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２０２１年 10 月  

 
           

 

                         

 
 

病者の塗油の秘跡     

         ブランチフィールド神父 

9 月 23 日秋分の日。21 日の満月は本当にきれいで

した。この頃は彼岸花もきれいに咲いています。紅葉

の季節はそろそろですね。そして敬老の日もありまし

た。 

本来は、毎年パーティがあります。今まで私がいた

教会では、ミサの中で希望者の為に塗油の秘跡をして

来ました。 

今年はコロナの為に集まりもできないし、例年通り

にはできません。しかし、病者の塗油が欲しい方がい

らっしゃると思います。10月の毎週のごミサに希望者がもし出て下されば、ミサ

の説教の後に塗油します。 

希望する方は、病人であることに限らず、年と共に多少の不自由や寂しさや不

安な気持ちを感じることがあればこの秘跡を受けられます。 

毎日の生活において、神様が共におられるということがわかります。 

 

申し込みは前もってご連絡ください。当日ミサ前に申し出ても構いません。 

受付で「塗油の秘跡 希望者」というカードを受け取ってください。 

秘跡を受けた方は、神様の支えが頂けます。 
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2021 年 ９月度 教会委員会報告 
   

開催日時：2021年９月 12日(日)午前 11時 30分～14時 00分 

参加者：ブランチ神父  委員長 副委員長 典礼 冠婚葬祭 宣教司牧 福祉 

広報 財務総務 教会学校 中高大青会 マドンナ会 ヨセフ会・営繕 

     ｷﾘｽﾄ教連絡会 一粒会 片瀬修道院 

□ 日程 

 １．主日のミサ地区別継続 

 ２．9月の予定   

１） 6日(月）第 5地区「証し部門」集会 13：30 戸塚教会 

    ２）12日(日）第 5地区「祈り部門」集会 15：00 片瀬教会 

    ３）13日(月）第 5地区司祭の集まり 原宿教会 

    ４）26日(日）ミサにおける幼児洗礼 

    ５）26日午後～10月 1日迄、黙想会のためブランチ神父様不在 

    ６）26日(日）第 5地区共同宣教司牧委員会 15：00 大船教会 

 ３．教会学校は、9月 25日、10月 16日にオンライン（zoom）で行う。 

４．宣教司牧部より、コロナ禍で今年の「ペットの祝福」は中止とする。 

 ５．今年のバザーも中止とする。 

□ 報告および連絡事項 

 １．財務部より、コロナ禍の影響か教会維持費の納入がなされなくなったり、

減額されたりしている方がおり収入が減少、7 月は収支がマイナスとなっ

ている。支出理由が不明の場合は財務から問い合わせをすることがある。

飲食は受益者負担が原則なので、教会負担の場合は事前に了承をとること。 

 ２．信徒会館厨房営業許可者を吉田氏から池尾氏へ変更手続き済。10月 9日交代。 

 ３．防火管理者より、教会消防組織、消防計画及び９月 19日から行われる消防

訓練の内容説明あり。 

 ４．香部屋の洗面台詰まり発生。右側洗面台修理済、左側洗面台はパイプ交換

必要で業者に依頼済。 

 ５．長谷川路可画写真を信徒会館２Ｆに展示。からし種 11月号で紹介する。画

の解説を準備中。 

 ６．司祭館１Ｆ窓枠修理 

   ①窓枠が傷んで開閉できず、換気が出来ない状態であるため修理をする。 

   ②現状の木枠を修理し、外観を保全するやり方で見積依頼中。神父様は鍛

冶ヶ谷教会田坂氏が建築設計をやっているため助言を依頼している。見

積は田坂氏紹介の業者と川崎建設からとることにしている。 

□ 検討・討議事項 

１．敬老のお祝いのやり方 

  １）昨年同様お祝いカードは委員により手渡し(ポスティング)または郵送。 

   ２) 対象は、9月 20日迄満 78歳以上の方で 138名。 

  ３）10 月 3 日～24 日の主日に希望者へ「病者の塗油の秘跡」を行う。案内

はお祝いカードに同封。 

２．教会連絡網が完成したので配布する。 
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 １）マドンナ会の連絡網をベースにヨセフ会の情報を付加したもの。 

