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２０２１年 4 月 

 
           

 

                         

 

 

変化の時、成長の時          

司祭 芹沢博仁           

東日本大震災から 10 年となりました。報道されて

いるように、これを区切りに資料をまとめる人もあ

れば活動を終える人もいます。何にしても当事者や

関わりを持った人々には、町や地域を元に戻して何

事もなかったかのような生活、人生はあり得ません。

復興とは元の形に戻す事ではありません。10 年前と

10 年間の出来事に基づいて、自分達が何を大事にし

て行くかを見極めることが復興です。 

 コロナ禍での教会活動にも同じ事が言えます。こ

ういう一年間だったけれども続けてきたこと、また

できなかったことは何だろうか。ただ元の状態に戻

すのではこの経験や苦労が無駄になります。新たな

スタートを切りたいものです。「新しい生活様式」という言葉があります。この一

年間のことをじっくり振りかえってこれからの大事なことをしっかりと見いだ

して行かないと無意味なことになりかねません。 

教会の未来を背負う子ども達に関して言えば、片瀬教会も昨秋よりミサへの参

加を無制限で実施しています。子どもの一年間は大人の場合と時の流れが違いま

す。コロナ自粛の空白のために、教会での時が消えてしまっては残念です。大人

は子ども達を保護することばかりですと信仰の心も育ちません。巣立たせること

を念頭に置いて工夫をしていかなければなりません。例えば侍者会などでは、歳

の上の子が下の子に教えたり、リーダーを任せたりと、子どもの意思と主体性を

尊重していくことは大事です。力を合わせて楽しめた時、子どもたちはその経験

を糧に成長していきます。この点で言えば、この約一年の主日のミサで、侍者を

する子どもが一人もいなかったことは、真剣に考えなければならないでしょう。 

各地の子ども食堂も変化がありました。片瀬教会の“まりあ食堂”もテイクア
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ウトの形で食事を配っているようです。それによってそれまで来ていなかった家

庭にも行き渡るようになり、新たな広がりを見出しています。感染リスクが下が

った時、この広がりをなくして元の形に戻すのでしょうか。それとも維持するで

しょうか。さらに広げるのでしょうか。 

わたしたちはこれからも成長していきましょう。キリストの満ち溢れる豊かさ

を目指して。 

 

芹沢神父様 ありがとうございました。   

片瀬教会 信徒一同 

 

 

 

 

 

2021 年３月度 教会委員会報告 

日時：2021年 3月 7日（日）11：15～12：40 

出席者：芹沢司祭、委員長、副委員長、総務、福祉、財務、典礼、冠婚葬祭、

宣教司牧、営繕、市内キリスト教連絡会、マドンナ会、教会学校、中高大青

会、一粒会、広報、監査、片瀬修道院 

 

□ 芹沢神父様より 

・後任司祭に現在鍛冶ヶ谷教会のブランチフィールド神父様が決まりました。

高齢なので対応をお願いします。司教区からも藤沢に何かあれば手伝ってく

ださいと依頼されています。鍛冶ヶ谷と片瀬は同じ第 5地区なのでそれほど

変化はないと思います。教会外のナザレト修道院まで歩けるか、ご本人はバ

イクで行くかとも話しておられます。他に現在第 2週に来てもらっている山

口神父様も続けるかどうかは今後の打ち合わせです。修道院も含め打ち合わ

せをしてほしいです。 

・鍛冶ヶ谷教会の後任は、第 4地区から林大樹神父様が主任司祭として来られ

ます。 

・原宿教会はイエズス会の久我神父様が管理者として着任されます。戸塚教会

の田丸神父様もイエズス会です。 

・助任司祭はまだ発表がありませんが、今年は多分ないのではないでしょう

か。 

・司祭叙階は、3月に鷺沼教会で、4月に静岡教会でありますが、赴任先はそ

の時発表になるのでしょうが、こちらの方へは来ないでしょう。 
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□ ３月以降の日程確認 

