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２０２１年２月 

 
           

 

                         

 

 

私たち全員ひとり残らず役割を果たす 

チャレンジの年 ２０２１年  
  

        

新しい年がどんな年になるのか、誰にも分からない年明けと

なりました。でも、分からないからこそ、様々なことにチャン

レンジしながら前向きに生きましょう。  

 フランシスコ教皇様は、元旦に短いメッセージを出されま

した。「幸せとは、嵐が全くない空、事故が決して起こらない

道路、失望することが一切ない人間関係を実現することではあ

りません。幸せとは、『自分が、間違っていました』とはっき

りいえる成熟さ、『ごめんなさい』といえる勇気、『あなたが

必要です』といえる感性をしっかりと身に着けることです」。「だから決して諦

めないでください。あなたを愛してくれているひとを、見捨てないでください。

私たちの人生は、想像を超える素晴らしいショーになります。だから、幸せにな

ることを絶対に諦めないでください。新年、おめでとうございます」。  

 昨年の暮れ、私はある衝撃的な写真を目にしました。小さな橋の上で、大勢の

ひとが立ち往生しています。タイトルは、「EXODUS」、「脱出」でした。嘗て裕

福だった南米の産油国ベネズエラ。今この国は、２０万パーセントという異常な

インフレを起こし、人口の半分以上が飢え、６００万人を超える難民が隣国に流

出しています。写っていた橋は、ベネズエラとコロンビアの国境にかかる橋でし

た。  

 写真を見た翌日、ペルー人の友人米山リディアと雑談していると、突然、ベネ

ズエラの難民の話題が飛び出しました。ペルーの首都リマに住む妹のエレナが、

７人のベネズエラ難民を家で受け入れているというのです。ペルー政府は、難民

を受け入れたものの、予算不足から難民に労働許可を取得させ就労を勧めていま

す。しかし、労働許可の取得には、ひとり５００ソル（約１５，０００円）必要

 

厚木教会協力司祭  山口 道孝  
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です。これは、難民に取って大きなお金なのです。別れ際、リディアがいいまし

た。「明日、横浜に送金に行ってくる。私もコロナ禍で余裕がないけど、ひとり

くらい難民を助けないと」。その言葉に、私は衝撃を受け、財布の中身の全てを

彼女に託しました。すると、彼女の目から涙がこぼれました。  

  数日後、「私の名前は、アレクサンドラ、２５歳」というメールが入りました。

「ご支援ありがとう。私たちは、食料も防寒具もないまま７日間バスを乗り継ぎ、

コロンビアとエクアドルの山岳地帯を越えてペルーにやって来ました。物価が高

騰し、ベネズエラでは一般人が食べ物や薬を買う

ことができません。治安も悪化し、２０分にひと

り誰かが殺されています」。  

 教皇様が、回勅ラウダート・シの中でいって

おられます。「今、私たちに必要なことは、回心

です。被造物と私たちがバランスよく調和するた

めに、『言動と行動』、『祈りと行い』、『神と

自分』との間のバランスを取らなければなりませ

ん」。  

 世界のどこかで必死に生きているひとを、ひ

とりも置き去りにしない。そんな地球になってい

くために、私たち全員がチャレンジに応えていく

２０２１年でありますように。  

 

 

 

 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊2021 年 2 月の典礼＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

2日(火) 主の奉献 14日(日) 年間第 6主日 

 3日(水) 福者ユスト高山右近殉

教者 

17日(水) 灰の水曜日 

(四旬節)(大斎・小斎) 

 5日(金) 日本 26聖人殉教者 21日(日) 四旬節第 1主日 

6日(土) 聖アガタおとめ殉教者 22日(月) 聖ペトロの使徒座 

7日(日) 年間第 5 主日 28日(日) 四旬節第 2主日 

10日(木) 聖スコラスチカおとめ   

 

窓越しに、日系ペルー人に食料を渡した後、 

祝福を与える山口神父 
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2021 年 1 月度 教会委員会報告 

