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「教会建物大修理と第五地区教会の支援」
フランシスコ・ザベリオ 日野 武満 神父
令和年代に入り世界が新型コロナ・ウイルス禍により政治、経済に大きな影響が襲いかかり、２００
万人以上の死者が発表されています。
中和田教会は丁度この時期に工事契約に入っていました。法律により三密回避が発表され、信徒の
ミサ参加も三地区制をとり高齢者に配慮するようにしました。工事の見積もりは予定以上の金額にな
りました。近隣の教会にこのことをお知らせし支援をお願いしましたところ、多額の支援を頂く事が
できました。誠にありがたいことです。
ラファエル・梅村司教様の「COMMUNIO
実現したと思います。

COMMUNIORUM」交わりとしての教会のモットーが

神 に 感

謝

！！

教会ごよみ（３・４月）
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第 1 地区・ゆるしの秘跡

２１

日

主日ミサ(9:00)

四旬節第５主日

第 2 地区
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日

主日ミサ(9:00)

受難の主日（枝の主日）

第３地区（枝の行列なし）

１

木

週日ミサ(19:00)

聖木曜日（主の晩餐）

地区別制限なし（洗足式なし）

２

金

祭儀(19:00)

聖金曜日（主の受難）

地区別制限なし

３

土

祭日ミサ(19:00)

聖土曜日（復活徹夜祭）

地区別制限なし（ミサ中に入信式）

教会委員会(10;00)

４
月

第３地区・ゆるしの秘跡

光の行列なし
４

日

祭日ミサ(10:00)

復活の主日

地区別制限なし
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主日ミサ(9:00)

復活節第２主日

第１地区

１８

日

主日ミサ(9:00)

復活節第３主日

第 2 地区

２５

日

主日ミサ(9:00)

復活節第４主日

第３地区

教会委員会(10:00)

※第２地区の「ゆるしの秘跡」は、２月２８日に行いました。
※初金、週日ミサ、主日以外の祝祭日ミサは記載の日を除き４月末まで行いません。
※十字架の道行は個人ベースでお祈りしてください。
「沈黙」でお願いします。
（日時、時間フリー）
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入信志願式が 行われました
今年の四旬節第１主日（２月２１日）の入信志願式はコロナ禍の影響により、去年と同様中和田カト
リック教会において執り行われました。地区別のミサとなり参加者は通常の半分にも満たないほどでし
たが、４⽉のような穏やかな天候に恵まれ温かな雰囲気に包まれた聖堂で志願者根本慧⼦さんは代⺟の
石井悠子さんに付き添われ志願式に臨まれました。
根本慧子さんは２０１８年１１月から２０２０年１１月まで約２年に亘る入門講座に参加なさり今
年の復活徹夜祭に受洗を希望されています。今回の入門講座はコロナ禍の緊急事態宣言を受け４か月の
休止もありましたが、最後まで和やかな雰囲気で継続することができたのは同講座担当の小野雅彦さん、
共同体の伴走者の皆さん、なによりも求道者の方々の熱意によるものと感謝申し上げます。尚、同講座
で受講された他２名の方は去年緊急事態宣言解除後６月に受洗されております。
また新規に４⽉１０⽇より第２、第４⼟曜（午後２時〜４時）に⼊⾨講座を開講する予定です。この
入門講座は横浜教区が薦めるテキストに添って入門講座担当者養成講座を受けた信徒が受け持ち、講座
には求道者はもちろんのこと求道者の伴走者として共同体の方々の参加も推奨されています。ご家族、
ご友人などでキリスト教について勉強なさりたい方をご存じでしたらお声かけやご一報をお願い致し
ます
最後になりましたが、今年の洗礼志願者根本慧子さんが４月３日復活徹夜祭に無事受洗なさいますよ
う皆様のお祈りをお願い致します。

（入門講座担当：今井暁子）

この写真 の作成者 不明な作成者 は CC BY-NC の
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典礼ワンポイント 『聖書朗読を聴いていますか？』
※ いつも私たちが主日ミサで使う『聖書と典礼』の編集長 石井祥裕氏が、横浜教区典礼委員会発行の「典礼の
風」11 号に投稿された「典礼におけるみことば」の一節をご紹介します。
主日ミサに関してよく指摘されることがあります。
「聖書朗読の間、みんなが『聖書と典礼』を見てずっと追い
かけている」
「実際は聴いていないのではないか」。はては「そのような冊子があるからいけないのだ」とまで言
われることがあります。これは『聖書と典礼』は聖書朗読の間に同時に見るものだとしか思われていない場合の
現象でしょう。聖書朗読は、もちろん本来聴くものです。本来聴くべきであるのに冊子を見てしまうという自分
たちの傾向を考え直してみることが必要ではないでしょうか。聖書朗読の段になって初めて朗読箇所を知るから、
そこで聴きながら理解するために紙面の文字を見てしまう……。即時対応主義といえるような姿勢があるのなら、
聖書朗読が終わると、たちまち朗読内容など忘れてしまうのではないでしょうか。
典礼におけるみことばは「味わわれる」ことを求めています。
「味わう」とはそこで神と対話することです。そ
の「味わい」のための奉仕が、朗読者や歌唱者のみならず、会衆の一人ひとりにも求められます。
（典礼グループ）

