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12 月 ちょっと一言 
                                    主任司祭 鵜飼好一 

待降節が始まりました。いち早く典礼における

新しい年を迎えて、教会は新たな出発をいたしま

す。まだまだコロナ禍の中にあって、未来に向か

う力がそがれているかのようにも感じますが、そ

れでも気持ちを切り替えて新しい歩みを始めまし

ょう。今、神さまの御心は何かを考え、主の再臨

への願いを心から祈り求めましょう。 

 待降節には救いを求め、救い主の到来を待ち望

んでいた、旧約時代の神の民イスラエルの心を追

体験します。現代の私たちは主の再臨を待ち望

み、神の国の完成を願いながら、主を迎える心の

準備をします。どのような心の準備をしたら良い

のでしょうか。 

 四旬節と同じく、待降節においても、根本的に

回心が呼びかけられています。罪の赦しによって

こそ私たちは救いの恵みに豊かに預かります。主

がもたらされた恵みは罪の赦しです。受肉によっ

て主は罪の赦しの恵みを私たちのために勝ち取ら

れたのです。回心の呼びかけに応え、赦しの喜び

にあずかりましょう。 

また、主が求めておられるのは愛です。主の愛

の業によってこの世界が一新されました。私たち

も主に倣って、主に結ばれて愛の業をおこないま

しょう。私たちも、主がもたらされた愛と喜びと

平和をこの世にもたらすことができますように。 

愛、喜び、平和…。クリスマスを記念すること

の意味はこれらの言葉に示されています。主のご

誕生の出来事を記念して私たち一人ひとりがこの

言葉をより深く味わうことができますように。 

待降節の良い準備によってご降誕祭の喜びはよ

り大きくなります。福音に生きることは喜びのう

ちに生きることです。神の愛を知り、愛の内に歩

み、神の愛を証することを主は望まれます。私た

ちの心に主を迎えて、その喜びと平和のうちに力

強く歩むことができますように。 

コロナ禍の中にあって世界中が大きな困難のな

かに置かれています。このような時代だからこ

そ、互いに思いやり、助け合い、共に歩む機会も

生じています。コロナが人々の絆を壊そうとすれ

ばするほど、私たちは主がもたらされた深い一致

を実現すべく、主における愛の絆を深めるように

心がけたいと思うのです。聖霊の照らしと導きを

願いながら、私たちが恵みの時であるご降誕祭

を、心から喜び迎えることができますように祈り

ます。 

 

 

 

 

 

 



【教会委員長より】 

皆様こんにちは。 今年も後 1 か月となりまし

た。10 月の頃はコロナ感染も少し落ち着き、これ

ならば、もしかしたらクリスマスの頃には元のよう

に戻す事が出来るかも知れない、と淡い期待も抱い

た時も有りましたが、少し手綱をゆるめるとすぐに

勢いを盛り返す。 「コロナよ、おぬしも中々やる

な！」といった心境です。年を取ると、一年が短く

感じますが、今年は長い一年でした。一人一人が、

コロナと向かい合い、おびえつつ、然し学びながら

過ごしてきたと思います。待降節、降誕節の迎え方

も今迄のように、華やかに迎えるのではなく、家で

も教会でもひっそりと静かに迎える事になりそうで

す。これも又、新しいクリスマスの過ごし方となる

事でしょう。市岡神父様の事も一時のショック状態

から、少し落ち着いて想いを馳せる事が出来るよう

になりました。 師走を迎え気忙しくなる季節です

が、気を静め、コロナ、インフルエンザに気を付

け、希望に満ちた 2021 年を迎えられるよう共に

過ごしたいと思います。   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 12・1 月予定表で確認してください 

 

★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。 

 

1）待降節黙想会 12 月 6 日（日）  

新タイムスケジュール 

9:00〜10:00   ゆるしの秘跡 (マリア学院２階)  

祖父江 優太 神父様 

10:00〜11:00  講話     

祖父江 優太 神父様 

11:00〜12:00   ミサ     

祖父江 優太 神父様   

12:00〜     ゆるしの秘跡 (マリア学院２階) 

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    

祖父江神父様/鵜飼神父様 

(マリア学院２階/子供部屋) 

「どちらの時間でも良い」の方は、12 時 30 分から

の講話とミサにご参加ください。 

 

2）主の降誕ミサ（４回の申込制） 

24 日（木）夜半のミサ 18:00 ＆ 20:00 

25 日（金）日中のミサ  8:00 ＆ 10:00 

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 12 月 20 日（日）までにお願いいたします。

１回のミサ参加人数は３０名を上限とさせて頂きま

す。 

3）1 月 1 日（元旦・金）  

神の母聖マリアの祝日ミサ（申込制） 

１１：００と１４：００の２回を予定しています。 

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 12 月 20 日（日）までにお願いいたします。

１回のミサ参加人数は３０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。 

ミサ参加時の寒さ対策 

これから寒くなります。ミサ中も暖房は活用しますが、

一方、コロナ感染拡大防止の為、換気も必要です。お聖

堂内の室温も下がってしまいます。そこで皆様にお願い

です。寒さを強く感じる人は「ひざ掛け」「羽織るも

の」「ホカロン」等をご準備ください。体調を優先し、

寒い時はミサ中も外套等を着用ください。 

 