 ２）配布は各戸が該当する１ページのみ配布。配布方法は、個人情報を扱うた

め手渡し、知人友人が届けるなど工夫し、引き出しに入れることはしない。 

３．長谷川路可掛軸修復 

１）修復検討を藤本氏が調査した結果、修理においては、「山田表具店」と「一

般財団法人世界紙文化遺産支援財団 紙守」の２者が上がったが、専門家で

信頼性があるということで「紙守」に修復依頼する。 

 ２）修理後の保存方法、十字架の道行きの修復については引き続き、調査・検

討を行うが、修復不可能になる前に手を打つことが重要との認識を持った。 

４．信徒会館エアコン設置検討 

 １）ビックカメラ、ノジマ、スカイネット、グリーンライティングサービスの

4社見積を検討。最安値はノジマであった。 

 ２) 設置台数は、壁掛け式エアコンを２Ｆに４台、１Ｆに２台の見積であるが、

各階１台ずつ減らせないか検討する。  

５．次期委員選出方法については、今回の委員会では「全信徒による投票方式」

を選んだが、信徒に委員選出方法や委員会はどうあるべきか等意見を聴くた

め、10 月 17 日から４回にわたり、ミサ後に意見交換会を行い、その結果を

もとに委員改選を進める。 

６．ホームページ担当へ各部から掲載する情報を提供すること。 

７．信徒会館２Ｆ天井雨漏り修理が必要。総務部、藤江氏で業者依頼進める。 

８．信徒会館２Ｆの手摺ペンキ塗り替え等、ＤＩＹでできそうなものは信徒で行

う。教会出費の削減や信徒が協力して作業を行うことによる親睦が目的。 

次回委員会開催 10月 3日 

 

敬老の日にお祝いカード 

敬老対象（78歳以上 138名）の方々へカードが送られました。 

＊P.2 検討・討議事項 1 を参照下さい。 
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二人のテレジア 

 

10月の典礼暦を見ますと、二人の聖テレジアの記念日があります。一人は 1日

の「聖テレジア（幼いイエスの）おとめ教会博士」でもう一人は 15日の「聖テレ

ジア（イエスの）おとめ教会博士」です。幼いイエスのテレジア（1873 年-1897

年）は、フランスのアラソン市に生まれました。幼い頃母を亡くし、父と姉 2人

と共にリジューに移りました。2 人の姉はカルメル会に入会し、テレジアも入会

することを望んだが、年が若いということですぐには入会できませんでした。入

会後は全てを神に委ね、自分がいかに小さい者であるかを認め、祈りに励んでい

ました。修道院生活の中で、彼女は「教会の心、活動の泉である愛」という自分

の使命を見つけました。「神よ、わたしはあなたを愛します」という言葉を残し、

24歳の若さでこの世を去りました。宣教の保護者とも言われていて、リジューの

聖テレジア、小聖テレジアとも呼ばれます。腰越にある聖テレジア病院はこの幼

いイエスの聖テレジアの名前をとっています。 

もう一人のイエスのテレジア（1515年-1582年）は、スペインのアヴィラに生

まれています。この方も 19歳の時、カルメル会修道院に入っています。ただ当時

の修道会は、規律・修道精神が緩慢になっていて失望し、信仰に対する疑問など

の苦しみに襲われたそうですが、この苦しみを通して「魂の奥底で、神と共に生

きる」祈りを瞑想の深い神秘を体験しました。1562年に本来の快速に立ち返った

「女子跣足カルメル会」を創設、その後十字架の聖ヨハネなどの援助で 17 もの

女子修道院を建て、16世紀のカトリック教会改革運動の原動力になりました。ア

ヴィラの聖テレジア、大聖テレジアとも呼ばれています。 

ローマのサンタマリア・デッラ・ヴィットーリア教会になるベルニーニ作の彫

刻「聖テレジアの法悦」はこの方がモデルです。 

この二人は、シエナの聖カタリナと共に女性としてただ 3 人だけの教会博士に

数えられています。           

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 幼いイエスの聖テレジア ベルニーニ作「聖テレジアの法悦」 
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1889 年 2 月 11 日、明治天皇の名によって、日本は初めての憲法を発布しまし

