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 クリスマスを迎えて 

                      ブランチフィールド神父 

11 月 28 日待降節の第一の主日、いよいよ教会の暦は一周して、新しいクリス

マスを迎える為に心の用意をする季節が回ってきました。 

一年を通して、私たちの信仰の中心的なこととイエズスの生活の様々な場面を

考えてきた私たちが、「またクリスマスか！？」と考えてはなりません。暦は螺旋

的になっていますので、毎年同じではなく、一周する度に年ごとに一段と深まっ

ていきます。スーパーに出されるクリスマスグッズは毎年同じかもしれないが、

それだけのことです。 

 人類史に一度だけ神様の御子“みことば”が、肉身をとって、我々の間に生ま

れた。(ヨハネ１章 14節) この偉大な神秘を考えて、新しく来られる方(マリア

様から生まれた御子イエズスが私たちの心にも来られる)を迎えるように心の用

意をしましょう。 

 12 月 12 日には植栗神父様が黙想会のために来られますので、できるだけ参加

しましょう。 

 今年はコロナの影響でしょうが、子どもたちは教会に目立ちません。土曜学校

は寂しいし、侍者は３人の女子だけです。 

クリスマスの馬小屋の前に、ハンドベルの演奏が子どもたちにできるかと提案

していますが、親の協力がなければ何もできません。どうか皆さん手を組んで、

今年のクリスマスが温かい恵みの時となりますように頑張りましょう。 
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                    教会委員長  池尾昇治 

 

信徒話し合い結果と委員改選について 

 11 月 21 日のミサ後にお話ししましたが、10 月 17 日～11 月 7 日の 4 回「教会

委員改選の仕方と教会委員会について」をテーマに行われた信徒の話し合いは、

のべ約 80 名の方が参加され貴重なご意見を数多く頂き、とても有意義な話し合

いでした。参加された方々には御礼申し上げます。 

今回は教会委員の改選に当たって広く信徒の意が反映され、新しい人を選ぶこ

とができる方法として委員会は総選挙による推薦を提案し、それに対しての皆様

の意見を聴くということで開催しました。 

結果として、総選挙そのものに対する反対意見はほとんどありませんでしたが、

実施に当たって懸念される意見がありました。特に多かったのは、 

１．信徒の名前を知らない、知っている人が少ない。 

２．教会委員会は何をやっているのか知らない、分からない。 

ということでした。 

こうした結果を神父様と話し委員会で話し合い、また神父様のご意向もあって

今年の委員改選は見送ることにしました。理由は、このまま選挙をしても新しい

人が選ばれるどころか、ふたを開けてみたら今とほとんど同じ顔ぶれになりかね

ず、また自分が何をするのかわからないままで選ばれてもそれは理不尽だからで

す。 

委員会としては、経験ある現委員の任期を 1年延ばしてその間上記の問題改善、

すなわち信徒がお互い知り合い交わりを深めること、また教会の組織、活動の見

直しを含めた啓蒙を行います。組織の見直しについては話し合い結果だけでなく、

司教様が示されている「祈る力を育てる部門」「愛を証する力を育てる部門」「信

仰を伝える力を育てる部門」の 3部門を片瀬教会に当てはめていきたいと考えて

います。第 5 地区共同宣教司牧委員会に出て分かりましたが、約 20 年も前から

各教会はこれに取り組んできていますが、残念ながら片瀬教会内ではほとんど意

識されていませんでした。 

最も重要なことは私たち一人一人がお互い片瀬教会の兄弟姉妹ということを

言葉だけでなく行動として実行していくことだと思います。今、名札の着用をお

願いしていますがこれもお互いを知る一つの手段です。今後委員会では検討議論

を深めていきますが、これからも皆様にご意見を伺うことがあると思いますので

ご協力よろしくお願いいたします。 

  教会委員会からのお知らせ 
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長谷川路可掛軸 十字架の道行き修理始めます 

