

来ません。人生は出会いが有り、別れが有ります。当たり

前の事ですけど。別れの悲しみを乗り越えて、希望を持

って生きて行けば、明日素晴らしい出会いがあると信じ

ます。それは、人なのか、自然なのか、心を開いて前に進

めば必ず、です。この夏の気候は少し変わっていました。

紅葉はどうなるでしょう。    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１1・１2 月予定表で確認してください 

１）11 月 3 日(祝・火)死者ミサは 9:30 と 11:00 の

２回で申込制です。「どちらでも良い」と申込まれた方

は、9:30 のミサにご参加ください。 

２）七五三の祝福を 11 月 1 日 14 時・11 月 8 日 

10 時・11 月 8 日 14 時のミサで致します。 

申込用紙はマリア学院にあります。 

３）12 月から来年 2 月までの分散ミサ奉仕者担当表を

ご覧になり、ご確認ください。 

４）待降節黙想会は 12 月６日(日)待降節第２主日に行

われます。指導司祭：祖父江優太神父様(教区司祭) 

タイムスケジュール 

  10:00〜11:00  ミサ 祖父江優太神父様 

  11:00〜12:00 講話 祖父江優太神父様  

12:00〜        ゆるしの秘跡 鵜飼好一神父様  

12:30〜13:30 講話 祖父江優太神父様 

  14:00〜15:00 ミサ 祖父江優太神父様   

15:00〜16:00 ゆるしの秘跡  

祖父江優太神父様/鵜飼好一神父様 

 密を避けるために申込制と致します。 

(１０時〜ミサと講話・１２時３０分〜講話とミサ・ど

ちらでも良い) ランチ会食はありません。 

マリア学院の申込用紙にお名前をご記入ください。申

込は１１月２２日(日)までにお願いいたします。 

1 回のミサ参加人数は 35 名を上限とさせて頂きま

す。人数が超過した場合は、ご相談させていただく場

合もあります。 

 

５）待降節中のゆるしの秘跡については、主日のミサ

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。 

 

〈日曜レクチオ開講のおしらせ〉 

聖書の語り掛けてくる「み言葉」に耳を傾け、静か

な心のひと時を持ってみませんか？9/11（金）植栗

神父様のレクチオの後、参加者からのご希望により、

以下の通り、日曜レクチオを開講することになりまし

た。（尚、第１.3 水曜日のレクチオは変わらずに行

われます。） 

レクチオとは？ 

・聖書のみことばを、ただゆっくり、ゆっくり愛でるよ

うに味わいます。 

・心に響いたみことばを通し、黙想し、祈り、観想を 

経て、それをお互いに分かち合い、あるいは、 

只、人の話に耳を傾けて聖書に親しむ事です。 

・聖書講座ではないので、解釈はしません。 

・テキストは主日の福音や詩篇を使用します。 

・地区制や班に区別なく参加していただけるよう対応さ

せていただきます。 

・メンバーとして固定するのではなく、 

随時参加 OK で、その時参加できる方々と分かち合いた

いと思います。 

 

第１回 １１月２９日（日） 

11：30～１２：30 マリア学院２階 

その後、ティータイム・お弁当タイムを持ちます。 

（第２回は参加者のご希望により決めさせていただきま

す。）           

 

【福祉部】神の愛を証する力を育てる部門 

★ 報徳食品支援センター（フードバンク） 

 大量生産大量消費で生み出される膨大な量の廃棄され

る食品、また家に置いたままになっている食品を捨てな

いで、必要としている２市８町の人達に届ける活動をし

ています。箱根の観光業がコロナ渦の影響を受け働いて

いた、小田原をはじめ近隣や外国籍の人々、ひとり親世

帯も苦境に立たされています。最近は貧困が見えにくく

なっていて、困っている人達を探し出すのが難しくなっ

ています。 

もし援助が必要な方をご存じでしたらお知らせ下さい。 

現在センターでは支援して下さる会員を募集していま

す。         または、フードバンク本岡さん

090-3107-6477 に連絡、あるいは「小田原報徳フ

ードバンク」で検索して下さい。 

 



★かなせっけんは在庫があります。使って下さっている

方、欲しい物がありましたらお尋ね下さい。 

 

★福祉部会を 11/28(土)14 時～行います。 

部会の皆さんお集まり下さい。 

 

 

 

 

【ヨゼフ会】             

ルルド側のベンチ改修をヨゼフ会有志により行いまし

た。10 月 3 日（土）より始め、台風の影響がありまし

たが 11 日に無事終了しました。  

皆様のご協力に感謝いたします。 

 

★皆様の憩いの場所としてご愛用ください★ 

 

 

         

〈教会便り冬号原稿 再募集のお願い〉 

教会便り、Ｎｏ80 号（2020 年冬発行）に掲載する原

稿のお願い。 

・コロナウイルスに対する思い 

・市岡神父様の事 

・小田原教会の思い出（こんな事も有りました・・・） 

・こんな本を読みました 

・その他、なんでも。 

字数は 800 字程度でお願いします。短くても大丈夫で

す。 

メモ用紙に手書きの場合、広報の三上、又は宮久保へ手

渡しください 

パソコン、スマホからデ－タで送られる場合は、 

三上、又は宮久保へ声かけを。 

締め切りは、発行時期の都合上、11 月下旬位迄にお願

いします。          

編集委員 三上、宮久保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 第１班

14:00 第２班

5 土 待降節第2主日のミサ 18:00

待降節第2主日ミサ 10:00

黙想会 14:00

12 土 待降節第３主日のミサ 18:00

待降節第３主日ミサ 10:00

14:00

19 土 待降節第４主日のミサ 18:00

待降節第４主日ミサ 10:00

14:00

主の降誕 18:00

夜半 20:00

主の降誕 　 8:00

日中 10:00

26 土 聖家族のミサ 18:00

聖家族ミサ 10:00

14:00

　　第１班 第２班 　　第3班
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

第２班
1 日

12月

土曜ミサ参加者＋第1.2.3班

3 祝・火

8 日

15 日

22 日

土曜ミサ参加者＋第1.2.3班

29

25 金

第3班

第1班

申込み制

申込み制

土曜ミサ参加者＋第1.2.3班

第2班

第3班

24 木

日
申込み制

日

6

20 日

土曜ミサ参加者＋第1.2.3班

13 日

日曜レクチオ第１回

11:30～12:30

第３班

第１班

土曜ミサ参加者＋第1.2.3班

申込み制

申込み制

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２班

第３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

第３班

申込み制

申込み制

申込み制

　　　①蛍田・栢山・他

第1班

第2班
27 日

11 月地域別分散型ミサ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