＜中和田 NEXT の会より＞

「祈りの会」 について

（サークル紹介）
「祈りの会」と言うとひどく厳めしい感じですが、実はそんなに堅苦しいものではありません。
「カドフェル修道士シリーズ」という１２世紀ころを場面とした推理小説のシリーズがあるのですが、その中
で、一般の人々がベネディクト会のカドフェル修道士の属する修道院で行われている聖務日課の夕べの祈りに参
加するという場面が度々出てきます。
私は聖務日課とは修道士や神父様方だけがなさるものとばかり思っておりましたので、
「中世では一般の人々も修道院での祈りに参加していたのね」
と、親しい聖⺟の園のシスターにお話したところ、
「そうね。それで、バチカン公会議の後、教会では、もっと多くの方々に参加しやすいようにと、ずっと簡単な
本も造られているのよ」
と、
「朝・晩の祈り（教会の祈り）
」という本を見せて下さいました。それで、私達もそのような祈りをしましょ
うと、湘南台センターで数人の方々と「祈りの会」という名称で小さいグループを立ち上げました。具体的には、
「教会の祈り」のうちの、朝の祈りを読み、歌い、そして、５分間の沈黙の祈りをすることにしました。３０分
ぐらいで終わります。分かち合いはしておりません。
この会では、マタイ１８章：２０節の「二、三人の人が私の名によって集まっているところには、その中にわた
しがいる」と言うこと、ヨハネ８章：３２節の「真理はあなたたちを自由にする」との二つを中心に置いています。
今回、湘南台センターが閉館となり、祈りの会が消えてなくなってしまうのは残念だという思いがあり、中和
田教会が再建なさるのを機に、中和田教会でお許しをいただき、この小さい祈りの会を続けさせていただきたく、
このようなことを申し上げた次第です。中和田教会でこのような祈りに興味をお持ちの方がおられ、ご一緒にお
祈りいただけましたら本当に感謝です。
（笠島真佐恵）
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・
「ゆるしの秘跡」は地区別で行い予め希望者を募る。

委員会だより（文中敬称略）

＜２月教会委員会＞（２月 13 日（土） 15 名出席） （2/28—第２地区、3/7—第３地区、3/14—第 1 地区）
１．日野神父様のお話

５．信徒大会（１/３１、２/７）で出たご意見について

・今、中国では WHO の調査団を入れましたが、コロ

・目立った意見はなかった。

ナの原因ははっきりしません。ミャンマーでは軍の

６．財務（小野委員長）（小野（和））

クーデターが起きています。コロナも収まるかどう

・１月度の一般会計、建設会計、愛の献金の会計報

かわかりません。私達人間は、第二次大戦後奢った
生活をしています。旧約聖書の「ヨナ書」の話を通

（資料参照）

告が行われた。
・教区に報告する中和田教会の固定資産について、

して考えていきたいです。

廃棄したものの書類と現状が違うので、本工事

２．教会建物再建：状況報告（岩渕建設委員長）

に入る前に日程を決めて複数の立ち合いのもと

・信徒大会でのご報告後、変化はない。古い図面は実

に確認していただきたい。井上さん、岩渕さ

際と異なっているため、現実に合わせて復元する作

ん、五十嵐さん、小野さん、楠田さん、福島さ

業を行っている。この図面をベースに強度計算をや

んにお願いしたい。

り直すことになる。コンクリートと鉄骨の状態は良

７．中和田 NEXT の会： “事務所の常駐者について”

好そうであるが、上部鉄骨の一部が図面よりサイズ

・これからの教会活動を行っていくにあたり、平日

が小さいものがあった。初期の工事を行った太洋建

の事務所の受付などの常駐者が必要であるので、

設に問い合わせたが、工事実施段階の図面は残って

どうするか検討してほしい。

いなかった。

➡（総務部）常駐者を置くことにし、カレンダーの

・鉄骨の一部が小さいのは局部的か？

当番表を作って義務的ではなく可能な方は記載

➡（岩渕建設委員⻑）そうです。柱は H 型鋼で、厚

していただくことになった。

みも十分ある。

８．コロナ禍における近隣教会の活動：（小野委員長）
（資料参照）

３．新型コロナ対応
１．近隣教会・自治体の動向概要（資料参照）

・⼾塚教会の 2021 年度活動方針と藤沢教会の主日

２．実績報告

の集会祭儀についての資料の説明があった。

・主日ミサ等は滞りなく行われた。
４．復活祭までの典礼・行事について

９．その他

（資料参照）

・
（総務部）行事で記念品を出すことが２回あるが、

・灰の水曜日のための灰の準備は明日行う。

欠席者への送付を今迄総務部が行っていたが、

・２月２１日の入信志願式は各小教区で行うことに

行事部で行なってほしい。

なっているので、ミサ説教後に行う。志願者

・
（行事部）今年の復活祭の茶話会と卵の提供はどう

は根本慧子様、代⺟は⽯井悠子様、教話担当

するか？

者は今井暁子様です。

➡今年は実施しないことになった。

・灰の水曜日以降の四旬節金曜日の十字架の道行は、 ＜次回委員会

３月 13 日（土）＞

以上

今年は個人ベースで行う。冊子は聖堂入口に準備し
てある。

教会からのお知らせ

・３月２８日の受難の主日の枝の行列はしない。当日

■帰天

は第３地区だが、枝の準備はしてある。

マルガリタ

・４月１日（木）
（主の晩さん）〜4 月 4 日（日）
（復
活の主日）迄は、地区別制限なしで行う。

松尾
（享年

しめ子様
９５才）

１月２０日に帰天されました。
謹んで哀悼の意を表します。
（総務グループ）
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