ご存知のように、この件は今まで委員会で検討し逐次報告させて頂いておりま

すが今回結論が出ましたのでご報告します。11月度教会委員会報告にありますよ

うに、掛軸「エジプト避行」「聖家族」修理 114 万円、十字架の道行き（14 面）

修理 231万円で行う事になりました。高額な案件ですので皆様に説明させて頂き

ます。 

経緯は、祭壇床の間に掛けてある掛軸の一つが昨年 6月に吊り紐が切れて落ち

ているのが発見されました。この時、表装も傷んでいてこのまま放置すれば取返

しのつかないことになるとのことで修理のために表装店を当たり始めました。委

員の F氏が国立博物館関係者の知り合いがいたので相談してもらうことに、つい

でに司祭館に保管されている十字架の道行きも診てもらうことになりました。 

修理の見積は当初 400万円ほどでかなり高価であった為、修理をためらう雰囲

気もありましたが、6 月の堅信式に来られた梅村司教様も修理に前向きな考えで

美術品に精通しているシスターを教えて下さったり、在バチカン日本大使館の

Facebookにも紹介されたり、鵠沼公民館からの見学等教会外からも関心も高まっ

ていること、そして何より長谷川路可の信仰に基づいた作品であるということ、

これらの作品は片瀬教会の貴重な財産ではないかということで修理を決定しま

した。但し、出来るだけ費用を抑える為の検討に時間がかかり今回発注となった

わけです。 

費用に関しましては、ここ数年間教会の為に使って頂きたい、ということで今

回の修繕費用を大幅に上回る献金をお預かりしています。一方皆様の献金や維持

費、ご奉仕と節約により教会運営上資金不足は生じていません。資金面の懸念は

なく修理は献金された方のご意志に沿ったものであります。これらの作品は私た

ちにとって単なる美術品ではなく信仰を支えてくれるものではないでしょうか。

十字架の道行きも現在聖堂に掲げられているのは写真でオリジナルは修理すれ

ばかなり美しくよみがえるとのこと。来年の四旬節はオリジナル作品で十字架の

道行きができればと願っています。 

 

 

 

司祭館をご覧になるとわかりますが、現在 1階の応接室、事務室の窓枠修理を

進めています。事の始まりは、コロナ禍にあって換気をしなければいけないのに

窓の開閉がスムーズにいかないじゃないかということからでした。10月教会委員

会議事録（からし種 11月号）でも紹介していますように、修理については業者に

丸投げするのではなく、信者で出来る所は自らの手でやろうということで、藤江

司祭館１F 窓枠修理 
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さんが業者に委託する所と信者が修理する所を

分け、現在信者有志はブランチ神父様（カーペ

ンターブランチと呼ばれています）、藤江さん

（親方）、池尾（見習い）の 3名で作業を進めて

います。信者が作業することにより出費が業者

任せの場合 250万円ほどかかるところを、40万

円程度に抑えることができますので大きな献金

になると考えています。クリスマス前の完成を

目指していますので協力して頂ける方は申し出ください。 

窓枠修理の出来栄えを皆様に評価して頂

き、今後のメンテナンスの方向性を決めて

いきたいと思っています。献金は何も献金

箱にお金を入れるだけでなく労働奉仕によ

っても実現できるのだなと思います。私達

の教会ですので、私たちができる修理保守

は自らの手でしていきたいと思います。 

 

 

 

