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「聖 心 の 月」
フランシスコ・ザベリオ 日野 武満 神父
六月の典礼暦は聖心の月と呼ばれ、六月二十八日（金）は、イエスの
み心をミサで祝われます。
横浜山手司教座聖堂はイエスのみこころ教会と呼ばれて、中央祭壇
の上部に光に照らされたキリスト像が建てられています。又、元町の
中華街地下鉄⼊り⼝にはʻ横浜天主堂跡ʼとして、みこころ像が建てられ
います。
１６７５年頃のシスター・マリア・マルガリタ・アラコクが神秘体験
により月の初金曜日に聖体拝領と祈りをするようにイエス・キリストが
求めたといわれ、南米エクアドルの教会が初の聖心教会と命名された
ことが記されています。

教会ごよみ（６月）
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土
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キリストの聖体
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祭日ミサ(9:30)

洗礼者聖ヨハネの誕生[祭]

２８

金

祭日ミサ(9:30)

イエスのみ心[祭]

２９

土

祭日ミサ(9:30)

聖ペトロ聖パウロ使徒[祭]

３０

日

主日ミサ(9:00)

年間第１３主日

そ

の 他

入門講座(14:00)
教会委員会
ミニバザー
入門講座(14:00)
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みんなの『寄り場』 ～５月から始まって～
毎月の主日のミサの後、教会では各部会やご奉仕などがあって忙しい
方々も多いですが、一方、いろいろと事情のある方々や特に何もなくて
すぐ帰宅される方々も大勢おられます。
そのような中で、私たち宣教部では、特に何もなくてお帰りになって
しまう方々と共に、その日ミサの中で頂く“神様からのみ言葉”（福音）
からのプレゼントをその日のうちに互いに分かち合えば、そのプレゼント
はより豊かに深く心に残るのではないかと思いました。それに平素の話
合いの時間も設け、
『寄り道』と称して「場」を作ることにいたしました。
そして、いずれは、ご親族、ご近所や教会に関心をもたれる方もこの「場」に顔を見せて下されば、私たちの
お仲間になるチャンスにも・・・との希望も抱いています。
その第一回目が５月１２日（日）に行われました。顔を合わせたのは９人。まず初めに、聖マザー・テレサさ
んがよく祈られた「主よ・・・あなたの名において、私たちがひとつの心、ひとつの魂となれますように」と祈
りました。次いで、その日の福音書を読んだあと、それぞれが自分の心に響いた「ことば」を口に出し、その後
気持ちを話しました。ひとり一人に響いた心はそれぞれ違いました。当然です。人によって神様からの声は違う
のです。だからこそ、仲間のみなさんとプレゼントの交換ができたのです。心は豊かに膨らんだのです。
その２０分ほどの後は、それぞれの今の気持ちを自由に分かち合いました。今回は自然に自分の信仰の道の話
や聖霊の話になりました。時間はあっという間に１２時になり、たまたまマリア様の話も出ましたので、
「マリア
の祈り」で終わりとなりました。
次回は６月９日（第２主日）です。どうぞどなたもご自由にご参加ください。話したくない方でもだまってど
うぞ。途中退席もご自由です。お待ちしています。

（宣教部 岩﨑好愛）

四旬節の献金のご報告
皆様から、ご協力いただきました四旬節の
献金は、 ３３，８２１円 集まりました。
愛の献金から、 ３０，０００円 追加して、
計 ６３，８２１円 をカリタス・ジャパンに
送金致しました。ありがとうございました。
（福祉グループ）

雨天
決行

Tel. ０４５－８０３－６１４１
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第五地区運動会報告 と 「サマーキャンプ」のお知らせ
今年は第五地区の教会（藤沢・⼤船・⼾塚・原宿・⽚瀬・鍛冶ヶ⾕・中和⽥）と雪ノ下教会、
港南教会が参加し、５月１９日（日）湘南白百合学園の校庭で行いました。
参加者は子ども５２名、リーダ２１名、保護者２９名と約１００名近い人数で行いました。
体育館でスダカル神父司式の主日ミサを行い、スダカル神父は「わたしがあなたがたを愛したように、あなたが
たも互いに愛し合いなさい」今日の福音から、子どもたちに友達と仲良くすること、まわりにいる人々を自分の
ように愛することの大切さを、わかりやすく話してくださいました。
ミサ後校庭で大玉送り、玉入れ、パン食い競争、障害物競争、綱引き、リレー等の競技を行いました。天気も
よく、各競技に大きな歓声がおきるなか、子どもたちの元気あるパワーに大人の方々もひっぱられながらたのし
く子どもたちと参加していただき、怪我する人もなくできました。
子どもたちも今日はたのしかったと笑顔で話してくれました。
８月にサマーキャンプを行うので、キャンプでまた会えること、
今日一日楽しくできたことを神様に感謝し、お祈りをして
終わりました。