  １．主日ミサについて 

    当面地区別ミサ継続とする。(但し、4 月 4 日復活祭は申込制)緊急事態

宣言解除後も状況を確認しながら継続する。 

  ２．聖週間の典礼・ミサの時間とやり方について 

    3月 28日(日)受難の主日・・・10：00 地区別ミサ 枝の行列はなし 

    4月 １日(木)聖木曜日・・・・19：30 自由参列  洗足式はなし 

       2日(金)聖金曜日・・・・19：30 自由参列 

       3日(土)復活徹夜祭・・・19：00 申込制(入信者、代父母優先) 

       4日(日)復活祭・・・・・10：00 申込制 

１）復活徹夜祭、復活祭とも申込人数結果から抽選は行わない。但し、

三密を避けるため信徒会館も使用してミサを行う。 

２）今年の入信者は、復活祭には参列しない。復活徹夜祭でも簡単な紹

介しかできないので、お知らせやからし種等で信徒に紹介する。 

    ３）復活祭は、パーティ以外にイースターエッグもなし。 

 

□ 報告および連絡事項 

１．総務から司祭館玄関灯を修理したい。現在手動スイッチだがこれをセン

サースイッチに切り替える。見積￥33,500。⇒承認 

２．宣教司牧から見学も申込あり。主催片瀬公民館。 

4月 16日(金)11:00～12:00。定員 35人。 3月中に藤沢の広報に案内 

がでる。長谷川路可の掛軸を見学の目玉にしたいとのこと。 

３．教会学校 6月 6日の初聖体に 2名いる。初聖体の準備を含め、4月 10 

日から月 2回、対面で始めていきたい。 

４．総務 インターネットをシティ藤沢からＪＣＯＭへ切り替える。(シティ

藤沢の事業終了のため) 

また、ＳＥＣＯＭの契約内容も司祭館の内容を再確認する。 

 

□ 検討・討議事項 

１．ブランチフィールド神父様受け入れ準備 

  １）3月 1日神父様が主に司祭館を下見に来られた。要点は、 

① 歩行に杖を使用されている、司祭館には玄関、階段、風呂場等に 

  手摺を要望された。 

② 食事はほぼご自分で作られていた(コンビニは利用されない)が、鍛冶ヶ 

谷教会はシステムキッチンであるのに対し、司祭館の設備は古く貧弱で 

あるため、対策が必要。 

  ③ 電話も神父様が歩き回らなくてもいいように子機を用意する。 

３）以上のことから、建築に詳しい藤本、藤江委員と総務奥田、相澤委

員、奥田副委員長、池尾委員長で具体的対応を進めることになった。 

委員会では、程度は別としてリフォームは行うことを決めた。 

委員会後、上記メンバーで打ち合わせた結果、 
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① ブランチ神父様が再訪問予定なので手摺高さ等詳細を確認する。 

② 業者に改修箇所を提示、14日（日）業者含め現場確認して見積し

てもらう。 

  ２．長谷川路可掛軸修復について(営繕) 

    １）長谷川路可の信仰にもとづいた作品なので、委員会としては修理を

行うことにする。 

    ２）特殊な課題なので歩みは遅くとも信徒のコンセンサスをとりながら

進める。そのため信徒には改めて長谷川路可の価値を認識してもら

う。からし種等で紹介をする。 

    ３）司教区の助言も必要なのではないか。6月 20日の堅信式に司教様に

状況を見て頂く。 

  ３．4 月教会委員会は司祭交代時期なので、ブランチ神父様が着任後の 4 月

11日にする。 

    主に委員紹介、教会の主な課題を知って頂くのを目的とする。 

・次回教会委員会は、4月 11日（日）10時ミサ後開催     

 

 
 
 
 

新司祭 パトリック・ブランチフィールド神父様 

ようこそ 片瀬教会へ 
 

4月 5日付けで新しい管理者として着任されます。 

 