長年懸案だった信徒会館にエアコンを設置は 11月 22、23日に工事が行われ完

成しました。１階に２台、２階のそれぞれの部屋に１台ずつ計３台、会館全体で

5台を設置しました。エアコンについては猛暑の期間 熱中症の危険があり会館が

使えないという意見があった一方、たまにしか使わないのにお金をかける必要は

ないという意見もありました。実際平成 30年に２社から取った見積は３～400万

円ほどで費用対効果から設置は無理ということになっていました。その後中原教

会を訪問した時家庭用エアコンを安価に設置していることを知り、この方法で検

討を始めた矢先コロナ禍で中断していました。今年の夏、中高大青会がバンドを

やりたいと練習を始めたものの暑さのため汗びっしょりとなってやっているこ

とが委員会に取り上げられ、これではまずいということで設置する方向で検討を

始めました。費用を少しでも抑えるべく総務が家電店に掛け合い最終的には 160

万円ほどになったため 11月の委員会でＧＯサインを出しました。 

これから夏でも信徒会館を快適な環境で使用することができます。子ども達は

夏休みで教会に来られる機会がある時期でもありますし、色々な教会活動等を盛

んにできると思います。従来の活動にとらわれることなく色々な事にやってみま

しましょう。信徒会館をフル活用に「祈る力」「愛を証しする力」「信仰を伝える

信徒会館にエアコンがつきました 



5 

 

力」を育てていきたいと思いますし、教会内だけでなく地域の人たちとの交流の

場にもなりえます。 

 

 

 

2021 年 11 月度 教会委員会報告 
 

開催日時：2021年 11月 14日(日)午前 11時 30分～13時 45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 

財務 総務 教会学校 マドンナ会 広報 ｷﾘｽﾄ教連絡会 一粒会 片瀬修道

院 モンタナ修道院 

 

□ブランチ神父様挨拶 

 ・まずは教会の皆さん、委員の皆さんに感謝したい。私のために住まいや食事 

の事を努力して頂いていて、私は恵まれています。いよいよ地区無しでミサ 

ができるようになりました。皆が会える喜びがあります。クリスマスの準備 

は子どもの協力がいります。お母さんにも声を掛けて協力を頼みましょう。 

 

□日程 

 １．主日ミサは、11月 14日より地区別廃止し、8：00と 10：00の２回として

いる。 

   受付当番の人数が必要となるため、総務部が当番表を作成した。（12月 26

日迄の分） 現在委員が主体となっているが、それ以外の信徒でも協力し

てもらえる方にはお願いしたい。また、当番でなくても互いに協力するよ

う心掛ける。 

 ２．11月 28日(日) 第 5地区共同宣教司牧委員会 15：00 大船教会 

 ３．11月 28日(日) 神学生と一粒会会員との交流会 藤沢教会 

 ４．12月 12日(日) 待降節の黙想会（植栗師）8:00と 10：00ミサ後講話、そ

の後赦しの秘跡  

 ５．クリスマス準備 

   １）11月 21日(日) 10:00ミサ後 プレセピオを司祭館３Ｆから降ろす。 

    ２）11月 27日(土) クリスマス飾りつけ 教会学校は 13:00から馬小屋

飾りつけ   フェンス角の聖家族画設置等 

   ３）11月 28日(日) 10:00ミサ後 クリスマスツリーの飾りつけ 

 ６．クリスマスミサ 

   １）12月 24日(金) 18:00 21:00の２回 

        25日(土) 10:00の 1回 

26日(日) 10:00の 1回 

   ２）やり方は、昨年同様どれか 1回の申込制、外部には知らせない。 

 ７．12月 11日(土) 16：00から「ふじさわ市民クリスマス」の Youtube配信

(詳細はポスター) 
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 ８．1月 1日（土）「神の母聖マリア」ミサ 9：00 11：00 

 ９．1月 2日（日）ミサは 10：00の 1回 

   

□ 報告および連絡事項 

 １．第 5地区 3部門の集まり報告 

   １）「信仰を伝える力を育てる部門」（10月 31日於：大船教会、池尾出席） 

   ２）「祈る力を育てる部門」（11 月７日於:片瀬教会、ブランチ神父、加唐

出席） 

   ３）「愛を証しする力を育て部門」(11月 8日於:大船教会、相澤、池尾 

出席) 

   三部門とも司教様の司牧書簡「交わりとしての教会」を学びなおすため、

読み合わせを行う。小教区内への落とし込みが必要で、信徒一人一人のコ

ンセンサスを得ることが重要なので、片瀬教会内でも読み合わせを計画し

ていくことになった。 

 ２．宣教司牧より、11 月 19 日(金) 11：00～12：30 鵠沼公民館高齢者学級

35名の教会訪問。 

   聖堂にて音楽と語りによる紹介。相澤氏・奥田氏で対応。 

 ３．教会学校より、11月 6日より対面での学校を再開。11月 13日にも行った。

クリスマスでのハンドベルの練習を始めたが、2，3 人しか集まらない。コ

ロナ禍でなかなか外に出られない様だ。温かい雰囲気を実感すると来られ

るようになると思う。子ども達に声をかけるようにしてください。またお母

さんたちにも声をかけて下さい。 

 

