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２０２０年洗礼式 

                        教会委員長 池尾昇治 

  

今回受洗された方々、誠におめでとうございます！ 

 今年が新型コロナウィルスによりこれほど異常な年になるとは一体誰が想像で

きたでしょうか。 

教会も２月１６日の信徒大会はやったものの、その後、世の中が感染拡大で不穏

になり、３月１日の藤沢教会での横浜教区合同入信志願式が中止、以後立て続けに

四旬節の準備から復活節までミサ・典礼、聖書講座、教会学校等、何も活動ができ

ない状況に追い込まれました。さらに教会活動が休止になった最中、パスカーレ神

父様が病気という知らせを受け、大ショック！コロナ感染ではなかったものの司

牧は続けられる状態ではないとのことで教会を離れていかれました。これから

我々はどうなるのか、集会祭儀でしのいでいかなきゃならないのかと心配で祈り

ましたが、藤沢教会の芹沢神父様が管理者となってきて頂き胸をなでおろすこと

ができました。 

６月になって主日ミサだけは地区別で再開するようになり、入信志願の方々を

何とか迎え入れたいとのことで、やっと７月５日（日）１０時のミサで洗礼式およ

び堅信式が芹沢神父様司式のもとに執り行われ、４名の方々が受洗されました。本

来洗礼式は４月１１日の復活徹夜祭に行わる予定でしたが、いつ受洗できるだろ

うと不安な日々を送られてきたと思います。式が無事終了した後の皆様の安堵の

笑顔が忘れられません。本来ならば信徒一同挙げてお祝いをするところ、片瀬・片

瀬山・目白山の方々のみの参列となりましたが、以下に今回受洗された方々一人ひ

とりから頂いたメッセージを掲載しました。私たちの新しい仲間、家族として温か

く迎え入れていこうではありませんか。コロナ禍が治まり、私たちが一つになって

集まれる日が早くやってきますように。 

また、今回の状況で受洗を延期された方々もいらっしゃいます。無念さや不安を

抱えていらっしゃるでしょう。近い将来受洗できますよう励まし、お祈りいたしま
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しょう。 

 

 

祈りのうちに             マリア・アグネス N.H. 

 

幼いころ見た「大草原の小さな家」で、“日曜日に馬車に乗って、家族皆で教会

に行く”シーンに感動し、心に刻まれておりました。 

時を経て、夫の乗る車いすを押して散歩する中、片瀬教会と出会い、夫と一緒に

毎週、毎日のように教会に通いました。祈りに包まれた片瀬教会のお御堂に伺い、

御ミサに与り、神父様や教会の皆様とお目にかかれます事は、夫と私にとりまし

て、何よりの心の慰めとなりました。  

地上での時間が短いとわかってから、神父様にお願いし、夫は先に洗礼を授か

り、天に召されるまで、最初から最期までずっとパスカーレ神父様と片瀬教会の皆

様に言い尽くせぬお世話になり、生涯忘れられぬ御恩を頂きました。「パスカーレ

神父様の祈られる祈りが叶いますように」大きい声はもう出せなくなった夫は、マ

リア様の像の前で、いつも聞こえない位の声でそう祈っておりました。 

STAY HOME…久しぶりの教会、時の流れの中にあって、今はパスカーレ神父

様の御回復をただ心からお祈り致したく存じます。 

この度、初聖体を頂戴し、突然昔からの出来事が走馬灯のようによぎり、涙が溢

れ仕方ありませんでしたが、不思議にもその後は、平安に包まれ、心穏やかな気持

ちが致しました。 

片瀬教会の皆様のお仲間に加えて頂きました事を、深く感謝申し上げます。 

毎週日曜日に教会に伺う事はまだ叶いませんけれども、芹沢神父様のもと、片瀬

教会の皆様、どうぞこれからも宜しく御指導下さいますよう、お願い申し上げま

す。 

 

 

受洗のきっかけ                   トマス A.K 

. 

聖ヨセフカトリック片瀬教会にご縁を頂いたきっかけは、すぐ近くに私の入る

お墓があったからです。 

様々な人生の局面でいろいろ助けられ、不思議な力が働いているのを感じ、“宗

教”は必要不可欠だと思っておりました。その中でも特に「キリスト教をより深

く勉強したい」と思い、約３年前より片瀬教会の聖書講座に通うことになりまし

た。 
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なぜキリスト教に惹かれたのかを考えますと、イエス様復活の不思議さです。

まさか本当にそんな事が事実起こったのだろうか？と。フランス、ヌベールの修

道院で生身のような聖ベルナデッタのお姿を礼拝させて頂いた時、奇跡の実在を

改めて実感しました。 

ドイツ在住の折に各地の数々の教会を訪れ、その荘厳さ（特にパイプオルガン

の響き）に圧倒され、何故だか分かりませんが神様の存在を感じました。 

30 年以上前、当時の東独ライプツィッヒの聖トマス（トーマス）教会での出来事

です。 

ここは J.S.バッハが亡くなるまで 27 年間楽長を勤めた教会で、数々の宗教音

楽が作曲されたそうです。その時何故か入口は閉鎖され大変落胆しました。しか

し脇の出口がまだ開いているのに気づき思いがけず入ることが出来ました。 

祭壇で祈り、ふと床のユリの花束に気づきました。よく見れば「J.S.バッハここ

に眠る」と記されており衝撃でした。まさか聖トマス教会に大好きなバッハが眠

っていたとは思いもよりませんでした!! 

