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２０２３年２月  

 

 
           

 

                         

 
復活祭までの心がまえ 

 

ブランチフィールド神父  

 
１月２５日水曜日、聖ポーロの回心の祝い。新年を迎えてから早くも１ヶ月が

過ぎました。今年の復活祭は意外と早い「４月９日」ですので、灰の水曜日「２

月２２日」は、もうまもなくです。 

 四旬節中エルサレムに向かって旅するイエス様と一緒に、その旅の様々な場面

を考えながら行きたいと思います。 

 「悔い改めよ。天の国は近づいた。」と主は言われたので、日頃の生き方と心の

持ち方の見直しが求められています。回心とは、過去の罪を悔やむことだけでな

く、心を入れ替えて兄弟姉妹と関わって積極的に神の国の実現の為に働くことで

す。 

 「天の国」とは天国だけではない。それよりも私たちが神の支配の下に、その

価値観に合わせながら生きることです。その価値観とは、感謝の心を持って兄弟

愛のうちに生きること、正義、平和、全ての人に対する尊重。 

 国と国の対立が悪化して、貧富の差が日増しに広がって、月面までの旅を考え

る時代になったと同時に、飢饉のうちに飢え死にする人々が大勢・・・・・神の

国の実現は未だ遠いでしょう。 

 四旬節中「３月１２日」に植栗神父様が来られて、私たちの心の反省を手伝っ

てくださると思います。 

 それから「４月２日」は枝の主日で、聖週間を通してイエス様と最後まで共に

します。 

 聖土曜日/復活徹夜祭に洗礼を受ける人のために祈りましょう。そして、今年の

復活祭を心の目標にする私たちがお互いのために祈りましょ

う。 
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2023 年 2 月度 教会委員会報告 

開催日時：2023年 1月 15日(日)午前 11時 30分～13時 00分 

出席者 ：ブランチ神父、委員長、副委員長、新副委員長、会計監査、典礼、総

務、福祉、新総務、宣教司牧、財務、新広報、ヨゼフ会、マドンナ会、

一粒会、新市キ連、片瀬修道院 

 

□ブランチ神父様挨拶 

   新しい年を迎えたところで新しい雰囲気で動くというのは当然のことで 

しょう。私は復活祭までの目標を立てていきたいです。それには皆さんの協 

力が必要です。新しい委員にはよろしくお願いします。優先することは、共 

同体作りです、コミュニティ作りが大事です。互いに知り合い、興味を持つ 

ことが大切です。個人だけだと共同体にならないです。また子ども達のこと 

も考えています。将来、親の集まりがほしいです。子ども達のために何を望 

んでいるか知りたいです。 

 

□ 日程 

 1月 18～25日  キリスト教一致週間 

1月 21日(土） キリスト者一致のための合同祈祷会  

藤沢聖マルコ教会 14：00～15：30 ZOOM配信あり。 

２月 19日(日） 3月度教会委員会(10時ミサ後)  ミニ福祉バザー 

２月 26日(日） 信徒大会（10時ミサ後） 

 

□ 報告および連絡事項 

１．次期教会委員会のメンバーは下記のようになった 

委員長 

(正)I 

(副)F、 

M 

典礼 I 宣教司牧 N 

福祉 K 総務 I 財務 T 

会計監査 A 広報  教会学校 M 

中高大青会 M 一粒会 N 聖歌隊 I 

市内キリスト教連絡会 T     

 １）マドンナ、ヨセフ会長はペンディング（統合を視野に入れているため） 

 ２）コミュニティの連絡係は、当面現在の方々にお願いする。 

 ３）教会連絡網は、現在、委員長からマドンナ会長、ヨセフ会長へ伝えられ

その後信徒へ連絡が行く流れとなっていたが、今後もその流れを維持す

る。 

 

２．主日の片瀬修道院のミサは、土曜日 16：00に変更された。 

 

３．２月４日(土)清泉の学生さん 30名程見学に来られる。宣教司牧で対応する。 
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４．財務より、費用発生の時は司祭に事前に了解をとり財務に連絡する。特に新

しい委員の方々には徹底をお願いする。 

 

