
1 
 

２０２２年７月  

 

 
           

 

                         

 

次の目標へ… 
 

ブランチフィールド神父 
  

 

６月 21日。過日 2022年は半分過ぎて、後半に向かって恵みの為に感謝します。

ここまで神様に見守られてきました。次の目標として、彼岸花が知らせてくれる

秋分と敬老の日を考えたい。 

あと１か月で学校がお休みに入りますし、そして８月となりますと平和旬間が

きます。広島と長崎を記念して、戦時中、世界中で犠牲になったすべての人のた

めに祈ります。いよいよお盆とマリア様の被昇天がきます。去年はコロナのため

に質素にしましたが、今年はできるだけ盛大にお祝いをしたい。お天気が許すか

ぎり野外ミサをしたい。 

９月とともに新しい学期が始まります。子どもを育てているお父さんお母さん

のみなさんにアピールしたい。小中の子どもをぜひとも教会につれて、10時のミ

サ後に子どもの明るい雰囲気に集まって、日曜学校があります。たとえ受洗され

ていなくても子ども同志で教会に慣れてくるでしょう。 

いよいよ収穫の秋になっていますので、新しい勉強会のためにチラシを玄関に

置きますのでご利用ください。 
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2022 年 ６月度 教会委員会報告 
 

開催日時：2022年６月５日(日)午前 11時 30分～13時 05分 

出席者：ブランチ神父、委員長、副委員長、典礼、総務、宣教司牧、福祉、財務、

広報、教会学校、中高大青会、ヨセフ会、ﾏﾄﾞﾝﾅ会、一粒会、市内ｷﾘｽﾄ

教連絡会、片瀬修道院 

□ブランチ神父様挨拶 

 今日は、(聖霊降臨で)子ども達のハンドベルができたこと有難うございます。 

是非続けて下さい。今度はキリストの聖体か聖母の被昇天でしょう。 

また、久しぶりの聖歌良かったです、感謝します。今、夏休みを取るか悩んで

います。取るとすれば８月後半となるでしょう。司祭がいない時は、集会祭儀

をお願いします。 

□日程 

  １．６月 ５日(日) 10時ミサ後教会委員会 

  ２．６月 ９日(木) パスカーレ神父様追悼ミサ 10：00～ 

  ３．  〃    植栗神父様主催 サダナ 9:00～17:00 信徒会館２F 

  ４．６月 11日(土) 信徒・修道者・司祭が共に分かち合う交流会 

二俣川教会 

  ５．  〃    第５地区及び近隣地区福祉部交流会 藤沢教会 

  ６．６月 12日(日) 横浜教区典礼研修会 11：30～13:00 信徒会館１F 

  ７．６月 19日(日) ミニミニ福祉バザー（２回目）8:00ミサ後～12:00 

  ８．６月 25日(土) まりあ食堂総会(感謝のつどい)14：00～16：00 

信徒会館 

  ９．６月 26日(日) 中高大青会 10時ミサ後 

10．  〃    第５地区教会委員長連絡会 14：00～15:00大船教会 

  11．  〃    第５地区共同宣教司牧委員会 15：00～17:00大船教会 

□ 報告および連絡事項 

   １．下水道工事は５月 31日に完了。雨樋の排水も改良した。 

  ２．庭木の消毒、剪定 ６月２日～３日完了。（片瀬造園） 

  ３．６月２日 湘南なぎさ荘見学。18名。半数は片瀬教会に一度は来たとの 

こと。 

  ４．ウクライナ支援募金５月１日～29日分は、￥61,252。継続する。 

  ５．教会学校は 2022年カリス保険に加入した。 
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  ６．教会学校でハンドベルが足りないので購入した ￥6,500。 