サマーキャンプのお知らせ
日 時 ：

８⽉９⽇（⾦）〜11 日（日）

場 所 ：

静岡聖光学園

指導司祭：

スダカル神父（雪ノ下教会）

上記のようにサマーキャンプを行いますので、多くの子どもたちの参加を待っています。
詳細は後日お知らせいたします。

（井上 昭男）
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・６月の「みんなの会」はミニバザーの日なので実施

委員会だより（文中敬称略）
（５月 12 日（日） 10 名出席）

しない。

■日野神父様のお話

・７月 21 日（日）
、ミサ後に JLMM‐日本カトリック

・4 月は御復活祭の行事などで、あわただしく過ごし

信徒宣教者会事務局⻑・漆原比呂志氏の講演会を予

ました。
5 月は、ゆっくりとやっていこうと思います。

定している。ランチ交流会もある。ポスターを用意

建設委員会のほうも頑張っておられるのが分かりま

した。ランチ交流会に参加希望者は掲示板の申込書

す。私は帯状疱疹になってしまい、まだ完治していま

に記名してください。

せん。皆様も健康に気を付けてください。

■検討事項

■建設委員会報告（岩渕建設委員長）

・聖週間〜復活の主⽇（祝賀会含む）の振り返りをす

・中和田教会で皆様と共に決定した設計士最終候補者

ると、祝賀会の流れにメリハリがなかったようだ。

選定結果を、教区建設委員会及び司教顧問会に申請

今までのやり方で実施したが、式次第を考えてから

しましたが、残念ながら両会合とも４月は開催され

やったらどうか。来年からの課題である。日野神父

ませんでした。５月の教区建設委員会及び司教顧問

様のご提案で、最後にみんなで集合写真を撮ったの

会にて審議される予定ですので、承認されれば、い

は良かった。

よいよ設計士との建物本体についての意義ある検

・
「堅信準備講座」は、５月 26 日から全 9 回で行われ

討を開始できることになります。

る。中和田教会からは今回は見合わせる。教会の献

■連絡・お願い事項（小野委員長）

堂式に堅信式も合わせられるよう勉強会をする方

・教会委員会の場所を会議室から、２階集会室（旧司

向で調整する。

祭室）に変更する。

・宣教 G からの提案で「ミサ後に寄り道を」と題し

・5 月 18 日（土）に、
「臨時」教会委員会を開催する

て、今日から集会室で話し合いの場が持たれている。

ので出席願いたい。議題は、
「建設財務」についてで、 ・ウルバン神父様ダイアモンド祝が 5 月 26 日に原宿
教会委員以外の信徒の方々の参加も大歓迎です。財

大聖堂で行われる。日野神父様他 2 名参加する。

務会計だけでなく中和田教会の今後 20 年後の将来

・外の掲示板のリニューアルは、費用の面を考えて改

像を見据えて考えていきたい。60〜70 代だけでな

修時と同時にするが、イベントの時などに臨時の⿊

く若い世代やベトナムの信徒の方々を増やしたい

板のお知らせなどを置いたらどうか。

ので、そのことについて話し合いたい。

■いろいろな課題

■各グループからの報告

・信徒で介護施設入所者の方の教会までの送迎につい

●総務（横塚）

てだが、個人的に頼むのは責任問題があるので難し

・スケジュール確認

いが、介護タクシーを利用する方法もある。その場

●行事（望月）

合は、ご本人の介護度や施設側の許可、料金などや

・御復活祭のパーティーは、準備は料理など細かい所

教会の受け入れ態勢が整った場合に実施できると

までやったので滞りなくできた。卵の売上は献金に

思われる。

入れた。

以上

●典礼（小野（雅））

（次回委員会 ６月９日）

・５⽉〜７月の典礼の予定確認
●財務（小野（和））

教会からのお知らせ

・４月度の一般会計、建設会計、愛の献金の会計が報

■訃報

告された。

マリア・アスンタ 仲村 フク 様
（享年 91 才）

●広報（武田）
・原稿依頼（締め切り ５月 22 日）

４月 18 日に帰天されました。

●みんなの会（今井）

謹んで、ご冥福をお祈り申し上げます。

・みんなの会の会計報告があった。

（総務グループ）
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