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コロナがなければ知り得なかったこと 

                      山口道孝 神父 

片瀬教会の皆様、第二主日のごミサに来させていただい

ております山口道孝です。例年ですと、毎月アジア・太平

洋地域に出向いて困窮する人たちのための自立支援、予防

医療、奨学金などを動かしているのですが、コロナ禍で海

外渡航は一切不可。皆様と同様、私の生活パターンも、か

なり変わってしまいました。 

４月下旬、鵠沼在住のペルーの友達から、パートを切ら

れ、休校で子どもたちが一日中家にいて食費がかさみ苦労

している南米籍の母子家庭の状況を知らされました。ペルー、ブラジル、ボリビ

ア、アルゼンチン、ドミニカの日系人が主ですが、日本語の問題も大きく複雑化

していました。その状況をフェイスブックに上げると、「手伝いたい」、「協力させ

て」との反応がたくさんあり、翌日、激安スーパーでコメ、小麦粉、パスタ、ト

イレットペーパー、石鹸、生理用品を買い込み２０世帯に届けました。現在、藤

沢市内の石川、善行、六会、湘南台、長後をはじめ、大和、茅ケ崎、平塚、厚木、

愛川、座間、海老名、綾瀬を４つのグループに分け、毎週ひとつのグループ約２

５世帯、月にすると約１２０世帯に月１回配っています。片瀬教会からの食料も、

こうして使わせていただいています。 

毎月顔を合わせるようになると、各々が抱える様々な問題が噴き出してきます。

人間関係、DV、教育、障がい、ビザ、医療、そして、洗礼、初聖体と様々です。 

大和市の団地で３０年近く暮らす屋
や

嘉
か

比
び

さんを訪ねました。ペルーの日系２世

のご主人は８９歳。足が悪く、二階の部屋から降りられません。７９歳の奥さん

は、自閉症の娘６１歳の世話に追われています。この家に初めて食料を届けた時

「ワタシタチハダイジョウブ、ホカノヒトニアゲテ」と奥さんが受け取ろうとし

ません。それでも、少し置いて車に戻ると、彼女が追いかけてきて囁きました。

「アリガトウ、ハズカシイ、コンバン、タベルモノナカッタノ」。 
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愛川町の老朽化した二階建てアパート。やはり日系ペルー人３世の島袋さん姉

妹も、毎月訪ねます。七十代後半の姉妹は、１４年前から二人で暮らしています。

「暑いね」。その言葉に、私が反応しました。「エアコン大丈夫」。すると妹さんが

ニコニコしながらスペイン語でいいました。「このアパート古いからアンペア数

が小さくて、エアコンは使えないの」。帰り際、私はいつも二人に按手をして祈り

ます。「テ ベンディゴ・・・（私はあなたを祝福し・・・）」。すると必ず妹さん

が、いいます。「食べ物も有難いけど、これが一番嬉しい。ありがとう」。 

コロナがなければ、会えなかった人たち。コロナがなければ、知り得なかった

様々な事柄。今しかできないことをやってみる、そんな風に、私は考えています。

最近、良く使うスペイン語「アニモ」、これを、皆様にもお送りします。 

 

「アニモ！」、「がんばって、あきらめないで」という意味のこの一言が、私は

大好きです。 

 

 

受洗者紹介  

５月に受洗された河合琴美さんを紹介します。結婚式のご予定があり洗礼を

先延ばしにできず、お一人だけ芹沢神父様の司式のもと５月２４日に受洗され

ました。いつまでもお幸せに！  

 

感謝のうちの受洗                 ソフィア  K．K 

2年程前までの私は、教会に足を運んだこともなく、聖書も高校の授業で少し

触れた程度、身近に信者もおらず全くキリスト教と縁のない生活でした。 

そんな私が初めてキリスト教に触れたのは、元々カトリック信者だった今の

夫との結婚を考えるようになってからです。初めて彼に連れられ麹町のイグナ

チオ教会でミサに参加した時は、心が洗われるようで、新しい扉を開いたよう

な感動を覚えました。 

 2019年２月から当時住んでいた近所の東京の大森教会にて入門講座に参加

し、実家のある辻堂に引っ越したのをきっかけに、同じ年の 6月頃より、片瀬

教会で聖書講座やミサに参加するようになりました。 

片瀬教会での聖書講座は途中からの参加でしたが、パスカーレ神父様や講座に

参加していた皆さんが笑顔で迎えてくださり、毎回楽しく教えを学ぶことがで

きました。 

コロナウィルスの影響で洗礼式も延期となる中で日取りなど調整いただき、 
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当日は、多くの方に支えられ洗礼に授かることができたのだと深く実感し、式