□ 検討・決定事項 

１．コロナ感染対策をした上で教会内での飲食を認める。ヨセフ会も飲酒

を伴う会合を希望しているがＯＫとする。 

２．換気とマスク着用を徹底した上で、ミサの聖歌は 10 時のミサで入祭、

聖体拝領、閉祭を復活させる。 

３．長谷川路可「十字架の道行」 

１）保護板は、紙守から提案された低反射アクリル板とする。見積金額、

14枚で税込￥330,000。 

２）「十字架の道行」保護方法については、レプリカ作成含め検討する。 

４．「コミュニティの集い」については、各グループとも 

① 新しい交わりはおおいにあった 

② 活発に新しい交わりを作ろうとしていた 

③「コミュニティの集い」は今後広がっていく可能性はあると良好な

結果となっており、これを踏まえ、 

→① 「コミュニティの集い」は継続する。 

   （藤沢北部は既に自主的に集まることになった） 

→② コミュニティ毎の名簿はコミュニティ内で必要だが、使い方はコ

ミュニティ毎に違いがあり扱いをコミュニティに任せることにする。 

但し、取り扱いについては十分配慮すること。 

  ５．「夏の集い」 

    ①今年は開催する。但し、年間行事予定では、７月 16日になっていた 

が、聖母の被昇天(８月 15日(月))近くの８月 13日(土)か 14日(日)と

する。 

    理由：・計画立案に時間がほしい。 

・聖母の被昇天、平和旬間の終わりと祈る時期でもある。 

・８月の方が、コロナが治まっていることが期待できる。 

②参加対象は、信徒とその家族、友人とする。 

③実行委員会を立ち上げる。立ち上げ委員は、相澤純、藤本、池尾の 

３名とし、神父様と相談しながら７月の教会委員会までに叩き台を作

成する。 

  ６．親松さん支援方法は、６月５日より募金箱を設置したがまず６月中募 

金を継続し、集金度合いでその後どうするか７月の委員会で検討する。 

次回委員会開催 ７月３日 
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初めての「コミュニティの集い」を振り返って 

教会委員長  

 

 「やって良かったですね！皆喜んでいるでしょう。成功ですね」。コミュニティ

の集いが終わると神父様は会場から出てくる信徒の顔をご覧になりながらいつ

もこう言われていました。 

５月 21 日から３週にわたり、10 のコミュニティの集いが開かれました。平均

出席者数は 11.4人でしたが、この数字の良し悪しは重要ではないと思います。 

記録係の方々には各コミュニティの様子を書いてもらいました。どのコミュニ

ティも参加された方々には新しい交わりがありました。出席された方々は活発に

新しい交わりを作ろうとされて、「お顔とお名前が一致した」、「ミサでよくお見掛

けする方のお名前がわかった」、「家の近くにこんなに信徒さんがいるなんて」と

いった声がきかれました。また、出席されていない方々の安否や最近の様子等を

情報交換することもでき、大きな収穫があったと思います。 

集いでは何をするのか予め決めず、各集いにお任せしていましたが色々なこと

を話されたようです。信仰の道に入った経緯、趣味の世界、また教会に来られな

い方々のことも話題に上ったところもありました。 

私自身も各集いが終わると皆さんがニコニコして、知り合うことができた充実

感や安堵感がお顔にでているなあと感じました。全てのコミュニティで集いの輪

は広がっていくと感じられているようです。今後も継続してほしいという要望も

ありますが、藤沢北部では既に定期的に集まりましょうと決められました。 

６月の教会委員会でも継続して開くこと、コミュニティ内の名簿は各コミュニ

ティに使い方をお任せし最大限活用して信徒の輪を広げて頂くことを決めまし

た。今回参加されていない方はぜひ次回は参加下さい。 

また、課題もあります。一つは、教会に来られない方々とどう交わっていくか、

もう一つは、８時と 10 時のミサに固定している方々の交わりです。何か良い考

えがありましたら教えて下さい。信徒同士の交わりが深まり教会が一つにまとま

っていきますように。感謝のうちに。 
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可愛い洗礼式 

復活節第６主日のミサの中で、菊地ファミリーの４番目のお子さんヨハネスク

レメンス君が幼児洗礼を授けられました。お父様からその時の想いが寄せられま

した。 

菊地ヨハネスクレメンスの受洗を記念して 

ペテロ R.K. 