日時：2021年 1月 17 日（日）11：20～13：45 
出席者：芹沢司祭、委員長、副委員長、総務、福祉、財務、典)、宣教司牧、 

冠婚葬祭、教会学校、中高大青会、マドンナ会、市内キリスト教連絡会、 

一粒会、広報、会計監査、片瀬修道院、 

 

□ 芹沢神父様より 

・緊急事態宣言が出て教区の会議は軒並み中止となりました。司祭の会も 1月

なくなり、2月は元々ないので、当分会えません。宗教法人としての顧問会

は開かれますが秋の教区懇談会もなくなり、今年前半の教区のことは開催が

難しいです。ただ、今年は 2 人司祭叙階予定で去年は叙階式が延期になりま

したが、今年はやれるならばやってしまおうと 3月、4月の予定です。皆で

お祝いできないのが残念ですが。また助祭叙階が 1人予定されています。コ

ロナの状態でも人に関わることは通常の形でできなくともしていかなければ

存在が無くなってしまいます。今日のお知らせにもあるような食糧援助につ

いても後回しにはできないです。人を大切にすることは縮小してでも行うこ

とで消えてしまってはいけません。 

・洗礼の準備は昨年予定者、今年の予定者がいて、今年は復活徹夜祭に行いま

す。最悪関係者だけの出席でも行いたいと思います。 

・堅信式も 2～3か月経たないと分かりませんが、受堅者だけでも予定通り 

(6月 20日)行うつもりです。 

 

□ 1月以降の日程確認 

  １．主日ミサについて 

１）緊急事態宣言発令されたが、主日ミサは地区別で継続する。 

    ２）但し、全信徒に対するミサ出席義務免除が行われているので、コロ

ナ感染予防のため教会へ来なくても問題はない。ミサの当番を依頼

されても辞退できる。 

    ３）ミサに関する奉仕を委員だけでなく、広くミサに来た信徒が協力す

べきである。例えばミサ前の検温、受付は、現在ほとんど総務だけ

で行っている。教会として望ましい状況とはいえない。また、聖堂

の消毒もミサ後、参列した信徒が行えないか検討する。 

    ４）ミサ受付で行う連絡先記入は用紙を持ち帰り、予め自宅で記入して

持参してもらうようにする。 

    ５）近隣社会に教会では感染防止対策を行ってミサをやっている旨の掲

示を行い、集会を行っていることへの批判が起きない様にする。 

  ２．2月 17日の「灰の水曜日」のミサ時間は、10：00。 

  ３．今年の黙想会は行わない。 

   

４．四旬節中の「赦しの秘跡」については、個々に司祭に事前に申し込み。 

合同では行わない。 
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2021 年 信徒大会中止について 

                                            

毎年 2月に行われます信徒大会ですが、1月度教会委員会にて今年はコロナウ

ィルス感染防止の観点から開催しないことを決めました。 

代わりに下記の要領にて信徒の皆様に情報を発信させて頂きます。 

１．2月第 1週までに従来の信徒大会に準ずる資料を各信徒連絡棚に入れる。 

２．3月初旬迄（資料配布から地区別ミサ一巡する期間）に信徒からの 

意見・質問を吸い上げる（投書箱の設置を予定） 

３．3月末に信徒の意見・質問を委員会でまとめ、結果をお知らせする。 

以上の要領で行いますので、ご協力よろしくお願いします。 

                       教会委員長 池尾 

 

  ５．3月 19日(金)は聖ヨセフの祝日。今年は聖ヨセフ年である。3月の主日 

のミサ共同祈願で聖ヨセフへ祈りをする。 

 

□ 報告および連絡事項 

１．昨年のクリスマス献金は、221,422円だった。送り先は 1月 18日の福祉

部会で決める。 

 

□ 検討・討議事項 

１．信徒大会について 

 １）今年は開かず、資料（教会委員会メンバー表、2020年振り返り、2021

年行事予定等）を各信徒連絡棚に入れ（1月末予定）、信徒からの意見・

質問の吸い上げ（3 月初旬迄予定）、を行い、内容を委員会でまとめ、

その結果をお知らせ（3月末予定）する 

２）財務資料については、別途ミサ時に手渡しとする。 

 

