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「神さま、あなたはわたしに今何を望んでおられるのですか？」 

 

 

 

 

 

 

主 

 

６月は「イエスのみ心の月」と言われています。 

それで、「み心」について何か書こうと思ったのです

が、「み心」ということで最初に私の心に浮かんだの

は、「みこころが天に行われるとおり地にも行われま

すように」という、主の祈りの中の一文でした。そう

いうわけで、今回は主の祈りで言われている「みここ

ろ」について一言書かせていただきます。 

ここで言われている「みこころ」は、神さまの思

い、あるいは神さまが望んでおられることを意味して

いると言ってよいでしょう。ですから、「みこころが

天に行われるとおり地にも行われますように」という

言葉の意味は、「神さまが望んでおられることが、こ

の地上の世界でも実現しますように」であると思いま

す。 

私たちが信じている神さまは、ご自分の思いや望み

やご計画を、ご自身だけで実現してしまおうという方

ではありません。神さまが願っておられるのは、私た 

 

        

 

主任司祭 宮内 毅 

ち人間と一緒にご自分の望みを現実のものにしていく

ことなのです。言い換えれば、私たち人間には、神さ

まの望みが実現するために働く使命があるということ

です。 

では、神さまの望みを実現させていくために、具体

的に何をすればよいのでしょうか。そのためにはま

ず、私たち一人ひとりが、「あなたはわたしに今何を

望んでおられるのですか？」と神さまに絶えず問いか

けることが大切であると思います。もちろん、問いか

けたからと言って、いつもすぐに答えが与えられるわ

けではありません。 

しかし、大事なのは問いかけ続けることなのではな

いでしょうか。「神さまが今わたしに何を望んでおら

れるか」という問いを絶えず心に抱き続けることで、

私たちの心は少しずつ自分の望みから神さまの望みの

方へ向けられていくと思います。 

私たち一人ひとりが、神さまの「みこころ」の実現

のために働く者となることができますように。 



【委員長より一言】 

皆様 こんにちは。コロナ騒動に開けた今年も、もう半

年が過ぎようとしています。 

・日曜日のミサが午前中の 1 回となり、各班の皆様も場

合によっては月に 1 回しか教会に来る事が出来ない。 

・感染力の強いコロナ変異種に対応の為、私達の行動も

相変わらず、不要不急の外出を控える毎日 

・異例に早い梅雨の到来で天気もどんより（気分も） 

他にも皆様、勿論私もですが、それぞれ悩みの種をたく

さんお持ちでしょう。 

この状況で「明るく前を向いて暮らしましょう！」な

んて言うと、どこかから石でも飛んできそうな雲行きで

すが、それでも生活の中のどこかに心の安らぎを見つけ

なければ、人は暮らして行けません。NTT と郵政省の宣

伝をするわけでは有りませんが、友人に久しぶりに手紙

を書く、特に用事は無いけど電話をしてみる、本が売れ

なくて本屋さんも困っているようです。図書館もゆっく

り探してみると興味を引く面白い本がたくさんありま

す。もう少し待てば明るい太陽の恵みにあずかれる

「夏」が来ます。 

今はワクチン接種予約も中々難儀ですが、いずれできる

ようになります。のんびり構えて過ごしましょう。 

教会では、班別により来る事の出来ない主日の「主日の

典礼」「司祭からのメッセ-ジ」をマリア学院に置いてあ

ります。皆様どうぞお持ち帰りください。 

教会委員長  宮久保秀一 

 

 

 

 

 

【典礼部】 祈る力を育てる部門 
 

★５月から第６地区主日のミサ司祭のローテーション

が始まっています。 

宮内神父様のお仕事など６地区の集まりが午後に集中

することが多くあります。 

また、コロナの人数が増加になっていることを真剣に受

け止めて、急がず安全に進めていくことになりました。 

 

★５月からの主日のミサは１０：００からの一回で地区

別で行うことになりました。午後のミサはありません。 

主日のミサ表をご覧になり気をつけてお越しください。 

 

〈人の動き〉 
★幼児洗礼おめでとうございます。 

５月２３日 女子 1 才 

       

 

 

〈藤が丘教会の紹介〉 
4 月 28 日（水）三上さんの車に同乗して藤が丘教会へ

行ってきました。目的は司祭館に鎮座していたどでかい

マッサージジチェアを鵜飼神父様に貰って頂く為に運搬

しました。印象を箇条書きとさせて頂きます。 

 

●教会は、青葉区藤が丘

に有り、街路樹の緑が濃

い然し坂の多いモダンな

町の中にある。 

 

