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新年 明けまして おめでとうございます
フランシスコ・ザベリオ 日野 武満 神父
中和⽥教会の守護の聖⼈は神の⺟聖マリアで、元旦のミサで年が始まります。
現在庭にあるルルドの聖マリア像は、１９８５年１月に信徒のご寄付により建て
られましたが、教会の改築にあたり聖マリア像を司祭館の道路から見える場所に移
す予定になりました。
十字架、聖マリア像が道行く人達に見えるように、カトリック教会のイメージを
もっと示したいと思っています。

今年の成人祝賀の皆様です
ブルーノ
ミカエル
ペトロ
ガブリエラ

硲 大二朗様
関口 彰様
松下 真様
石井 霞様

おめでとうございます！

ミシェル 丸橋 桃子様
マリア 高田 夏美様
ガブリエル 石井 太一様
マリア ブ・チ・コン・プチュット・マイ様

教会ごよみ（１月）
日

曜

典 礼（ミ サ）

備

考

１

水

祭日ミサ(10:00)

神の⺟聖マリア［祭］

５

日

祭日ミサ(9:00)

主の公現［祭］

１０

金

週日ミサ(9:30)

ミサ

１１

土

そ

の 他

元日

教会委員会(10:00)
入門講座(14:00)

１２

日

祝日ミサ(9:00)

主の洗礼［祝］ 成人祝賀

１７

金

週日ミサ(9:30)

ミサ

１９

日

主日ミサ(9:00)

年間第 2 主日

２４

金

週日ミサ(9:30)

ミサ

２５

土

２６

日

主日ミサ(9:00)

年間第 3 主日 子どもミサ

３１

金

週日ミサ(9:30)

ミサ

成人祝賀の会
みんなの会
入門講座(14:00)
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信徒大会

熱気溢れる 東京ドーム「教皇ミサ」！！
～参加者の皆様の感想から～
★それにしてもすごい熱気でした。教皇様のミサは期待以上のものでした。
子供達ににこやかに祝福される教皇様のお姿を目の当たりにし、ミサでの素晴らしい
お説教を聞き、本当に来て良かったと思いました。短期間の日本滞在中の精力的な
御活動には感心するばかりでしたが、残されていったお言葉はいずれも心に響くもの
ばかり。これからもどうぞ御元気で、人類の未来への羅針盤としてご活躍下さい
ますよう心からお祈り申し上げます。

（男性）

★２０１９年１１月２５日月曜日、東京ドームで、約５万人の信者とともに、教皇様のミサを受けることができました。ミサのテ
ーマは“すべての命を守るために”です。前⽇には⻑崎広島を訪れ、被爆者に寄り添い、当⽇の午前は天皇や総理⼤⾂に会い、核
兵器廃絶と世界平和への明解なメッセージを発信された教皇様のミサが受けられると思うと大きな期待でわくわくとしながら席
につきました。教皇様は、白いオープンカーでゆっくりとドームに入場し、手を振り、幼児を抱擁するなどしながら、満面の笑
みでパレードしました。それに歓喜する満場の信者、私の胸も高鳴りました。
ミサは、はじめに一同で「わたしたちの地球のための祈り」「被造物とともにささげるキリスト者の祈り」をしてから、ほぼ
いつもと同じミサの流れで進行しました。福音朗読はマタイ伝６章で、
「だれも二人の主人に仕えることはできない。
・・・空
の鳥…野の花をよく見なさい。・・・」のくだりでした。共同祈願（信者の祈り）では、世界６か国からの先唱者が、“教皇と司
教のため”“国の指導者のため”“災害に苦しむ人のため”“日本の教会のため”“困難の中にある人のため”“正義と平和のため”を題目
にして、それぞれの祈りをささげました。閉祭の歌は今回のミサのテーマソング“PROTECT ALL LIFE”と“ごらんよ

空の

鳥”で、千人を超える高校生のコーラス部が荘厳に先導してくれました。
私も約５万人の世界から集まった信者仲間と共に教皇様からご聖体をいただき、より大きな喜びと勇気が湧いてきました。
このような貴重な経験ができたことに、心より深く感謝いたします。

（男性）

★１１月２５日、慈愛に満ちた、おやさしい教皇様に真近よりお会い出来、正に「生きたキリスト」を拝したような心持でござい
ました。

（女性）

★「フランシスコ教皇様と同じ場所にいて、同じ空気を吸っている。
」

そう思うだけで、何か聖なるものに満たされている感じ

がしました。信者に祝福を与えていらっしゃるお姿も感動的でしたが、ミサの間にお祈りをしていらっしゃるお姿に心を打たれ
ました。

（女性）

★３８年前、ドームは屋根もなく、寒さにふるえていました。今回、暖かな中で落ち着いてミサにあずかりました。３８年前、ま
わりはみな日本人でした。今回、外国の方々でした。３８年前、教皇様は点にしか見えなかった。今回大きな画面で、いっしょ
に素晴らしい教皇様と共に心から幸せを感じながらミサにあずかることが出来ました。

（女性）

★ドームの会場に入ると、真っ白な祭壇に白い大きな十字架が見えました。赤いカーペットがしかれていましたので、そこを歩い
て入場なさるのかと思っていたところ、手すりのついた白いオープンカーで登場！！
大きな歓声に、やさしい笑顔でこたえ祝福をくださる姿が感動的でした。また、車のまわりの SP の方々の

神対応！！

差し出された幼子を、そっと受け取りパパ様へ、パパ様も子どもに気付き指示を出し、受け取る様子が暖かく子どもがいない
時は SP が観衆のカメラを受けとりパパ様をうつす思いやり、全て愛で満たされていました。