の間は支えてくださった皆さまへの感謝の気持ちでいっぱいでした。 

現在は再び東京に戻り、この状況下で中々片瀬教会に伺うことができません

が、迎え入れて下さった皆さまとお会いできる日を楽しみにしておりますの

で、どうかよろしくお願いいたします。また、パスカーレ神父様の早いご回復

をお祈り申し上げます。 

   

 

聖母の被昇天 

８月１５日（土）「聖母の被昇天」のミサが行われました。 

この日は地区別でなく一堂に会したため、久しぶりに会う信徒同士の晴れやかな

挨拶が被昇天のミサを彩っていました。53 名参列。 

司式は、芹沢神父様。終戦から 75 年を迎えた今年、神を賛美し自分だけのこと

ではなく世の中の救いの為に共に祈る場となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年 8月度 教会委員会報告 

日時：2020年８月２日（日）11：15～13：30 

出席者：芹沢司祭、委員長、副委員長、総務、 

福祉、財務、典礼、宣教司牧、冠婚葬祭、広報、教会学校、ヨセフ会、 

マドンナ会、市内キリスト教連絡会、一粒会、監査 

 

□ 芹沢神父様より 

・神学生は夏休みに入っていますが、今年は夏休みの教会活動が、すべて中 

止になっています。神学生は「司祭になることを望んでいる青年」であり、

必ずしも「司祭になる青年」ではありません。 

 司祭になることを望んではいても、司祭になるかどうかはわかりませんが 

司祭になろうとする気持ちが大切であり大事なのです。これは洗礼を希望 
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する人にも共通します。 

 本日夕方、来年の神学校入学希望者面接の予定でしたが、中止の連絡が来 

ました。理由は不明です。コロナのせいかも知れませんが、入学希望者が 

いないのかも知れません。いろいろなことが中止になっていますが、私た 

ちはどこでつながっていけるかを、考えて頂きたいと思います。 

・9月 22日新潟教区成井被選司教着座式が行われます。祈ってください。 

 

□ ８月の日程確認 

  １．8月の主日ミサは、7月同様地区別で 10時のみ。 

  ２．その他の活動も休止継続。 

 

□ 報告および連絡事項 

1． 7月 17日に司祭館屋根修理完了。 

２．保管してあった典礼聖歌のうち、60 冊は使用に耐えられるものなので、

補足版（使徒信条、コンスタンチノープル信条 ＠77円）を購入し予備

として使用する。 

３．・市内キリスト教連絡会。当初 5 月に年間報告会をする予定であったが、

7月 5日に行われた。 

  ・平和のための合同祈祷会。今年はコロナの影響で 8月 1日に出席者を限 

定して実施。 

・市民クリスマス。例年カトリック藤沢教会で行っているが、今年は動画

を作成し YouTubeに載せる計画。 

４．掛軸表装修理。山田表具店で見積り、２幅で 874,000 円。他の店にも見

積りを依頼し比較する。 

  また、画自体の修理保存が必要である。国立博物館関係者が知り合いの

委員がいるので、視てもらう事を依頼する。これに関連し、十字架の道

行のオリジナル（司祭館に保管）も保存状態を視てもらうようにしたい。 

５．松の剪定を２年やっておらず、今年は松の剪定、燈篭回りの剪定、樋の

落ち葉清掃、消毒を片瀬造園に依頼する。８月の盆明けから作業予定。

見積 32万円余り。 

 

□ 検討・討議事項 

１．８月以降の予定 

  １）8 月 15 日（土）聖母の被昇天のミサは 10 時から挙げる。司式は芹 

沢司祭。信徒には、マドンナ会、ヨセフ会の連絡網で知らせる。 

    道路側駐車場は白百合の工事に使用されているため、15日午前の使

用中止を総務より申し入れる。 

   

２）9 月 13 日（日）予定されていた敬老ミサ、祝賀会はコロナ禍のため

中止。代わりとして 該当者にお祝いメッセージカードを郵送する。 

  ３）9月 27日（日）ペットの祝福。祝福は司祭でなくても可能である。宣

教司牧で実施する方向で検討する。 
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２．ホームページは、7月 17日に開示。内容検討をお願いしたい。意見提出

は、ホームページ作成チーム（相澤純、辻垣、中島）へ。 

   