神父様の略歴をご紹介します。 

1936年 アイルランドのお生まれ 

1955年 コロンバン会に入会 

1961年 叙階 

1962年 来日 

1969年 片瀬教会助任司祭 

2012年 数々の教会の司牧を経て 

カトリック鍛冶ヶ谷教会就任 

以前片瀬教会におられた神父様をご存知の方もあるかも知れません。 

来月号では神父様ご自身のお話をお聞きできます。お楽しみに！ 
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復活節第２主日「神のいつくしみの主日」とは 

 

例年、復活祭を過ぎると正直言って「やれやれ」とい

う感がしてその後のことはほとんど考えませんでした。

今年は聖週間、復活節の典礼を行えますがかなり簡略さ

れます。 

ということで余裕をもっていた訳ではありませんが、

何気に典礼暦を見ていたら 4月 11日「復活節第 2主日

（神のいつくしみの主日）」とありました。「神のいつく

しみの主日」とは何でしょう。ご存知の方も多いと思い

ますが、これは以下の御絵に由来するそうです。 

「この御絵は 1931 年 2 月 22 日、ポーランドのいつく

しみの聖母修道女会のシスター、ファウスティナ・コヴ

ァルスカに現れた主イエスのヴィジオンを描いたもの

です。同日の日記でファウスティナは次のように述べて

います。「夕方、修室にいた時、白い衣服を着ていらっ

しゃる主イエスを見ました。片方の手は祝福を与えるし

ぐさで上げられ、もう片方の手は胸のあたりの衣に触れ

ていました。胸のあたりでわずかに開いている衣服の下から、ふたつの大きな光

が出ていましたが、一つは赤く、もう一つは青白い光でした。沈黙のうちに主を

見つめていました。しばらくして、イエスはわたしに言われました。「あなたが今

見ている通りに絵を描きなさい。その下に『イエス、わたしはあなたに信頼しま

す』という言葉を書きなさい。わたしのこの絵が、まずあなたたちの聖堂で、そ

して世界の至る所で崇められることを望む。」（『聖ファウスティナの日記―私の

霊魂における神のいつくしみ―』聖母の騎士社、より） 

さて、その後 2000年になり、シスター、ファウスティナ・コヴァルスカは

4月 30日復活節第二主日に教皇聖ヨハネ・パウロ二世によって列聖されまし

た。その際、教皇は、以後復活節第二主日を「神のいつくしみの主日」と呼

ばれるようにする、宣言しました。 

また復活節第 2主日は、伝統的に「白衣の主日」とも呼ばれます。これは初代

教会の洗礼式は復活徹夜祭の中で、水の中に全身を浸し、洗礼の時の言葉も頭ま

で水に沈める形でした。水から上がった受洗者には真っ白い衣を着せました。そ

れは聖パウロが言う「神にかたどって造られた新しい人を身に着けた」ことを意

味しています。受洗者は、新しく生まれた人として、１週間この白衣を着ていま

した。その白衣を脱ぐ日が復活節第２主日でした、そのため「白衣の主日」と言

われています。 

 
 

 

https://www.pauline.or.jp/chripedia/mame_byakue.php
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琉球に待機する宣教師 