た。その 28 条には「日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル

限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス」とあり、日本国民は信教の自由を認められました。 

この 28条により、禁教令の撤廃がようやく明文化されたのでした。これに対し、

時の教皇レオ 13 世は明治天皇に謝意を表し、1891 年に日本の教会のヒエラルキ

アを成立させました。東京は大司教区となり、他の 3 つの代牧区、長崎、大阪、

北海道が司教区になりました。 

 しかしキリスト教徒たちの期待とはうらはらに、このころからカトリック教会

もプロテスタント教会もともに、発展がにぶくなっていきました。というのは「信

教の自由」はそもそも西洋列強に対等に伍するための建前で、列強の精神的バッ

クボーンにキリスト教があると見た日本の為政者たちは、それに対抗するための

国家神道構想をすでに描いていたからです。翌 1890年には教育勅語が発布され、

日本の道徳教育の最高規範であるとされました。キリスト教の教育事業は非常に

やりにくくなっていきます。 

 また国民の方も、さまざまな政党政治に影響され、キリスト教に対する見方が

変わっていきました。和魂洋才の掛け声の下に日本は近代技術を学び、産業国家

の道を歩み始めていました。西洋列強の中国や東南アジアでの横暴ぶりへの反感

も、キリスト教の人気低下につながりました。仏教界もキリスト教に対抗して、

新たな道を模索し始めましたし、福沢諭吉のような啓蒙の旗手のごとき思想家も、

「天は人の上に人をつくらず」とは言っても「神はー」とは言わず、キリスト教

に対しては否定的な発言も目立ちました。 

 しかしそんな中でもカトリック教会はし

ぶとく活動を続け、1884 年に 3 万人強だっ

たカトリック信者は、1904 年には 5 万８千

人に達していました 

【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    （四十九） 

 

憲法における信教の自由 

新皇居於テ正殿憲法発布式之図  

 1889 年 安達吟光（ぎんこう） 
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司牧協議会会長 カテケージス（その 3） 
「いのちを守る聖ヨセフ」 司教協議会会長 高見大司教 

 

 

 

 

 

４．目立たぬとも、自分の役割を守る人 

新約聖書には、ヨセフのことばは一言も記録されていません。イエス・キリ

ストの系図は、アブラハムから始まり、「マリアの夫ヨセフ」まで、すべて父

親が息子を「もうけた」と記されています。しかし「ヨセフはイエスをもうけ

た」ではなく、「このマリアからメシアと呼ばれるイエスがお生まれになっ

た」（マタイ 1・16）と記されています。ヨセフは、あたかも父親の役割さえも

果たしていなかったかのように書かれています。それは、イエスが神の独り子

であって、ヨセフの実の子ではなかったからです。しかし、イエスには法の上

でも社会的にも父親が必要でした。そのような父親の立場を受け入れることは

それほど簡単なことではなかったでしょう。それでも生まれた子どもをイエス

と名付けて、自分の子として認知するという父親の務めを果たし、養い育てま

した。しかし常に「マリアとその子ども」が中心でした。主人公は彼らでし

た。 

 イエスは人々から「ヨセフの息子」（ルカ 3・23; 4・22; ヨハネ 1・45; 6・

42）とか「大工の息子」（マタイ 13・55）と言われていました。イエスが公に

宣教を始めたのは 30歳くらいでした（ルカ 3・23参照）ので、それまでどれく

らいの間かは正確にわかりませんが、大工の仕事もヨセフと一緒にされたはず

です。ナザレの人々から「この人は大工ではないか」（マルコ 6・3）と言われ

ているからです。しかし「ヨセフの子」とか「大工の息子」という呼び方には

いくらか軽蔑や差別の響きがあったようです。祭司やレビ人などの聖職者、長

老などの貴族、律法学者などが上級階級で、商人、職人（大工、麻漉(あさす)