□ 検討・決定事項 

１．2023 年のテーマは昨年からの継続で「信徒の交わりを広め、深めよう」

とする。重点的な活動として  

1）コミュニティの集いの活発化 

       ２）教会組織の見直し（マドンナ・ヨセフ会の統合等） 

       ３）行事内容の見直し（バザー等） 

  上記、見直しについては、広く信徒の意見も聞くようにする。そのため

アンケート等を検討。 

 

２．2022年度の活動振り返り、2023年年間予定（いずれも別紙）を確認した。

信徒大会資料とする。 

 

３．第 41回横浜教区典礼研修会が Youtube配信で２月 11日から行われる。 

（別紙資料）    テーマは「ミサをみつめなおそう」  

  出来るだけ多くの信徒に見てもらう。DVDも用意されるので申込をし、 

「新しいミサ式次第」の準備を行った時のように信徒会館で見られるよう

にする。また、コミュニティの集いで見てもらい、その後分かち合いをす

る等、工夫をする。 

 

  ４．日本カトリック司教団からの呼び掛けで在留特別許可嘆願署名キャンペ

ーンが行われており、ネットでの署名の依頼が着ている（別紙資料）。賛

同する人は署名願う。また、呼びかけについては掲示板に張り出す。 

 

  ５．教会委員会を土曜日にしてほしいという意見が出たが、反対多数で否決

された。 

 

  ６．転入者の紹介をミサで司祭からしてもらうようにした。新しい仲間をし 

ることは大事である。紹介してもらい人がいたら司祭に知らせる。紹介の 

時にはどこのコミュニティに属するかを紹介する。 

 

  ７．長谷川路可の掛軸を美術館に寄贈するかは、寄贈せず我々の宝として大 

事に扱うことにした。但し、このような重要な案件は委員だけでは決めら 

れなく、信徒全体の意見を聞く必要があるとの意見が出た。 

 

  ８．コミュニティの連絡等で使用するホワイトボードの設置は、信徒の目に 

付きやすい場所が望まれるが、聖堂入口の固定設置はふさわしくないと 

の意見があり、可動式のボードにすることも検討する。 

 

次回委員会開催 ２月 19日 
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新しい教会委員が決まりました 

教会委員長 S.I. 

２月度教会委員会報告にもありますが、新しい委員会メンバーが決まりました

のでご紹介します。まず、委員長は池尾が継続します、よろしくお願いします。 

副委員長は、新任で F さんと M さんの 2 名となります。典礼は、I さん（継続）、

宣教司牧は B.N.さん（新任）、福祉は K さん（新任）、総務は A さん（新任）、財

務は Tさん（継続）、会計監査は Aさん（継続）、広報は Kさん（新任）、教会学校

は Mさん（継続）、中高大青会は Mさん（継続）、一粒会は Nさん（継続）、市内キ

リスト教連絡会は Tさん（新任）、聖歌隊は Iが兼任します。 

皆様、どうぞよろしくお願いします。本メンバーは 2 月 26 日予定の信徒大会で

も紹介します。なお、マドンナ会とヨセフ会は従来報告していますように統合を

模索していますので、あえて会長は決めていません。今後信徒皆様のご意見を伺

い、統合するか従来のままにするか決めたいと思います。 

また、この度教会委員会から退任なされた、副委員長 Y.O.さん、総務 K.Y.さん、

宣教司牧 T.S.さん、広報 K.T.さんは本当にご苦労様でした。皆様のご尽力に感

謝いたします。 

さて、新委員の中には、割と最近信者になられた方や、今まで委員を経験したこ

とのない方が数名いらっしゃいます。今までと違った視点で教会を考えていけれ

ばと思っています。私たちの教会がさらに良くなっていくようお祈り下さい。 

これはあくまで委員長たちが分かち合った話の内容です。 

皆さんはどう思われるでしょう 

 

 

 

 

 
２０２３年１月１日 

新年のミサ  神の母聖マリア  
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成人式 おめでとうございます！！ 

2023年 1月８日、主日のミサの中で、新成人３名の信徒がブランチ神父様より

成人の祝福を授けられました。「心身共に健康に恵まれて大人になったことが、人

生の道に於いて励みになる。神の祝福がありますように」と言葉を掛けられまし

た。 

 ミサ後には、ご家族も交えて信徒会館にてささやかなお祝いの場が設けられま

した。成人式にふさわしく外は快晴、青年の方々から率直な意見や提案が聞けて、

若さあふれる有意義な時間となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 新成人の方々 

ペトロ  S.K. 