３．教会全体として一本化した連絡網を整備する。基盤を信徒名簿とし、基

本的に世帯単位とするが、各世帯の事情も考慮した形にする。連絡手段

は複数の中から選択できるようにする。 

連絡網整備に必要な情報提供をまとめ各世帯に提供してもらうよう発信 

する。発信方法はできるだけ経費がかからないよう配慮する。 

 

４．教会委員会メンバーの連絡網を整備する。 

 

  ５．共同宣教司牧サポートチーム神奈川より「葬儀等（弔問から埋葬）への

信徒の関わり方」研修の案内がきている。当教会から 1名参加で冠婚葬

祭部中心に選任する。 

 

  ６．求道者入門講座・聖書講座について 

    当面、求道者は藤沢教会や大船教会の入門講座に入ってもらう。 

    将来的に、司祭の意向にもよるが入門講座の講師は信徒でできるように

した方が良い。大きな教会ではそうなっており、藤沢教会では司祭は講

座を受け持っていない。 

 

  ７．防災対策について 

    藤江委員と奥田委員でカリタスジャパンの防災マニュアルを検討した。

地震、津波等の災害が発生した場合、片瀬教会での対応策をまとめる。

作業は、藤江委員、奥田委員の他、防火管理者である池尾委員長も参加

した防災チームで行う。 

 

８．図書コーナーは、今後宣教司牧部が運営していく。新刊の購入や図書整

理が主な作業だが、定期購読の雑誌(福音宣教・カトリック生活など)の

バックナンバーも揃えて自由に閲覧できるようにしたい。 

 

９．教会報からし種は聖堂入口に常時置いてあるが、地区に依っては直接 

配布する。地区別ミサにより、受け取るのが遅くなる地区の人の為にマ

ドンナ会を中心に直接配布を心がける。 

 

  ・次回教会委員会は、9月 6日（日）10時ミサ後開催。 
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ちゃんと祈っているかどうかは、言葉の数では決まらないよ。 

ちゃんと祈っているかどうか、知るのは簡単なことだよ。 

「貧しい人たちに出会ったときどうするだろう？」 

神様はそこにいらっしゃるのだから。 

オスカル・ロメロ 

 

 

Who is オスカル・ロメロ？ 

オスカル・ロメロ大司教は 1917 年、エルサルバドルに生まれ、1942 年ローマ

で司祭叙階の後、エルサルバドルに戻り、小教区の主任司祭を 20 年間務めた。

1977年に大司教に任命されるが、この頃から、国内では深刻な政治危機が発生し、

内戦へとつながっていった。貧しい人々を愛し、人権を擁護したロメロは、軍事

政権下のエルサルバドルで、弱い立場にある人々への暴力や搾取、司祭やカテキ

スタの殺害などの社会の不正をはっきりと告発した。1980 年 3 月 24 日、ミサを

捧げている最中、暗殺者に撃たれ、殺害された。2018年 10月 14日、教皇フラン

シスコにより聖人と宣言された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

知恵の雫 

 

お知らせ 

 

九州豪雨災害義援金の結果について 

 ７月３日以降に起こった九州を中心とする豪雨災害に対し、当教会

では７月５日から８月９日まで義援の募金を行いました。 

その結果、１０６，８７０円集まりました。これらは福岡教区へ送金

しましたのでご報告いたします。皆様のご協力に心より感謝いたしま

す。 

教会委員長 池尾昇治    

 

 



7 

 

 

（三十七） 

 