2022 年５月 22 日、菊地ヨハネスクレメンスはブランチフィールド神父様に洗

礼を授けていただきました。代父はヨハネスがとても懐いている A.T.さんにお願

いしました。 

私たち家族は、東京の初台教会から転入してきたばかりでしたが、片瀬教会の

皆様ははじめから大変温かく接してくださり、２歳の誕生日の直前に、無事にヨ

ハネスを教会共同体へと迎え入れることができました。 

ヨハネスは、新宿の聖母病院で生まれたのですが、お産のあと、臍の緒に二つ

の結び目(臍帯真結節)が見つかり、お医者さんが大変驚いていたそうです。私は

コロナ禍で立ち合いはできなかったのですが、妻はなんとなく危機を察し、出産

中、たいへんよく祈ったということです。そのためか、ヨハネスは、イエス様(の

絵や像)を見ると、「イェズス、アーメン」とよく言います。 

最近、上の二人の子を見ていて思うのですが、子どもたちが教会共同体の中で

生き生きとしている時ほど、父親として誇らしく思える時は、他にありません。 

初台教会にいた頃、ヨハネスが十字架に向かってお辞儀をしていたので、「将来

が楽しみだわ」と言われたことがあります。ヨハネスが兄姉にならって侍者とし

て奉仕するのを見るのが今からとても楽しみです。今後ともどうぞ成長をお見守

りください。 
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聖霊降臨の主日のミサ 

「聖霊来てください。信じる人の心を満たし、あなたの愛の火を燃やしてくだ

さい。アレルヤ」  

６月５日、聖霊降臨のミサが行われました。この日の 10時のミサでは、入祭・

聖体拝領・閉祭時に信徒全員で聖歌を歌いました。 

まだまだマスク着用の中ですが、コロナ自粛後の聖歌の復活とあって、105 名

の参列者が神妙な面持ちで斉唱をしました。 

 

ミサの開始前と後には、中高大青会、教会学校の皆さんによるハンドベルで「神

様といつもいっしょ」「空のとりは」が披露されました。 
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パスカーレ神父様の追悼ミサ 

パスカーレ神父様の命日である６月９日(木）、10時から追悼ミサが行われま

した。当日は 40名ほどの参列者が集まり、共にお祈りを捧げました。 

 

「信徒・修道者・司祭が共に信仰を分かち合う交流会」に参加して 

S.I. 

６月 22 日(土)午後に二俣川教会で、横浜教区共同宣教サポートチーム神奈川

主催の「信徒・修道者・司祭が共に信仰を分かち合う交流会」が開かれ、片瀬教

会からは、私とＴさんの２名が参加しました。 

テーマは「平和(シャローム)信仰者としてできること」で、「平和(シャローム）」

というのは、単に戦争や争いのない状態ではなく、元のヘブライ語の持つ意味は

“一つも欠けたところのない状態”のことで、旧約ではこの“シャローム”は神

のみが実現しうるものとして「神のシャローム」という言い方もされるそうです。 

交流会は、初めに全体会としてサポートチームから趣旨説明があり、６人ほど

のグループに分かれて夫々分かち合いを行いました。私のチームには溝の口、原

宿、山手、逗子、国府津の教会から来られた方々が集まり、「平和」についてウク

ライナの戦争のことから始まって人が敵対するのは何故？ お互いを受け入れ

るのが大切なんじゃない？とか話しが進み各教会のこと、一人一人の心の中まで

のことに話しが及んであっという間の分かち合いの時間でした。 
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最後に全体でミサを捧げ、平和の中に解散となりました。いつも感じるのです