き工、天幕づくり）、日雇い労働者は平民で下層階級でした。彼らの大部分、

そして多くの者は、裕福でない階層に属していました。実際、主の奉献のとき

の献げ物から見て（ルカ 2・24; レビ記 12・8）、ヨセフの家庭は経済的に慎ま

しかったのです。 

 新型コロナウイルス感染拡大の中で、「エッセンシャルワーカー」が再認識

されつつあります。それは「人々の生活の維持に必要不可欠な職業についてい

る方々」のことです。大工の仕事もその一つと言えるでしょう。ヨセフは自分

の仕事に誇りを持ち、イエスと一緒に仕事をすることを幸せに感じていたにち

がいありません。何と言っても、イエスとマリアの生活のため、とくにイエス

の宣教活動の準備のためになくてはならない大黒柱の役割を果たしました。ヨ

セフは、わたしたちに、どんなに小さな仕事であっても、人々のために必要だ

と確信して社会の中での自分の役割を守り、それを誠実に果たすことが大切だ

と教えているのではないでしょうか。 

 ヨセフは、いつの間にか聖書の中から名前も姿も消えていて、人々の記憶に

も残らなかったかのようです。神とその独り子、そしてその母に生涯仕えた人

でした。 

※からし種 2021 年 9 月号の続きです。 
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５．取り次ぎを願う 

 聖ヨセフに対する信心は昔から盛んでした。わたしたちは、祈祷書にある聖

ヨセフの連願や聖ヨセフに対する祈りをもって、聖ヨセフの取り次ぎを願うこ

ともできれば、それぞれ自分の言葉で願うこともできます。あるいは、神は、

太祖ヨセフや聖ヨセフの場合のように、夢を通して語りかけ、ご自分の望みを

果たされることがありますが、「眠る聖ヨセフのご像」の下に願いごとを書い

た紙を敷いて、聖ヨセフの取り次ぎを願う信心もあります。 

 

        

信徒会館に長谷川路可画写真を展示! 

 今初夏、司祭館の電気配線修復工事のため、司祭館 3階屋根裏部屋を掃除した

ところ、長谷川路可画の写真数枚が見つかりました。神父様が「これはきれいだ

から教会に飾りましょう。」ということで痛んでいた額を新調し、信徒会館 2 階

に展示しました。 

写真は、5枚がイタリア チヴィタヴェッキアにある日本殉教者教会の壁画群の

一部です。壁画は、1950 年長谷川路可が聖年に際して渡伊、1951 年 1 月に日本

殉教者教会の内装を依頼されたのを受諾、8 月に制作着手し、1954 年 10 月に完

成したものです。また、もう一枚は、「天正少年使節」で大阪南蛮文化館蔵のもの

です。皆様ご覧になって下さい。 

 

 

  

 

信徒会館厨房手洗い改修！ 

信徒会館厨房手洗い場の蛇口栓をレバー式に変更し

ました。食堂営業許可更新時保健所の調査で指摘された

もので、今年 6月より法律改正で、手を洗った後手を使

わず水を止めることができることが条件です。レバー式

ですと肘を使って水を出したり、止めたりすることが出

来ます。この改修で保健所からは許可が下りました。皆様におかれましては、レ

バー式の理由をご理解頂き、正しい使用でノロウィルス等感染防止に努めて頂く

様お願いします。 
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★★★10月の典礼★★★ 

1日(金) 聖テレジア(幼いイエ

スの)おとめ教会博士 

15日(金) 聖テレジア（イエスの） 

おとめ教会博士 

2日(土) 守護の天使 17日(日) 年間第 29 主日 

3日(日) 年間第 27 主日 18日(月) 聖ルカ福音記者 

4日(金) 聖フランシスコ(アシ

ジ)修道者 

24日(日) 年間第 30 主日 

7日(木) ロザリオの聖母 28日(木) 聖シモン聖ユダ使徒 

10日(日) 年間第 28 主日 31日(日) 年間第 31 主日 

◇10月の主日ミサ予定◇ 

  10月 3 日 腰越・七里ガ浜・他 

    10 日 片瀬海岸・鵠沼・他 

    17 日 片瀬・片瀬山・目白山・他 

     24日 津・津西・西鎌倉・他 

31日 腰越・七里ガ浜・他 

 

 

 

◇片瀬教会恒例の秋の行事、「ペットの祝福」と「バザー」は 

新型コロナウィルス感染防止のため、開催を中止します。 

         

◇山口道孝神父様の活動物資（米・小麦粉・パスタ・トイレットペーパー・ 

調味料）を毎月集めています。信徒会館内に箱がありますのでご協力を！ 

 

◇教会の庭の草取りにご協力ください。毎週 土日 17時から行っています。 

 

 

２０２1年 10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 

https://www.catholickatasechurch.com/