 ・次回教会委員会は、２月 7日（日）10 時ミサ後開催。 
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緊急事態宣言下ミサ継続について       教会委員長 

目下新型コロナウィルスに対する緊急事態宣言が発令されています。1月 17日の

教会委員会において主日ミサを中止すべきか議論が行われました。継続と中止の

意見がほぼ半々で長い時間討論がおこなわれましたが、途中挙手による意見を確

認したところ、中止意見が若干多かったです。但し、ここで３つポイントがあり

ます。 

1．教会には司牧という目的がある 

単純に多数決とすれば「中止」となりますが、まず芹沢神父様の考え方も「細

くても継続することが大事」ということ。 

2．前回非常事態宣言時とは状況が違う 

この一年、私たちはコロナに対応していくことを学んできました。当初は、

マスクやアルコール消毒液の不足等があって混乱し対応方法が分からず苦慮

しましたが、現在、ミサ前の検温、手のアルコール消毒、マスク着用、聖堂

内間隔を取った着席、聖歌を歌わない、緊急時連絡先確認を行っています。 

3．全信徒に対するミサ出席義務免除が行われている 

日本カトリック司牧協議会から出されていますが、ミサ出席義務免除が継続

しているので、健康上の心配から教会へ来るのを敬遠されても問題はありま

せん。 

 以上の点から、委員会でもミサ継続を望む声がある以上継続とした次第です。 

ここでお願いですが、委員の中にもミサ参列を控えたいという方がおられます。

しかし今までミサ前後の準備、後片付けはほとんど委員がやっていました。委員

だけがするのは無理があります。これからは、ミサ参列者が協力しあって行って

いくことにします。ミサは神への奉仕なので、そのミサを成立させるのは参列者

全員の責務です。特にミサ後の清掃消毒は全員で行いたいと思います。また、事

前に自宅にて行って頂きたいのは検温（家を出る前の発熱確認）、連絡先記入（受

付での密を避ける）です。 

神奈川県は濃厚接触者の追跡を行わない様にしました。心配なのはミサに感染

者がいたとしても保健所からの教会への連絡が来ないだろうということです。も

し、感染が分かった場合は、教会委員長や委員に連絡をしてください。 

よろしくお願い致します。 
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神学院辞退にあたって            

 

《ご本人からのお申し出で、ごの文は非公開に致しました》 

 

                              

2021 年元旦のミサ   

 
 

成人式 おめでとうございます！ 

1月 10日 山口神父様司式の下、2021年成人を迎えられた方のお祝いがありま

した。折しも新型コロナ感染拡大防止の為、1月 7日より 1ヶ月間の緊急事態宣

言が発令され、参加した新成人は 1名でした。 

 

    

 

 

1月 1日 神の母聖マリアと世界平和の日

コロナ禍の為、毎週地区別のミサとなっ

ておりましたが初めて区分けなしのミサ

で新年をスタートしました。 

 
 

2021年 新成人の信徒の方々 

フィリポネリ Y.H.      マルガリタ K.W.          

マリア・クリスティーナ T.M. マリア テレジア M.R. 

 

わたしはあなたがたのために立てている計画をよく知っているか

らだ。──【主】の御告げ──それはわざわいではなくて、平安

を与える計画であり、あなたがたに将来と希望を与えるためのも

のだ。 エレミヤ 29：11～14 
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山口神父より按手 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

このような状況の中で、私たち新成人のために

様々な形のお祝いを考えて頂き、神父様をはじめ片

瀬教会の皆様に大変感謝致します。自粛のため 1人

で過ごす時間が多い中、自分について考える時間が

多くなり、自身がいかに周囲の皆様に支えられて過

ごしてきたかを改めて実感する機会となりました。 

家族や友人はもちろん、幼少の頃からお世話にな

っている片瀬教会の皆様や先生方地域の方などこの

20年間支えてくださった皆様への感謝と、他者の気

持ちに寄り添い支えることのできる社会人になりた

いと改めて思うきっかけとなり、私にとってこの自粛の期間は決してマイナス

に働いていただけではないと考えております。この度はこのような機会を頂

き、ありがとうございました。                                                             

   

両親を含めたくさんの方の助けを借り、心身ともに健康
で成人になることができました。ありがとうございます。  

これからは自らの行動に責任を持ち、今までお世話にな
った人たちに恩返ししていきます。 

フィリポネリ Y.U.   
 