□ 検討・討議事項 

１．次期委員会選出方法について 

  １）10月 17日～11月 7日迄 4回行われた信徒の話し合いから多く聞かれた

意見は、 

   ①信徒を知らない。信徒の名前を知らない。 

   ②教会委員会は何をやっているのか知らない、分からない。 

  ２）これらのことから、見えてきたことは。 

   ①信徒がお互い知り合えていない。 

   ②教会の活動、組織が見えていない。 

 ３）ということで、今後改善しなければいけないことは、 

   ①もっと信徒同士が知り合えるような機会、仕組みづくり。 

   ②教会の組織を見直し、決まり事を文書化する等の明確化。教会委員会、

各部の活動を広く知ってもらう。 

 ４）以上のことから、神父様から現在の委員に任期延長して上記問題解決をし

てほしいとの要請があり、全員 1年の任期延長を受け入れることになった。

但し、どうしても辞任しなければならなくなった時は、個別対応すること

とした。 

 ５) 今後 1年で上記の問題点を解決できるようにし、次回の委員改選（来年末）

は教会組織等の見直しを行った結果でどうするか改めて決めることとし
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た。 

 ６）本件は、11 月 21 日のミサ後に委員長から信徒に説明するとともに、から

し種 12月号にも説明文を掲載することにした。 

 ７）各部会の活動紹介を、からし種に掲載、ミサ後に話をする、信徒大会で紹

介する等広報活動に努める。 

２．司祭館１Ｆ窓枠修理 

 １）業者（クラフト）の見積が出てきて、外側の窓枠 6 か所の修理￥395000。 

現在、神父様、藤江、池尾の 3名で行っている修理については、塗料、 

戸車等材料￥50000程。 

合計￥450000を承認した。クリスマス前迄の修理完成を目指す。 

３．信徒会館エアコン設置検討 

 １）10月委員会決定事項 エアコン設置 （２Ｆ３台、１Ｆ２台 計５台）   

￥1389000 

２）未定だった一次側電気配電盤新設工事  ￥ 226000 

                    見積合計 ￥1615000を承認した。 

12月設置。 

４．長谷川路可掛軸、十字架の道行き修復 

１）「エジプト避行」と「聖家族」の修理方法については、 

洗浄及び仕立て直し代＋両方の太巻芯付箱の新調 ￥1144000 を承認した。 

 ２）「十字架の道行き 14面」の修理 ￥2310000についても修理を承認した。 

   さらに、レプリカの作成についても検討することになった。 

５．信徒・修道者・司祭がともに信仰を分かち合う交流会 

（共同宣教司牧サポートチーム神奈川主催） 

12月 11日（土）於：藤沢教会 

テーマ：「コロナ禍にあっての共同宣教司牧を考える」の参加者は、人数の制

約もあり、ブランチ神父様、西田、池尾の３名となった。 

６．信徒が知り合える機会としては、ミサ後が貴重な時間である。司祭は閉祭後

そのまま聖堂出口に立つようにしたが、皆がコミュニケーションとれるよう

な工夫があれば教えてほしい。 

  宣教司牧では「カフェマリオ」をしていたが、コロナの影響を様子見してい

る。                   次回委員会開催 12月５日 
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七五三 おめでとうございます！     11月 14日 

本日より地区別でのミサが終了となり、主日のミサは８：00 と 10：00 の一日

２回執り行われることとなりました。 

10：00 のミサでは、七五三のお祝いがありました。マリア ソフィア N.Y.ちゃ

んがブランチ神父様より祝福を授かりました。 

お母様より、スポーツの好きな元気なお嬢さんとの紹介があった Yちゃん。 

千歳飴を手に、可愛い着物姿で写真に収まりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ブランチ神父様からは、「一年一年、神様から命をもらって 7年間、今日の日を