カタリナ H.K。 

マリア フランシスカ K.Y. 
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感謝の気持ち 

マリア・カタリナ S.K. 

 1月 8日の御ミサで成人の祝福をいただき、感謝の気

持ちでいっぱいです。私は 8 か月の時、片瀬教会のク

リスマスで幼児洗礼を授かましたので、それからちょ

うど 20年経ったことになります。幼稚園の時から教会

学校にもお世話になり、たくさんの思い出があります。

江の島にカニ釣りの遠足へ行ったり、運動会をやった

りしたこともありました。私は競泳をやっていたので、

週末は大会で教会に行けないこともありましたが、お

休みしてもいつもここの教会では皆様にお声かけいただき、迎えていただいてい

ました。そして、今回もコロナ禍で教会が遠のき、そのまま千葉の方の大学に進

学して一人暮らしをしているため、こちらには住んでおりません。しかし 2年ぶ

りに伺った成人式ではたくさんの方に迎え入れていただき、お祝いのお言葉をい

ただき、心から感謝するばかりです。本当にありがとうございました。 

 今大学では健康スポーツを学んでいます。高齢化社会の現在、高齢になっても

皆が健康でイキイキと生きていかれるよう、私にできることを模索しています。

皆様の健康をお祈りしつつ、私自身は今後も勉学に励みながら、この教会で学ん

だ「感謝する気持ち」を忘れずに頑張っていきます。 
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✝️ ２月の典礼 ✝️ 

２日(木) 主の奉献 12日(日) 年間第 6主日 

 ３日(金) 福者ユスト高山右近殉

教者 

14日(火) 聖チリロ隠世修道者 

聖メトジオ司教 

 ５日(日) 年間第 5主日 19日(日) 年間第７主日 

６日(月) 聖アガタおとめ殉教者 22日(水) 灰の水曜日(四旬節) 

(大斎･小斎) 

10日(金) 聖スコラスチカおとめ 26日(日) 四旬節第 1 主日 

 

昨日、ブランチ神父が「聖体拝領する時は、事前にマスクを顎まで下げ

て、拝領したらすぐ口に入れて下さい。そうすることが拝領にふさわし

い。」とおっしゃっていました。この時、以前ある司祭（東京大司教区）か

ら聞いた話が頭に浮かんだので紹介します。 

私たちは聖体拝領する時、司祭「キリストの御からだ。」、拝領者「アー

メン。」というやり取りをしますが、これを皆さんはどう意識しているでし

ょうか。その司祭の話しでは、「キリストの御からだ。」は単に聖体を示し

ているのではなく、「これは、キリストの御からだですね？」と拝領者に問

いかけているのです。だから、拝領者は、「アーメン。(その通りです）」と

返答して拝領することになります。 

この司祭は「アーメン。」が聞こえないと「アーメンは？」と言って確認

してから授けていました。習慣になっているミサの所作の意味をもう一度

見直していくことが大切だと思いました。 

 

キリストの御からだ 
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ミサの予定 

●1月 29日（日） 第 5地区「祈る力を育てる部門」14：00片瀬教会 

●2月 19日（日） 教会委員会（10時ミサ後） ミニ福祉バザー 

●2月 26日（日） 信徒大会（10時ミサ後） 

 

◆ お知らせ ◆ 

◇2月 26日（日）10時のミサ後に信徒が一堂に会する信徒大会が行われます。

一年間の共同体の活動を確認し合う機会ですので是非ご出席ください。 

 

◇毎週金曜日のミサを継続しております。9：30より是非ご参加ください。 

 

◇ミニ福祉バザーを、第３日曜日 10時のミサの後開催しております。 

 

◇「耳で聞くからし種」が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。 

◇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。 

◇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。 

 

 
 
 

 

 

２０２３年２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 
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