が、このような会に参加した後は何かすがすがしい気分になります。これもお恵

みなのかと感謝の気持ちです。 

聖母マリアの両親 

７月 26 日は聖母マリアの両親、聖ヨアキムと聖ア

ンナの記念日です。と聞いて「おやっ？」「あれっ？」

と思った方はひょっとすると日頃から聖書に慣れ親

しんでいる方かも知れません。というのも聖書の中に

は聖母マリアの両親のことは一言も書かれていない

のです。では、どうして？ 実は聖ヨアキムと聖アン

ナのことについては、聖書外典の一つ「ヤコブ原福音

書」に書かれています。 

「マリアの誕生・ヤコブの啓示」「ヤコブの物語・神

の母聖マリアの誕生」「われらの主と聖母マリアの誕

生」などとも呼ばれ、構成は、マリアの誕生前からイ

エスの誕生後のことまで書かれています。原文はギリ

シャ語で紀元 150年から 180年頃に書かれたらしいです。 

聖書外典というのは、キリストに関する書ですが、聖霊の導きによって作られ

たと認められず聖書から外れている書物です。逆に言うと多くの人々がキリスト

に関することを何かしら書き遺そうとしたとも思えます。 

さて話しは戻って、ヨアキム(神の定め？という意)とアンナ(神の賜物という

意)はザカリアと同じく長らく子どもができなかったのに、祈りによってマリア

が生まれたということも真実かも知れません。 

これは、子どもは誰でも親の祈りによって得るべき神の恵みであるということ

を示唆しています。 

ヨアキムとアンナは、娘を信仰と愛のうちに育ててはいても、その娘が担うべ

き大きな使命については夢にも考えていなかったでしょう。知らず知らずのうち

に、神の最大の業に協力していたことは事実です。そしてその娘は、私たち人間

の中にあって最高のお方となられたのでした。このことは、世の全ての親に対し

て、両親の使命がいかに重要なものであるかを示しています。 

自分の子どもが、将来、他の人々に対してどのような立場に立ち、そのような

影響を及ぼすか、誰にもわからないことです。だからこそ、両親の教育と模範に

大きな責任があると言えましょう。 

(画像：レオナルド・ダ・ヴィンチ「聖アンナと聖母子」) 
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原城の聖マリア観音像 

       Y.O. 

教会前庭の聖母子像と、香部屋入り口の木彫りの額絵

の作者 親松英治さんが、40年以上かけてお一人で制作

された木彫りの聖マリア像が完成し、当教会のノルディ

ックウォーキングのお仲間８名で、みその台の工房に伺

いました。 

 聖園女学院の敷地内にある工房前には、新聞やタウン

誌で紹介されたこともあり、大勢の方が親松さんを囲み、

質問や写真撮りで入り口は塞がり状態でした。 

親松さんのマリア様は、どれも穏やかな観音様を思わ

せるお顔ですが、日本人の感性に合うように意識なさっ

ているそうです。 

10 メートル程の高さのマリア像は教会近くにお住ま

いの頃は、庭の松林の中の屋根のない作業台での制作で

した。みその台に移られ、とても作業し易くなったそうです。 

 マリア像制作のきっかけは、島原の乱による犠牲者を弔うものがない事への憤

りの気持ちからで、当事の主任司祭オーエンス神父様から、その想いを、ローマ

教皇へ手紙を出すよう応援してくださったことが大きな力になったとのこと。 

また、聖堂正面軒下の天使像のレリーフは、天草四郎の陣中旗を模したもので、

これも片瀬教会と自分との不思議な縁を感じると親松さんはおっしゃっていま

す。 

マリア様の膝の上で、しっかと手を合わせ祈る幼子イエス、その堂々とした姿

は天草四郎を連想させます。 

親松さんの深く厳しい信仰心と、優しいお人柄が結集されたこの像は、原城と

海を眼下に見下ろす丘の上で世界の平和を願い祈る姿-シンボル-となることで

しょう。 

 現地に移送されてからも３ヶ月程かけ、設置と彩色作業がある親松さんは、ま

だほっとする間がありません。いつか島原の地を訪れ、完成された姿を仰ぎ見た

いと思っています。その時には平和が訪れていますように・・・。 

 

 

◆ お知らせ ◆ 

◇親松英治氏作の「原城の聖母マリア観音」像の移送・設置費用の一部支援の募

金を行っています。聖堂内の募金箱にお願いします。 
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◇ウクライナ危機人道支援募金は５月１ヶ月間で 61,252 円集まりました。ご協

力ありがとうございました。引き続き、聖堂内に設置してある募金箱にお願い

致します。 

◇ケインズ神父様在任中にお世話をされていた聖母訪問会の桜井操シスターが

６月８日に帰天されました。 

 
 
 
 

 

✝️７月の典礼 ✝️ 

1日(金) 福者ペトロ岐部と 187 殉

教者 

22日(金) 聖マリア(マグダラ) 

3日(日) 年間第 14 主日 24日(日) 年間第 17 主日 

10日(日) 年間第 15 主日 25日(月) 聖ヤコブ使徒 

11日(月) 聖ベネディクト修道院長 26日(火) 聖マリアの両親 聖ヨア

キムと聖アンナ 

15日(金) 聖ボナベントゥラ司教教

会博士 

29日(金) 聖マルタ聖マリア聖ラ

ザロ 

17日(日) 年間第 16 主日 31日(日) 年間第 18 主日 
 

●７月３日(日) 教会委員会 11:30～ 

●７月 31日(日) 第５地区共同宣教司牧委員会「祈りの部門」 片瀬教会 

●６月より 10時ミサの聖歌が復活しました。当面は入祭、聖体拝領、閉祭を 

歌います。 
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