迎えられたことのお恵みに感謝しましょう。」とのお言葉がありました。 

参列者の私たちも、当たり前と思って過ごしている日々でも、それを積み重ね

ていかれる有り難さに気づかされたひとときとなりました。 

 

 

 

 

 

 

池尾昇治 

早いもので、「もうすぐクリスマス」の季節になってきました。今年はコロナ禍

も下火になってきて昨年より落ち着いて迎えることができるのではないでしょ

うか。クリスマスと言えば世界中で多くの人々、特に子ども達が楽しみにしてい

るお祭りです。街にはきれいなイルミネーションが飾られ、大人たちはロマンチ

ックな気分になり、子ども達はクリスマスケーキ、サンタのプレゼント。以前私

がニューヨークに駐在していた時、あるお店にアジア系のぶっきらぼうでおっか

ないおばさんがいました。12月のある日、「メリークリスマス」と声をかけると、

途端に顔がほころびニコニコと「メリークリスマス」と返してきました。クリス

マスはこんなに人の心を和やかにさせるのか、人の心をとろけさせる魔法の言葉
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みたいと感じたものです。これに味を占めた私は、それから調子に乗って「メリ

ークリスマス」を連発していました。ところがあるお店の若い女性店員に「メリ

ークリスマス」と声をかけると少々憮然とした表情で「私はクリスマスを祝わな

い」と言いました。何故と問いかけると「私はユダヤ教徒だから。」とのこと。「じ

ゃあ、この時期どうしているの？」と聞くと、「ハニカ（私にはこう聞こえました）

というお祝いをする」とのこと。何でも蝋燭を灯すお祝いのような事を言ってい

ました。 

若気の至りで一瞬「あなたはファリサイ派、それともサドカイ派？」と聞こう

と思いましたが、なんかケンカを売るようで飲み込みました。最も言っても通じ

なかったろうと思いますが…。深く考えずお祭り騒ぎをする日本人気質の私にと

って、クリスマスの意味を再認識させられた出来事でした。 

ところで小さい頃クリスマスはキリストの誕生日だと思っていました。教会学

校のシスターに「クリスマスはイエス様のお誕生日よ」と教わった記憶がありま

す。子ども心に「こんな寒い季節によくもまあ飼葉桶に寝かされて平気だったの

だろうか」と心配したものです。色々調べてみますと聖書にはキリストの生まれ

た日を特定する記述はありません。実はクリスマスとは「キリストが生まれてき

たことをお祝いする日」なのでした。ご存知のように、クリスマスは英語でＣｈ

ｒｉｓｔｍａｓです。Ｃｈｒｉｓｔ（キリスト）とＭａｓｓ（ミサ）が合わさっ

ていると言われています。ＭａｓｓはＭｉｓｓｉｏｎ（ミッション）、すなわち

「派遣」という意味につながっていて、クリスマスは「キリストの派遣」言い換

えれば「救世主の派遣」ということになります。文字通り、神が御ひとり子を私

達人類にお遣わしになったということです。 

 

花だより   ～ガーデニングサークルより～ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10月 30日、教会学校の皆さんが神父様と一緒にチューリップやヒアシン
スなどの球根を植えました。ガーデニングサークルのメンバーもパンジー
やビオラの苗を植えて花壇が一段と賑わいました。 
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軍国主義・国家神道のもとでの苦難 

 

