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「ミ サ 再 開 の 喜 び」
フランシスコ・ザベリオ 日野 武満 神父
♰ 主の平和
世界は類のない伝染病に見舞われて苦しみと悲しみに沈んでいます。
２１世紀に生きる私達は見えないウイルスに対処する、医学、科学の知識をもってこのウイルスの抗体を一日
も早く使用できる日を待ちのぞんでいます。
三月から自粛してきたミサが六月十四日（祭日ミサ）から三地区の配分で第一地区から始まりました。
久しぶりのミサにあずかり喜びにあふれていましたが、三密を避けるため委員さん達は気を使っていました。
この春、復活祭に洗礼を受ける予定の二名の方の洗礼式、堅信式が行われましたが、祝賀会は延期されました。
町内会、マンション、アパートの人たちのためにも掲示板に教会の
意向を大きく貼り出しています。
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※７〜８⽉は、平⽇ミサは⾏いません。
（⽇）のミサは、引き続き、地区ごとのローテーションで⾏います。
該当の地区の方だけ参加してください。他の地区の方は、関係者以外は参加しないようにお願い致します。
玄関入り口で、マスク着用、検温、手指消毒、記名。聖堂内では、ソーシャル・ディスタンスを保つ着席など、
いくつかの約束事がありますので、ご協力をお願い致します。
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♰ 入信式（洗礼・堅信・聖体） おめでとうございます！
６月１４日（日）、３か月ぶりの主日ミサの中で、鈴木真美様と宮本治子様の入信式（洗礼・堅信・聖体）
が行われました。３月に洗礼志願式が行われた後、活動を自粛していましたが、ようやく主日ミサをあげるこ
とが出来、皆様は再開の喜びを分かち合いました。この日は第１地区の方々と関係者の参加で３１名でした。
そんな中で、お二人の方がかねてから入門講座を受けておられましたが、入信式（洗礼・堅信・聖体）に
至りました。おめでとうございます！中和田教会信徒のお仲間が増えました。温かい気持ちでお迎え致しま
しょう。
また、⻑きにわたり、ご指導をされてきた入門講座担当者の方々に感謝致します。
洗礼名： ベロニカ 鈴木真美様
感想を一言：
「コロナの影響で二か月間もミサに来られなくなっていたので、神様が遠くに行ってしまったよ
うな不安な気持ちがしていました。入信式の間ずっと緊張していましたが、ご聖体を頂いたら
神様がすっと心に入って来られたような温かい気持ちになれました。ありがとうございました。」
洗礼名： モニカ 宮本治子様
感想を一言：
「ようやくこの日を迎えられ、とても嬉しいです。まだまだ緊張していますが、どうぞ皆様よろ
しくお願いいたします。
」
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~中和田の風~

「コロナ禍の中で」
今年１月中国武漢での新型コロナウイルス感染のニュースが最初に報じられて以来、またたく間に世界中が
ウイルスの脅威に曝されるという歴史的惨禍の中、私自身は３月９日、子宮体癌摘出手術を受け、その後順調
に回復し今に至っております。
３⽉８⽇の主⽇ミサの中で⼩野委員⻑の呼びかけで⼿術の成功をお祈りしてくださったと伺いました。⽇野
神父様をはじめ中和田共同体の皆様のお祈りに心よりお礼を申し上げます。
去年は今井和夫が帰天して１０年に当たり、末娘の結婚、出産を無事終え、安堵したのも束の間、今年年初
の癌告知でした。担当医師によるとステージは推定１a とのことでしたが、リンパ節に転移している可能性が
ないともいえないとのことでした。
新宿信濃町にある大学病院で術前の検査を受ける当日、四ツ谷にオープンしたばかりの聖具店「ピエタ」
があると聞き足を運びました。読みたかった本とロザリオをレジに持っていくと、シスターが「ロザリオは
神父様に祝別してもらいましょう」とちょうどお店を出られた神父様を走って呼び戻しに行ってくださいま
した。何と戻って来られた神父様は、２０１６年５月のミニコンサートでギター演奏と歌を披露してくださ
ったコンペンツアル聖フランシスコ修道会の谷崎新一郎神父様だったのです。会った途端、懐かしく柔和な
お顔に心がほぐれ、近日中に手術を受けることをお伝えすると、ロザリオの祝別と手術のお祈りもしてくだ
さいました。谷崎神父様にはこの場をお借りして心より厚くお礼を申し上げます。
ピエタを出てイグナチオ教会にも寄ろうと歩いていると折しも教会の鐘が鳴り始めました。１２時の時を知
らせる鐘だろうと思いながら近づいて行くと、ちょうどミサが始まるところだったので思いがけずミサに与
ることもできました。その後もしばらく耳の奥に鳴り響く鐘の音は、谷崎神父様にお祈り頂いた事と合わせて
励まされた出来事でした。
入院中はコロナウイルスの感染リスクが高まりつつある状況下で昼夜お働きになる医療従事者の方々を目
の当たりにして、心からの敬意と感謝に胸が熱くなりました。術後自由に歩けて最初に心に浮かんだ思いは
「神に生かされている」でした。これからも、この思いを心に刻み一日一日を大切に過ごしてゆきたいと思い
ます。
（今井暁子）