●教会は 4 階建て。1 階

は受付、2 階がお聖堂、

4 階が神父様の居室。そ

の他ゲストル-ム等、ホテルのような感じです。勿論エレ

べ-タ付。 

 

●お聖堂はパイプオルガンが設置され、西日がステンド

グラスを美しく

染めていまし

た。 

 

●分散ミサの

為、長椅子には

着席禁止部分に

はテープが張っ

てありました。 

 

 

 

 

神父様自ら教会内部を案内してくださりましたが、一番

うれしかったことは、丁度お昼時の為、神父様が作られ

たカレ-ライスを美味しく御馳走になった事でした。そう

言えば神父様は言われれば、そうかな、と思うのですが

少しやせられたようです。でもお元気そうでした。 

（記：宮久保秀一） 

 

 

 

 



【ロザリオ会】 

鵜飼神父様へ霊的花束を贈りました。 

４月３０日締切りとしてカードにて郵送しました。 

５月２日にお礼の電話がありました。 

「信徒の皆さま、ありがとうございます。皆さまへよ

ろしく。元気に毎朝ミサをたてています。」 

 

聖母マリアさまのご絵カードに記入して贈りました。 

主の祈り 379  

アベマリア 396・栄唱 370 

ロザリオ 194 連 64 環 

ミサ 91 

ヨセフさまへの祈り 10 

 

 

 

 

 

 

 

〈旧箱根教会鐘の安置について〉  
 

① 箱根教会で大切に保管されていた鐘です。 

ゆわれについてははっきりしませんが、 

聖テレジアと刻まれています。 

 

 

② 鐘を保存展示するミニ鐘楼の基礎 

鉄筋コンクリートの丈夫な本格的基礎です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ ミニ鐘楼本体の木造部分 

箱根教会の聖堂の入り口をイメージし 

窓にもこだわりを見せています。 

外部の仕上げはモルタルで本格的です。 

色合も箱根教会を思い出せればと考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（記：土肥雄一） 

 

 

ミニ鐘楼 完成セレモニーについて 

 
日時：７月２５日（日）ミサ後の１１時予定 

 
場所：安置ミニ鐘楼前（ルルドの洞窟前広場） 

 

参加者：旧箱根教会信徒 

    第 2 班信徒（分散ミサにより） 

    参加希望者 

    幼稚園にも声をかける 

 

内容： 鐘楼の祝別 

    鐘を鳴らす 

    鐘楼設置の経過報告 

    挨拶 

 

＊以上は予定です。変更になる場合があります。確

定したご案内は７月お知らせにて連絡します。 

 
（教会委員長 宮久保秀一） 

 

教会だより夏号 
原稿の締切りは７月１１日です。 

字数に制限はありません。写真歓迎。 

内容は自由です。         広報 

 



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

4 日
年間第１４主日ミサ
　　　　　　　　　　タム神父

年間第１１主日ミサ
　　　　　　　　　オボス神父

20 日
年間第１２主日ミサ
　　　　　　　　　　　韓神父

27 日
年間第１３主日ミサ
　　　　　　　　　　宮内神父

金

土

10:00週日のミサ

週日のミサはありません

週日のミサ

年間第１２主日のミサ

年間第１３主日のミサ

10:00

10:00

10:00

18:00

18:00

18:00

10:00

ロザリオ会10:40

土曜ミサ参加者＋第1.2.3班

第2班

●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。

　
宮内主任司祭とコミュニケーションを良くするためにも

　　　　　　　　　　　　　信徒の皆さんは名札の着用をお願いします。

金

土3

2

年間第１４主日のミサ

教会暦と典礼　　

2021年６月　地域別分散型ミサ

時間日 曜日 　班名（グループ別）　会合 他

4 ロザリオ会10:40

土曜ミサ参加者＋第1.2.3班

　　　　7月

25

26

金

土

週日のミサ

金

土

金

5

18

19

11

12

6

13

土

10:00

18:00

10:00

10:00

18:00

10:00

週日のミサ

キリストの聖体のミサ

年間第１１主日のミサ

日
キリストの聖体ミサ
　　　　　　　　　　宮内神父

日

第1班 　　 典礼部会11時

土曜ミサ参加者＋第1.2.3班

第2班

土曜ミサ参加者＋第1.2.3班 

第3班

　　　　　　　宮内神父様は函嶺白百合学園での司式ミサ

土曜ミサ参加者＋第1.2.3班

第1班　　　　　　　第６地区典礼部会　14:00 茅ヶ崎