 

 

 

 

 



【宣教部】信仰を伝える力を育てる部門 
 

★1 月 17 日(日)に教会での成人式の祝福を行いま

す。ご本人様、お子様、お孫様で該当される方はマリ

ア学院の受付の申し込み用紙に記入してください。 

当日、ミサに参加できない人、または班が違うなどの

ご相談に応じます 

 

★「毎日のミサ」の共同年間購読をされませんか？ 

個人で頼まれるよりお安く購入できます。 

新規購入希望の方はマリア学院の受付の申し込み用紙

に、また従来通りの人で変更がある場合は申し込み用

紙にご記入下さい。 

 

 

【福祉部】神の愛を証する力を育てる部門 
 

期限切れでない乾物、レトルト食品、飲料、お菓子

等クリスマスにひとり親世帯や高齢者宅に配るための 
食品を寄付して頂けませんか。12 月 20 日までマリ

ア学院に箱を置きますのでその中に入れて下さい。 

ほんの少しでも、もちろん沢山でも多くの方の暖かな

贈り物、よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【総務・庶務】 

小田原教会 E-mail 連絡網は現在 71 名の方が登録

されています。 緊急時の連絡や毎月のお知らせを

E-mail にて配信しています。まだ登録されていない

方は是非教会委員へ登録の連絡をしてください。 

 

【総務・広報】 

★「教会だより冬号」を主の降誕ミサで配布予定で

す。氏名を記入用紙にご記入の上、各家庭 1 冊お持

ち帰りください。 

 

★小田原教会ホームページを開始して８年が経過しま

した。最近の社会状況から教会サイトの閲覧回数が増

え問い合わせが増えています。最近はカナダから次の

ような問い合わせが入りました。「来年小田原教会に

お世話になります。オルガン演奏、通訳などのボラン

ティア活動ができます。」今は携帯で情報を得る世の

中、小田原教会の最新情報を掲載することで一般の方

との繋がりを増やせる手段になっています。当教会の

ホームページはスマホ・タブレットには残念ながら対

応できていません。以上の理由によりホームページの

リニューアルをします。小田原教会を外に向けて発信

していきましょう。 

 

 

【ロザリオ会】 

 

★１２月４日初金のミサはありません（幼稚園クリス

マス会のため）  

 

★集いは１０時より行いますので参加出来る方はお集

まりください。 

 

 

 

 

 

 



5 土 待降節第2主日のミサ 18:00

待降節第2主日ミサ　　　　  申込み制

黙想会　　　　　　　　　　 申込み制

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

神の母聖マリア 11:00

世界平和の日 14:00

2 土 主の公現のミサ 18:00

主の公現ミサ 10:00

14:00

9 土 主の洗礼のミサ 18:00

主の洗礼ミサ 10:00

14:00

16 土 年間第２主日のミサ 18:00

年間第２主日ミサ 10:00

新成人の祝福 14:00

23 土 年間第3主日のミサ 18:00

年間第3主日ミサ 10:00

14:00

30 土 年間第4主日のミサ 18:00

年間第4主日ミサ 10:00

世界こども助け合いの日・献金 14:00

　　　　第3班

②小田原市内・他

　　　③小田原市内・他 ⑥箱根・他 ⑤南足柄・山北・開成・他

④鴨宮・湯河原・他

　　　　　　　第１班　　　　　　　　　　　　第２班

第1班

31

申込み制

申込み制

第3班

第3班

申込み制

土曜ミサ参加者＋第1.2.3班

申込み制

日

第3班

土曜ミサ参加者＋第1.2.3班

　　　①蛍田・栢山・他

土曜ミサ参加者＋第1.2.3班

第2班
日

第3班

第1班

土曜ミサ参加者＋第1.2.3班

申込み制

第2班

申込み制

日 曜日 ミサ・典礼
Misa/Tenrei

時間
Jikan

地域別分散型ミサ

第1班

第2班

第3班

第1班

土曜ミサ参加者＋第1.2.3班

17 日

24 日

金1

10 日

3 日

第1班

第2班

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

土曜ミサ参加者＋第1.2.3班

2021年1月

25 金

土曜ミサ参加者＋第1.2.3班

27

24 木

6 日

13 日

20 日

9:00ゆるしの秘跡　10:00講話　11:00ミサ　12:00ゆるしの秘跡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申込み制

12:30講話　14:00ミサ　15:00ゆるしの秘跡

１２月地域別分散型ミサ 

 