福祉 G からのお願い

原稿の募集について
いつも広報を読んでくださり、ありがとう

新型コロナウイルスの影響により、

ございます。皆様の感想や励ましの言葉を頂き、

ホームレス支援の活動のための物資が

とても嬉しいです。さらに皆様のご意見や体験等

不足しています。教会の聖堂入り口の

の発表の場として、提供したいと思いますので、

掲示板の下のかごにいれてください。

原稿を募集します。気軽にお声掛けください。

・お米（おにぎりにします）
・マスク（政府から支給されたものや

★再建後の中和田教会でやってみたい活動
★旅行記

★健康法

★家族や自分の想い出

余っているもの 手作り品）

★感動した事
等

（福祉 G）

（広報部）
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委員会だより（文中敬称略）
＜６月教会委員会＞（６月 13 日（土）

15 名出席）

＜６月第２回教会委員会＞（6 月 27 日（土） 18 名出席）

■日野神父様のお話

■日野神父様のお話

・当教会では、コロナの感染者はいないようですが、近くの老人

・東京でコロナの感染者が増えています。特に若者が飲食場所

ホームは面会謝絶で電話連絡だけの様です。しばらく我慢し

などで多いです。人種差別や偏見が起きています。私は一人

ていきます。ミサも明日から地区ごとのローテーションで行

住まいなので買い物には気をつけています。教会関係で施設

います。

の方々の感染はないようです。

１．建設委員会報告（岩渕建設委員長）

１． 建設委員会報告（岩渕建設委員長）

・前回から大きな進展はない。業者に見積もりを出してもらった

・今回は、特に変化はない。今後の方針を検討したいので、７

が、コロナの影響で建材の高騰と調達遅れ、人手不足による人

月中の建設委員会の日取りを決めていただきたい。コロナの

件費の高騰等が起き、部屋のレイアウトや仕様の変更を迫ら

影響で竣工迄に約３ヶ月の遅れが出る予定である。各社の見

れている。事務室は外に作らず、現行の事務室を使うこと、小

積もりが高額になっているが、粘り強い交渉をしていくつも

聖堂は従来の泣き部屋に、ホワイエの⻄側部分に簡単に脱着

りである。クリスマス迄は無理なので、来年の御復活祭まで

できる仕切を付けて、必要時会議室とすること、階段は付け替

に間に合わせたい。

えないこと、物置への外階段はやめること、聖堂のドーム型天

➡7/18（土）に建設委員会を行う。

井は切妻型にすることなど、全体的に見直しをし、できるだけ

・
（日野神父様）建設資金は他教会の援助もあり助かってる。

早く再見積もりを出してもらう。7 月には皆で検討する機会を

・
（⼩野委員⻑）建設会計だけでなく、一般会計もひっ迫して

持つ予定です。

いますので、よろしくお願い致します。

２．新型コロナ対応

２． 新型コロナ対応

１．近隣教会・自治体の動向概要（資料参照）

１． 近隣教会・自治体の動向概要（資料参照）

２．再開に関する行動基準

２． 6/14 主日ミサ（入信式）について

①5/31 教会委員会で決めた通り、中和田教会は、6/14 の主
日ミサより条件付きで再開する。主日ミサは、

参加人数は 31 名だったが、滞りなく行われた。
6/21 主日ミサは、35 名の参加だった。

（日）9：00 の 1 回のみ。平日ミサ、初金ミサは当面見合
わせる。

３．6 月の行動基準（経過の確認）
①6/13 の教会委員会で確認した通り、主日ミサを条件付

②3 密回避のため、地域ごとに、概ね 25〜30 人以下に抑え
る。

きで再開する。主日ミサは（日）9：00 の 1 回のみ。
平日ミサ、初金ミサは当面見合わせる。

③与るミサの地区ローテーションは、
【6 月度】14 日：第 1
地区、21 日：第 2 地区、28 日：第 3 地区

人数は、概ね 25〜30 人以下に抑える。
４．7 月の行動基準（審議の結論）

④衛生管理（１）総務部に来教時と退堂時の対応をお願いす
る。
（２）典礼部に聖堂内の対応をお願いする。

①ローテーション対応について
近隣教会の全てが、地区別対応を実施しており、7〜8
月までは継続すると思われる。

３．財務報告（小野（和））
・５月度の一般会計、建設会計、愛の献金の会計報告があった。

➡中和田教会は、８月末まで主日ミサはローテーション

・建設会計で、藤沢教会から多額のご献金を頂いた。

対応を継続する。週日ミサは見合わせる。

４．６/１４主日ミサ中の入信式（洗礼式）について

主日ミサの運営については、総務 G と典礼 G 以外の

・
「聖なる復活徹夜祭」で行なう予定であった鈴木真美さん、宮

方も協力して行っていく。

本治子さんの入信式を 6/14 に行なう。

以上

今後の予定は予定表のカードを用意し連絡網を流す。
②入門講座やその他の教会活動については、来教した
ら記名をして約束事を守るなどして行っていく。
7/26（日）から、堅信の勉強会を始める予定である。
以上
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