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「聖母月にあたって」
フランシスコ・ザベリオ 日野武満神父
♰主の平和
五⽉の聖⺟⽉を迎えましたが、新型コロナ・ウイルスが蔓延して
ミサの聖歌を自粛して一年以上になりました。
「五月のきさきを〜」、「あお葉わか葉に〜」
・・とオルガンの響きに
あわせて合唱できる⽇が⼀⽇も早く来ることを聖⺟マリアの取り次ぎに
願いをこめて祈りましょう。
典礼歴も５月９日で復活節が終わり、主の昇天、聖霊降臨、
教会の⺟聖マリア、三位一体の主日、聖⺟の訪問【祝⽇】と
カトリック教会の信仰の神秘を祝う暦が続きます。
まもなく教会再建⼯事が始まります。神の⺟聖マリアの守護名の
中和田教会を祈りと宣教の場として次の世代に残しましょう。
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※初金、週日ミサ、主日以外の祝祭日ミサは記載の日を除き６月末まで行いません。
※６月の教会委員会と入門講座については、工事の予定が決まり次第お知らせします。

-1-

♰ 入信式（洗礼・堅信・聖体） おめでとうございます！
４月３日（土）の聖土曜日（復活徹夜祭）ミサにおいて、根本慧子様の入信式（洗礼・堅信・聖
体）が執り行われました。２月に入信志願式が行われましたが、この復活徹夜祭のミサにおいて、
入信式に至りました。夜ミサでしたが地区別制限なしだったので、４３名の皆様に見守られながら
入信式（洗礼・堅信・聖体）が行われました。代⺟の⽯井悠⼦様、２年間に亘った入門講座関係者
の皆様の熱心なご指導の賜物と感謝申し上げます。
根本慧子様が、中和田教会の信徒の一員として参加してくださったことを皆様で感謝し、お祝い申
し上げます。

祝 入信式

洗礼名： クララ 根本慧子様

＜信徒の皆様とご一緒に＞
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＜入門講座関係者のお祝いメッセージ＞
（順不同）
✿令和３年４⽉３日復活徹夜祭での⼊信式、心からおめでとうございます。代⺟をお受けして心がひきし
まり、とても良い準備をさせていただきました。共同体の一員として皆様とご一緒に福音を伝えていき
ましょうね。

（石井悠子）

✿御受洗おめでとうございます。この日をどんなに待っていたことでしょう。神様のお恵みと聖霊のお導きによ
って、新しい信仰の道を歩むことができますよう、共にお祈りいたします。

（磯田昭代）

✿根本慧子さんとは、石井悠子さん、泉区連合聖歌隊を通して知人でした。２０１８年に始まった⼊⾨講座では、
同じ受講者の宮本治子さん、鈴木真美さん、他共同体伴走者の方々とも温かい交わりを持ってこられました。
「二人または三人がわたしの名によって集まるところには、わたしもその中にいる」（マタイ 18：20）
にある通りイエス様の送る聖霊のお導きによって入信なさいました。心よりお祝いを申し上げます。
おめでとうございます。

（今井暁子）

✿神様が招いておられる温かい愛の手のひらに、あなたを迎えて喜んでおられますよ！！
教会共同体は、みなさまとのつながりの中で結ばれています。共に愛と希望を分かち合い、祈ってまいり
ましょう♥

（岩﨑好愛）

✿復活徹夜祭の⼊信式で洗礼・堅信・初聖体の秘跡をお受けになられ、中和田共同体に加わって頂いたことに
心からのお祝いと感謝を申し上げます。⻑期間に亘る⼊⾨講座でご⼀緒させて頂いたことが、とても楽しく
そして懐かしく思い出されます。ありがとうございました。これからの益々のご発展をお祈り申し上げま
す。

（小野雅彦）

✿キリスト様再生の日の受洗おめでとう！

教会でめぐり合いました。お互いに育てあう事が出来ますように。

よろしくお願い致します。

（宮本治子）

一粒会からの お知らせ
皆様には日頃一粒会献金、行事等に御支援いただき、ありがとうございます。
今年は３⽉に⻄村新司祭、４⽉に上杉新司祭の叙階式が⾏われました。これからのご活躍にお祈りいたします。
一粒会の目的は司祭の、召命とその成聖に寄与する事です。今年は神学校の入学者がいなかったとの事で
す。いまでも一人の神父様がいくつもの教会を巡回し、私たちを導いてくださっています。これから一人でも
司祭、修道者の召命が与えられますように、今年も第五地区祈りのリレーが５月中和田教会→６月片瀬教会→
７月藤沢教会→８月大船教会→９月鍛冶ヶ谷教会→１０⽉原宿教会→１１⽉⼾塚教会の順番で⾏われます。
お祈りは主日ミサの共同祈願でお祈りしています「教会の為に召し出しを願う祈り」です。一人でも召命を受
けられる方が出ますように皆様と心をひとつにしてお祈り致しましょう。