雲仙のあかし 

肥前日野江藩主松倉重政（まつくらしげまさ）は、当初は島原半島のキリシタ

ンの活動を黙認する風でした。しかし留守中に島原の八良尾（はちらお）でクリ

スマスを祝ったナバロ神父が家老によって逮捕され、将軍家光の厳命で処刑せざ

るを得なくなった事件をきっかけに、弾圧を激しくしてゆきます。 

 1625年、イエズス会の管区長パチェコ神父、ソラ神父らが捕えられ、翌年長崎

で処刑されます。同時に、その協力者であった信者たちにも弾圧が及びます。宣

教師に宿を提供したマンショ荒木やジョアン内膳をはじめ、島原周辺のおもだっ

た信者がつぎつぎに処刑されました。彼らは有馬晴信の時代からの、指導的信者

たちの子孫でした。 

 そして 1627 年、有名な雲仙地獄の拷問が始まります。2 月にパウロ内堀ら 16

人、5月にヨアキム峰ら 10人が、雲仙地獄の熱湯による試練を受けました。パウ

ロ内堀は自分の拷問に先立って、3 人の子供たちが拷問の末に海に投げ捨てられ

るのを見ていました。内堀らは両手の指を切り落とされ、顔に“切支丹”という

焼き印を押され、熱湯に逆さ吊りに浸けられて殉教しました。「聖体は賛美されま

すように！」が最後の言葉でした。ヨアキム峰らは、湯壺に浸ける方法ではすぐ

死んでしまうことから、全身を切り刻まれてそこに熱湯をかけられたといいます。 

 この残酷な拷問の方法は松倉重政から勧められ、長崎奉行の竹中重義も採用し

ましたが、拷問によって棄教するものがほとんどいなかったため、1632年に 5人

の宣教師が熱湯の試練に耐えた後、長崎の西坂で

処刑されたのを最後にとだえました。 

 雲仙地獄で殉教した 29 名（パウロ内堀の子供

3人を含む）は、2007年にローマ教皇庁より福者

と認定されました。 

 

【結城了悟師による同名の著書をベースに構成】 

  

 

 

 

日本の教会の歴史 
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司祭紹介  

キジト・マワイラ・キチョ（Kizito Mawayira Kityo）神父様 

 

現在藤沢教会助任司祭。片瀬教会には、7 月から当分の間毎月第 4 主日に来ら

れます。ウガンダ出身で 2004年 8月にルジガジ教区の司祭職に叙階されました。

キジトと言う名前はウガンダで殉教にあった少年聖人

の名前だそうです。 

2016 年 2 月に来日し、藤沢教会に配属。山手教会を

経て、この小教区に戻ってこられました。「神が、私た

ちを様々な場所に送り、その宣教地で私たちをいつも支

えてくださっている。他の大陸からの新しい兄弟姉妹

に、教会で会うことができる。教会の普遍性ゆえに、今

日ここ横浜教区で奉仕することができて光栄です。」と、語られています。 

 

 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊9 月の典礼＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

3日(木) 聖グレゴリオ 1 世教皇

教会博士 

20日(日) 年間第 25 主日 

 6日(日) 年間第 23 主日 21日(月) 聖マタイ使徒福音記者 

 8日(火) 聖マリアの誕生 23日(水) 聖ピオ(ピエトレルチ

ーナ)司祭 

10日(木) 日本 205福者殉教者 27日(日) 年間第 26 主日 

13日(日) 年間第 24 主日 28日(月) 聖トマス西と 15殉教者 

14日(月) 十字架称賛 29日(火) 聖ミカエル  

聖ガブリエル  

聖ラファエル大天使 

15日(火) 悲しみの聖母 30日(水) 聖ヒエロニモ司教教会

博士 

16日(水) 聖コルネリオ教皇 

聖チプリアノ司教 

殉教者 
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◆９月のミサ 

引き続き地区別でおこないます。地区割りは次のようになります。 

  

 ９月 ６日 片瀬・片瀬山・目白山 

   １３日 津・津西・西鎌倉 

   ２０日 腰越・七里ガ浜・他 

   ２７日 片瀬海岸・鵠沼 

 

◆ 今後の行事予定 

 ○敬老会 

 

 

片瀬教会は毎年、敬老の日に合わせ、敬老ミサと祝賀会を催してき

ました。しかしながら、ご存知のように今年は新型コロナウィルスの

影響で教会活動を自粛しており、敬老のお祝いを今まで通りにする

ことができません。 

教会委員会で検討した結果、今年は敬老ミサと祝賀会を行わず、 

８０歳以上の方々にお祝いカードを送ることで、ささやかながら皆

様の長寿をお祝いしたいと思います。 

 

 

 

 
○ペットの祝福 

  ９月２７日（日）１６：３０ 片瀬教会 ガーデン 

（雨天の時は中止となります。） 
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帰天  永遠の安息を･･･ 

７月２０日 マリア・ポーリア山本明子
は る こ

 片瀬海岸 

７月３１日 マリア 呉 福子 片瀬海岸 

８月１０日 マリア 藤本 種子 鎌倉市腰越 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２０年 ９月号                             

                                         発行 カトリック片瀬教会 

     〒２５１－００３５      藤沢市片瀬海岸２－２－３５ 
TEL.０４６６－２２－４６４６  FAX.０４６６－２５－７９０９ 

リニューアルしたホームページをご覧ください！！  

新しい URL  https://www.catholickatasechurch.com 

です。 

 

 

 

 

 

https://www.catholickatasechurch.com/