 

マルガリタ K.Y. 
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2月 17日は灰の水曜日。いよいよ四旬節に入ります。と

ころで「灰の水曜日」とか「四旬節」って毎年やってい

るけど何だろうと思うことありませんか。 

Q1. 灰の水曜日とは？ 

灰の水曜日は復活祭の 46日前にあって、四旬節の第 1 日目です。前年の枝の主

日に使用された枝を焼いて灰をつくり、ミサで司式者が信者の額に灰の十字を

記すか頭に灰をかけます。この日は人生や死について考え、痛悔、回心が最も

必要であると思い起します。額に灰を受けるのは、人間は神によって創られた

塵にすぎないことを自覚させ、謙虚に生きることを教えるためです。 

Q2. 灰の水曜日は、大斎・小斎を守るとなっていますがこれは何？ 

 大斎・小斎とは断食のことです。ただし、現在では完全に食事を断つというよ

りも十分な食事をひかえると考えられています。 

  大斎とは、1 日に 1 回だけの十分な食事とそのほかに朝ともう１回わずかな

食事をとることができ、満 18歳以上、満 60 歳未満の信者が守ります。 

 小斎とは肉類を食べないことですが、各自の判断で償いの形式、とくに愛徳の

わざ、信心業、節制のわざの実行をもって代えることができ、満 14 歳以上の信

者が守ります。 

 （大斎も小斎も、病気や妊娠などの理由がある人は免除されます。） 

Q3. 四旬節とは？ 

 古くから復活祭に洗礼を受ける志願者の直前の準備期間と考えられてきまし

たが、すでに洗礼を受けた信者もこの期間を通して節制と回心につとめ、自分
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

の生活を振り返ります
、、、、、、、、、、

。なので、この時期に黙想会や赦しの秘跡（共同回心式

等）を行うのです。四旬節は「40日間」という意味です。40という数字は、イ

エスが荒れ野で 40日間断食をしたことに由来していて、それにならって 40日

の断食という習慣が生まれました。けれども実際には灰の水曜日は復活祭の 46

日前です。それは、主日（日曜日）は断食をしない習慣だったからです。 

 

★次回は、枝の主日、聖週間、復活徹夜祭、復活祭について 

 

 

 

今さら聞けない 教会の基本  
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献金先団体名 団体説明・内容 

聖母訪問会メハラ修道院 東チモールでの教育及び社会援助活動 

麦の会 被拘禁者(受刑者)更生支援ネットワーク 

NPO 法人聖地のこどもを支える会 紛争の続く聖地での平和実現の為、若い人材を

育てる活動 

NPO 法人サンワークかぐや 知的・精神的障碍者の支援所 

エスナック教育里親グループ アジアとアフリカのこども達に教育を送る会 

NPO ノア 知的・精神的障碍者を家族として迎え生活を共

にしている団体 

シャロームの会 障碍を持つ方の作業所及びグループホームケン

ズ神父が私費で設立時援助 

カトリック船橋学習センターガリ

ラヤ 

学識経験者カトリック司祭による講座・講演会

などの開催(ミラノ会) 

CTVC(カトリック東京ボランティア

センター) 
被災地支援(片瀬信徒がボラパックに参加) 

あかつきの村 群馬県前橋市にあるベトナム難民施設 

JLMM（日本カトリック信徒宣教者

会) 

カンボジアへの活動(福島県松木町教会出身者

召命） 

アルぺ難民センター 鎌倉十二所のイエズス会黙想の家を使っている

難民収容施設 

AFMAT 山口神父が副理事をしている東ティモール支援

団体 

ペシャワール会 故中村哲医師の活動を支援する目的の団体 

社会福祉法人「創」 藤沢市の重複障碍者の為の作業所及びグループ

ホーム 

知恵の雫 

 
信仰は知性の中に宿ると一般に思われていたが・・・ 

実際のところ信仰は想像力の中に宿ると 

言った方がいいかもしれない。 

グレゴリー・バウム 

 