（一粒会地区役員 井上昭男）

「教会のために召し出しを願う祈り」
いつくしみ深い⽗よ、あなたの⺠を顧み、イエス・キリストのために生涯をささげる
司祭、修道者の召命をお与えください。
聖霊の恵みと⼒に⽀えられて、多くの⻘年があなたの招きにこたえ、あなたの愛に
強められて、兄弟に奉仕する心を与えられますように。
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・初金ミサ・週日ミサは、コロナ予防を考えて当面

委員会だより（文中敬称略）
＜４月教会委員会＞（４月 10 日（土） 11 名出席）

再開しない。推移を見極めて、5 月度教会委員会

１．日野神父様のお話

で改めて判断する

・今日は気温が下がっています。寒暖の差が激しい日
が続きます。皆様も体調に気をつけてください。

５．財務（小野（和））

（資料参照）

（１）3 月度会計報告

よろしくお願いします。

・３月度の一般会計、建設会計、愛の献金の会計
報告が行われた。

２．教会建物再建：状況報告（岩渕建設委員長）
・今、着工に向けて建築確認申請の前提となるガイド

（２）固定資産計上設備の点検（その後）

ライン調査をすみやかに実施できる機関を探して

・3 月の委員会の後、固定資産の立ち合い確認を

います。建築確認申請にあたって、是正措置が出た

した。その結果の器具備品、有形固定資産の内

場合にどうするかを判断します。建築確認済証が下

訳書は添付資料の通りである。また、工事前に

りれば着工になります。調査が 4 ⽉末〜申請〜着

も確認していただき、廃棄する場合は写真に撮

工が 5 ⽉末〜⼯事完⼯ 9 月末という流れになりま

っていただく予定である。

す。

・
（岩渕建設委員⻑）2 つの物置の土台の不備が見

ガイドライン調査は司祭館のみですが、建築確認申

つかり、撤去することになった。その保管物の

請にあたって排煙窓など新基準に沿った必須項目

扱いを考える必要がある。⇒別途、岩渕建設委

は本館についても盛り込んで申請することになり

員⻑主導で関係者を招集して対応を決める。

ます。

・
（日野神父様）モンテッソーリの教材をどこに
移すかを考えてほしい。

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）

・
（岩渕建設委員⻑）エアコンの取り付けについ

・第 5 地区ではいくつかの教会で司祭の交代があ

ては、使える物については再利用する予定であ

るが、ミサは概ね地区別で行われている。第 5 地

る。

区以外の近隣教会は、地区別のミサを再開してい

（３）建物再建支払い計画

る。

・
（⼩野委員⻑）当初予定していた事前調査費用が、

➡中和田教会は諸事情を鑑みて、今迄通り地区別の主

（資料参照）

聖堂の旧申請図面や検査済証が見つかったこと

日ミサを継続することに決定した。

により、200 万円ほど支出を減額できた。階段

２．実績報告

付替え費用を按分比で分割して支払い計画を修

・主日ミサ等は滞りなく行われた。
４．典礼・行事について

正する。これをベースに岩渕建設委員⻑に教区

（資料参照）

建設委員会と援助金供与時期の調整をして頂

（１）振り返り

く。

・ご復活祭関連のミサは、滞りなく行われた。

６．中和田 NEXT の会：状況報告 （岩渕）

・主の晩餐（４/１）参加者 26 名、主の受難（４/

・今迄皆さんから出して頂いた項目を検討してきた

２）参加者 27 名、聖なる復活徹夜祭/入信式

が、＜定期的に行うもの＞＜必要な時に不定期に

参加者 43 名、復活の主日（４/２）参加者 50 名

行うもの＞＜課題もあるが将来的には実施したい

だった。

もの＞に分けて検討した。次回に取りまとめる。

・「ゆるしの秘跡」のやり方について、神父様と信
徒の方の間のスクリーンの付け方を工夫する余

７．入門講座開講（４/１０） （今井）
・4/１０より、月 2 回（第 2（土）
、第 4（土）
）の

地があるので、検討する。

予定で、入門講座を開講します。 2〜3 人の該当

（２）予定
・主日ミサは、地区別制限のミサを続行する。

者がいます。
＜次回委員会 5 月 8 日（土）＞
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以上