（女性）

★教皇様がオープンカーで現れると、地鳴りの様な歓声があがり、東京ドームが喜びにつつまれました。その瞬間、私は感動で胸
が熱くなりました。幼子（おさなご）を抱き上げ、ひたいや頬に祝福のキスをされるお顔は柔和でやさしかったです。教皇様の
メッセージは、⻑崎や広島では核廃絶を強く訴えていましたが、東京では災害の復興を願っていました。ミサが終わって最後に
「日本に来てくださってありがとうございます」と、東京教区の司教様が代表で謝辞を述べていましたが、まさにその通りで、
私も心の中で感謝しておりました。世界中に平和の虹がかかる事を期待して帰路につきました。
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（女性）

本庄葵さん 初聖体 おめでとうございます！
１２月２４日のクリスマス夜半ミサで、本庄葵さんが初聖体をいただきました。本庄葵さんは小学校
２年生で、この日の為にかねてから要理学校でお勉強をしてきました。
聖堂の満員の皆様の⾒守る中、ご家族と共に初聖体の儀式が⾏われました。祖⺟の武⽥さんも最後の
お孫さんの初聖体に感慨深く喜んでおられました。ミサ後はお祝いの茶話会が行事部の皆様により開催
されました。

日野神父様による紙芝居

クリスマス夜半ミサ

お祝いの茶話会にて

「第五地区お楽しみ会」 のお知らせ
毎年開催している「第五地区お楽しみ会」を下記の通り行いますので、多くの子ども達の参加を待って
います。
日

時：２０２０年２月２２日（土） １３：００〜１５：３０

場

所：雪ノ下教会

会

費：無料

内

容：カルタ大会 餅つき体験 他

お楽しみ会をとおして他教会のお友達が作れる楽しい会ですので、
子ども達の参加を待っています。

（井上昭男）
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委員会だより（文中敬称略）

後はお祝いの茶話会を実施する。子どもさんの参加

（12 月７日（土） ８名出席）

をお願いする。
・クリスマスの飾りは例年のように高田さんがやって

１．建設委員会報告（岩渕建設委員長）
・聖堂・信徒棟の間取りが決まり、優先度をつけて細か

くださる。

い部分の検討が始まっています。電気、水道、ガス、

７．各グループからの報告/審議

棚等の設備面を決めています。12 月 11 日に設計士

●財務（小野（和））

さんと各部門の専門家も見えて検討します。実際の

・11 月度の一般会計、建設会計、愛の献金の会計が報

使い勝手を考えながら、電気のコンセントの数、位置、
分電盤、照明、放送、ガス設備を決定します。設計書

告された。水道の締め忘れ、電気の消し忘れに注意。
・台風 15 号と 19 号の被害の修理費用は保険金が入金

を 12 月末までに作り司教顧問会に申請し、業者を選
定し、相見積もり、工事着工へと進んで行きます。今

済み。
・医師会より、年末年始の駐車場使用の献金があった。

までの要望を石原氏に３D 映像にまとめていただき、 ●総務（横塚）
1 月前半に見られるようにする予定です。

・スケジュール確認

２．典礼委員会報告（岩渕・代理）

●行事（楠田）

・12 ⽉〜２月の典礼の予定確認

・12 月 24 日（火）のクリスマス夜半ミサの後で茶話会

・12 月 8 日に渡邉裕成神父様を迎えて黙想会・ゆるし
の秘跡・昼食会を予定している。

をするので、軽食を用意する。
・1 月 12 日の成人祝賀の該当者は 8 名で、祝賀会の参

・降誕祭は日野神父様が電子紙芝居を実施する。

加のご案内を送っている。

・教皇ミサは素晴らしかったとの感想。

●福祉（山本）

・新しく来られた方への対応は、
「案内」の札を胸にか

・末吉町教会に船員さんへの毛糸の帽子を編んで送っ

ける事と空いている席への積極的な声掛けをするこ

ているが、毛糸が不足している。

と。
「案内」は案内係だけの役割ではなく、本来信徒

●宣教（井上）

全員が行なうべき奉仕であることに留意願いたい。

・泉区⺠クリスマスは、12 月 18 ⽇（⽔）に泉区⺠⽂化

・
「初めて来られた方へ」カードの試作、検討を継続中。

センター・テアトルフォンテで行われる。今年は

・侍者を増やすことについては、お引き受けくださる方

YMCA がページェントをする。

が見つかった。侍者の奉仕を引き受けて頂けない“理

・一粒会役員の改選時期なので誰かお引き受けくださ

由”は何なのか。

い。

・ローマミサ典礼書の総則の再検討は、中和田のミサの
見直し等について来年 4 月以降の実施をめざし準備

８．いろいろな課題（小野委員長）
・
「信徒を増やす」ことを具体化して動かなければなら

する。

ない。教会委員会のなかだけで議論してもなかなか

３．「バザーの会」からの報告（岩渕）

前に進まないので、各グループや地区で「何ができる

・年明けにバザーの会の新旧役員で今年の振り返りと

のか」話し合って頂きたい。

引き継ぎを実施したい。

・信徒の方で、最近教会に見えない方への声掛けも必要
である。

４．地区集会での依頼事項（岩渕）
・11 月 24 日の地区集会の結果決まった、２０２０年
度役員の改選された方の表が配布された。

９．信徒大会日程
・1 月 26 ⽇（⽇）ミサ後〜12：30 に決定。

５．１２月８日聖ドミニコ修道会 渡邉裕成神父様をお迎え

以上
（次回委員会 １月 11 日（土） 10：00）

して
・当日の予定確認
６．ご降誕祭の予定
・今年は平日のクリスマスなので夜半ミサに電子紙芝
居を行い、ミサ中に本庄葵さんが初聖体を頂く。ミサ
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