２０２０年度 クリスマス献金送り先   福祉部作成(２０２１・１） 

2020年度のクリスマス献金合計は ￥221,422 

㊟クリスマス献金合計との差額 1,422 円は教会へ献金 

♥皆様の温かいお気持ちが 15 団体に届きます 
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（四十二） 

 

キリシタン狩りと、離島に隠れひそんだキリシタン 

宣教師たちが処刑・追放された後、取り締まりの

重点対象は一般信徒に移ってゆきました。とくに島

原の乱以降、幕府は互助組織を支えに潜伏するキリ

シ 

タンたちの根絶を目指し、「五人組」「檀那（だんな）

寺」「宗門改め」「宗門人別帳」「踏み絵」など、監

視のための諸制度を次々と整備してゆきます。 

 その過程で、複数の地域で「崩れ」とよばれる、

潜伏キリシタンの一斉検挙が発生しました。最初に

起きたのは「郡（こおり）崩れ」とよばれる事件で

した。 

 1657 年、肥前大村藩の郡村に天草四郎の生まれ

変わりと言われる神童が現れ、このことが長崎奉行

の耳に入ると、郡村を中心に 608 人のキリシタンが摘発されました。うち 99 人

は無関係もしくは棄教したとして赦免されたものの、411人が斬首、78人が獄中

で病死、20人が終身刑となりました。役人は復活の可能性を断つためとして、殉

教者の遺体の胴と首を別々に葬ったといいます。 

 1660年以降、肥後高田の集団摘発を皮切りに、1682年頃まで臼杵（うすき）や

岡、府内など、豊後各地で集団摘発が続き、こちらは「豊後崩れ」とよばれまし 

た。1661年以降、尾張や美濃でも「崩れ」が発生しています。こうしてキリシタ

ン弾圧が制度的にも完成した 18世紀末になってから、大村藩外海（そとめ）の潜

伏キリシタンが次々と海を渡って五島列島に移住するということが起きました。

かれらは無人の入り江や小島を開拓し、貧しく厳しい生活を強いられる代わりに、

迫害の手をのがれて、あるていど自由に信仰生活を送ることができました。潜伏 

キリシタン関連のユネスコ世界遺産をいくつも持つ、五島列島の豊かなキリスト

教の伝統は、こうして築かれたのでした。 

 

 

 

 

【結城了悟師による同名の著書をベースに構成】 
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●緊急事態宣言発令でのミサ対応 

 1 月８日から 2 月 7 日迄東京・神奈川・埼玉・千葉に緊急事態宣言が出されて

いますが、片瀬教会としては主日ミサを従来通り地区別で継続します。 

 但し、全ての信徒に対するミサ出席義務免除が出されており、コロナ感染予防

のため教会に来られなくても問題はありません。特に持病のある方、体調不良の

方は無理をなさらないでください。 

 

◇2月・3 月 主日ミサ予定 

   

 

 

 

 

●2月 17日「灰の水曜日」は、午前 10時からミサを行います。 

 

●今年は四旬節中の黙想会は行いません。 

 

●四旬節中に「赦しの秘跡」を受けたい方は、個別に司祭へ事前にお願い 

してください。 

 

◇“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 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 
TEL.０４６６－２２－４６４６  FAX.０４６６－２５－７９０９ 

https://www.catholickatasechurch.com  
 

 

2 月 7日 腰越・七里ガ浜・他  

14日 片瀬海岸・鵠沼・他 

  21日 片瀬・片瀬山・目白山・他 

  28日 津・津西・西鎌倉・他 

 

3 月 7日 腰越・七里ガ浜・他  

    14 日 片瀬海岸・鵠沼・他 

    21 日 片瀬・片瀬山・目白山・他 

     28日 津・津西・西鎌倉・他 

 

 

お知らせ 

https://www.catholickatasechurch.com/