琉球は独立国として昔から中国との交易が盛んで

したが、1609年に薩摩が侵攻して以来、日本の支配下

に入りました。しかし薩摩の政策により、外国との交

流はその後も続けられていました。 

1844年 5月 1日、フランスの艦隊が那覇に入港しま

した。その艦隊の一隻には、パリ外国宣教会のテオドロ・フォカルド神父が乗っ

ていました。フォカルド神父は、上陸は許されたものの小さな寺に閉じ込められ、

祈りと日本語の勉強に専念するのみでしたが、神父の琉球上陸を知ったローマ教

皇グレゴリオ 16世は 1846年、彼を琉球と日本の最初の代牧に任命しました。 

 フォカルド神父が司教として祝別を受けるため香港に行くと、代わりにアドネ、

ルチュルデュ両神父が琉球に向かうことになり、フォカルド神父はそのまま琉球

には帰らず、フランスにもどりました。しかしアドネ神父もルチュルデュ神父も

けっきょくフォカルド神父と同様の幽閉生活を強いられ、アドネ神父は 2年後に

帰天し、ルチュルデュ神父も病気になって香港にもどりました。アドネ神父の墓

は今も那覇の外国人墓地にあります。 

 このように日本の宣教再開は希望だけに支えられて、苦しい時が過ぎてゆきま

したが、チャンスは迫っていました。1853年、1854年と、2度にわたってアメリ

カのペリー提督が日本に開港を迫ると、これにはげまされて再び香港からジラル、

フュレなどの神父が那覇にやってきます。そして、ジラル神父が日本の布教長に

任命されると、もうひとりの若い神父が派遣されました。のちに長崎の大浦天主

堂が建設されて間もなく「信徒発見」で有名になる、ベルナルド・プチジャン神

父です。 

日本のキリスト教の新たな展開が訪れようとしていました。    

知恵の雫 

日本の教会の歴史 

それじゃ、秘密を教えてあげようね。とても簡単なことだよ。 

心で見なくちゃ、正しくものを見ることはできない。 

大切なものは、目には見えないんだ。 

                        サン＝テグジュペリ 

 

 

（四十四） 

（結城了悟師による同名の著書をベースに構成） 
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4 月の一粒会の祈り 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

◆◆4月の典礼◆◆ 

1日(木) 聖木曜日 
(主の晩さん) 

11日(日) 復活節第 2主日(神のいつ
くしみの主日) 

2日(金) 聖金曜日(主の受難) 
(大斎・小斎) 

18日(日) 復活節第 3 主日 

3日(土) 聖土曜日／復活徹夜祭 25日(日) 復活節第 4 主日 

4日(日) 復活の主日 29日(木) 聖カタリナ(シエナ) 
おとめ教会博士 

天のお父様、コロナ禍においても新しい春がめぐってきました。 

あなたの愛は自然を目覚めさせ、私たちの心を新たに開いて下さ

います。 

どうぞ 私たちがあなたの愛の招きにこたえて、私たちのうちか

ら神と人々に仕える司祭が誕生しますように。    

主キリストによって アーメン 

 

 

      

 

 

 

一粒会とは・・・ 

・神様の召し出しに答えて、私たちの中から司祭が生まれる様に 

祈ります。 

・私たちは神学生養成のために、小さな献金をお捧げします。 

・司祭は、私たちを神様のもとへ導く大切な役目を神様から委ねられて 

います。私たちは司祭が聖なる道を歩み続けることができるよう、 

司祭のために祈ります。 

・私たちは、ひとつぶの小さな種がやがて大きな木となり実を結ぶこと 

を願いとしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

司祭叙階式 

 ルドヴィコ 茨木 西村秀樹助祭  

2021 年 3 月 20 日 鷺沼教会 

 ルカ 上杉優太助祭  

2021 年 4 月 29 日 静岡教会 

 
西村助祭の司祭叙階式                          

         

一粒会 西田芳子 
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◇４月・5月の主日ミサ予定 

  4月 4 日 復活の主日 申込制 

    11 日 腰越・七里ガ浜・他 

    18 日 片瀬海岸・鵠沼・他 

     25日 片瀬・片瀬山・目白山・他 

 

 

 

 

 

 

◇今年の聖週間典礼について 

4月 1日（木）  聖木曜日  ミサ 19：30 自由参列 

4月 2日（金）  聖金曜日  典礼 19：30 自由参列 

4月 3日（土）  復活徹夜祭 ミサ 19：00 申込した人参列 

4月 4日（日）  復活祭   ミサ 10：00 申込した人参列 

                                                            

◇“The説教” ～宣教司牧部のお知らせ～ 

地区別ミサのため、各ミサのお説教の CDを聖堂入口に置いてあります。 

 

２０２1年 4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 

https://www.catholickatasechurch.com  
 

 

お知らせ 

   5月 2日 津・津西・西鎌倉・他 

     9日 腰越・七里ガ浜・他 

     16日 片瀬海岸・鵠沼・他 

     23日 片瀬・片瀬山・目白山・他 

       30 日 津・津西・西鎌倉・他 

 

 

 

https://www.catholickatasechurch.com/