1890年の教育勅語発布以降、カトリック教会もプロテスタント教会も、次第に

活動に圧迫が加えられていきます。象徴的な事件は内村鑑三の不敬事件でした。

1891年に行われた教育勅語奉読式において、第一高等中学校の嘱託教員であった

内村鑑三が拝礼をしなかったことが問題となり、職を追われることになりました。 

そのようななかでもカトリック教会は少しずつ信者を増やしました。九州のキ

リシタンの子孫がゆるぎない基礎を形作り、その中から邦人司祭が育っていきま

した。1914年には、象徴的な浦上天主堂が完成しました。赤レンガと石でできた

ロマネスク様式のこの天主堂は、当時東洋一の規模でした。第一次世界大戦終了

後の 1919年には、教皇庁使節館が設置され、教皇ベネディクト 15世はビオンデ

ィ、シャルディニ、ムーニ、マレラと、４人の大司教を使節として赴任させまし

た。この４人の使節の存在は、日本のカトリック教会にとって、大きな支えにな

りました。1927年には、ヤヌワリオ早坂神父が初の法人司教として叙階され、長

崎に任命されました。 

1937年に日中戦争が始まると、文部省の取り締まりがいっそう厳しくなり、カ

トリック教会ではすべての外国人司教の教区の勤めを解き、かわりに 18 人の日

本人を司教に任命しました。その後、最初の邦人統治者として、東京の土井辰雄

大司教が就任しました。プロテスタント教会は統制を目的とした政府の要請によ

り合同して、日本基督教団を作りました。 

太平洋戦争が始まると、事態は深刻度を深めました。日本人の若い司祭や神学

生は軍隊に召集され、外国人宣教師のある者は追放され、ある者は投獄されまし

た。キリスト教教育は事実上不可能になりました。広島や長崎の教会は原爆によ

る直接被害にも遭い、戦争を通じてカトリック

教会は 1 万３千人以上の信者と 15 人の司祭の

命を失いました。 

 

 

 

 

 

 

日本の教会の歴史    
 

（五十一） 

 

【お詫び】 

11月号の印刷に不具合があり、写真の説明が抜けてしまいました。

「サン・モール修道会のメール・マティルド」です。 

 

  

被爆した広島流川教会 
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  ブランチフィールド神父様は、12 月 20日叙階ダイヤモンド（60年）のお祝

いを受けられます。 

  ★全員でお祝いカードを送りましょう。詳細は別途お知らせします。 

 

 

 

 

◇クリスマスミサ 

申込制としますので聖堂入口の申込表に名前を記入してください。 

１）12月 24日（金） １８：００ ２１：００ 

２）12月 25日（土） １０：００ 

 

 ◇12月 26日（日）「聖家族の祝日」 １０：００のみ 

 

◇1月 1日（土）「神の母聖マリア」 ９：００ １１：００ 

                （０：００のミサはありません） 

 

◇1月２日（日） １０：００のみ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お願い】これから寒い季節になりますが、コロナ感染対策は継続 

します。ミサ中でも窓を開けて換気を行いますので、暖かい服装で 

与って下さい。 

 

 

 

お知らせ 

 祝 叙階ダイヤモンド 

 

12月の主日ミサは 

８：００  １０：００ 
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◇今年もクリスマスに向けて、ステラマリス横浜（旧 AOS、横浜教区船員司牧）

の品物を集めています。聖堂入り口の箱にお願い致します 

 

◇山口道孝神父様の活動の為の物資（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是非ご協力をよ

ろしくお願い致します。 

 

◇耳で聞くからし種 

聖堂入口に置いてありますのでご自由にお持ち帰りください。 

 

◇ご高齢でミサに出られずご聖体を頂きたい方はご遠慮なく申し出てください。

聖体奉仕者も含めて対応します。 

 

 

◆◆◆12月の典礼◆◆◆ 

3日(金) 日本宣教の保護者  

聖フランシスコ・ザビ

エル司祭 

14日(火) 聖ヨハネ(十字架の)司

教教会博士 

5日(日) 待降節第２主日 19日(日) 待降節第４主日 

7日(火) 聖アンブロジオ司教

教会博士 

25日(土) 主の降誕 

8日(水) 無原罪の聖マリア 26日(日) 聖家族 

12日(日) 待降節第３主日 27日(月) 聖ヨハネ使徒福音記者 

13日(月) 聖ルチアおとめ殉教

者 

28日(火) 幼子殉教者 

 

 

 

２０２1年 1２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  
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