今回の受洗にあたり、希望する洗礼名はそのバッハの眠る教会「トマス」以外

思い浮かびませんでした。長い人生を振り返ると、全てが繋がっていると感じま

す。まだまだ未熟な私ですが、これからも御教えをしっかり学び、キリスト者と

して皆様のお役に立つように明るく元気に生きていきたいと思います。どうか宜

しくお願い致します。 

 

 

神の愛を感じながら           マリア・ラファエラ Ｍ.Ｋ. 

 

世界中が経験したことのない不安と混乱の中、神父様と信徒の皆様のお取り計

らいの中、洗礼を受けることが出来ましたことに感謝申し上げます。 

3月から聖書講座が、ミサがお休みになり、2ヶ月半。心の準備が整わない不

安の中、洗礼式を終えて実感が湧かなかったのが正直な想いでした。待ちに待っ

た日が緊張のうちに過ぎてしまったように思います。 

2年前長年勤めたカトリック系の福祉施設を退職し、横浜から鵠沼に引っ越し

て来ました。それまで祈りの言葉に触れても求めることはしなかった私でした

が、職場を離れどれだけ心の拠り所にしていたのかという事に気づいたのです。

長く語りかけられ続けていたカトリック精神とは何だったのかを求め 2年前の秋

に初めて片瀬カトリック教会にたどり着きました。 

 ミサの進行も聖書の内容も分からないまま毎週ミサに与り、聖書講座に参加さ

せて頂き、約 20年カトリック精神に触れていたのに近づこうとすることなく過
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ごして来たことに気づきました。洗礼を受けようと決心するまで迷いはありませ

んでした。 

この 2年で家族の中で起こった出来事、職場での出来事、日々生まれる人への

憎しみ、教会に通いながらそんな気持ちが生まれてくる自分自身との葛藤に苦し

みました。パスカーレ神父様、講座でご一緒してくださった皆さんが祈り支えて

くださった事、その日のメッセージのルカの福音書、見失った羊のたとえ、放蕩

息子のたとえは、わたしを勇気づけ、苦しみの中にある家族に向けられた神様の

愛を信じるものとなりました。 

霊名のマリア・ラファエラは、人は信念を持っていつからでもやりなおすこと

が出来ることということを教えてくれたマグダラのマリアと、人の心とひととひ

ととの関係性を癒す大天使ラファエルから頂きました。 

今の私の願いは対話とことばを通して、ひととひととのつながりが安心安全

で、かけがえのないものとして尊重しあえる世界であることです。海洋環境保全

や、子どもも高齢者も、障害のある方も全ての人が安心して存在できるために、

自分の命をつかっていきたいと思っています。神様に向かう日々の暮らしの中で

神様の愛を感じながら歩んでいきたいです。みなさまの家族に迎えて頂いたこと

に感謝し、そしてパスカーレ神父様の回復をお祈りして。ありがとうございまし

た。 

 

 

洗礼を授けられて               カシミロ Ｓ.Ｋ． 

 

父は岡山出身。青春時代、ピアニストを志し、ペルーの日本人学校で教師をする

傍らドイツ人の先生からピアノを学んだ。戦争が始まり収容所に入れられ、日米交

換船で帰国の途中マニラで下船、戦争に参加。多くの悲惨な光景を目にし、飢えの

苦しみをいやというほど味わった。死ぬ一歩手前のところを現地のゲリラに助け

られ、子豚を丸ごと大鍋で煮て食べさせてくれた。その瞬間、国家に対する考えが

根底から崩れた。死ななかったことに合点がいかず、神を信じる以外に信じられる

ものはない、と晩年に述懐した。 

母は広島の中心部に生まれ育ち満州の女学校を卒業、満州映画に勤めるうちに

終戦を迎えた。何もかもそこに残し、妹たち共々男の子の格好をして日本に引き揚

げた。満州を懐かしみ、よく思い出を語ってくれた。中国人もロシア人もみな親切

だったという。 

東京で生まれ育った私は、クリスマスが一年で最も待ち遠しい日だった。質素だ

ったが、両親が普段以上に暖かい雰囲気にしてくれたのだ。 
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母方の祖母はクリスチャンだったが、両親はそうではなかった。誰に教えられた

という記憶はないが、小さいときから神様とはイエス様のことだと思っていた。 

一昨年、腰越に越して間もない 12月、近所のモンタナ修道院前の掲示板で片瀬

教会のクリスマスミサのポスターを見、久しぶりに参列した。そこで大勢の方々に

暖かく迎えられ、以来、ミサの他にもいくつかの活動に参加させていただいた。 

教皇様来日中の昨年 11月 24日、ミサ後に受洗の希望を神父様にお伝えした。 

洗礼式の当日は一日中、喜びより不安を感じていた。私などが信者となっていい

のだろうかと。 

翌朝、聖書講座でパスカーレ神父様から教わった「信仰の旅路」という言葉が頭

に浮かんだ。信者は誰もが旅を続けている。向かう先は同じ。でも今いるところは

人それぞれ。 

気が楽になった。これからはこれで旅を続けなさいと、旅に相応しい履物をいた

だいたように思えた。 

カシミロは、父の愛した作曲家ショパンの故郷ポーランドの守護聖人という。洗

礼名にいただいた。 

皆さま、これから旅にご一緒させてください。よろしくお願いいたします。 

 

 

2020 年７月度 教会委員会報告 

日時：2020年７月５日（日）11：30～13：15   参加者：１６名 
出席者：委員長・副委員長・総務部・福祉部・財務部・典礼部・宣教司牧部・冠婚葬祭 

    教会学校・中高大青会・ヨセフ会・マドンナ会・市内キリスト教連絡会・一粒 

  会・片瀬修道院 

 

□ 芹沢神父様より 

・7月４日(土)横浜教区で２名（西村、上杉）の助祭叙階が行われた。また、17日

(金)には石渡助祭が司祭に叙階される予定。毎年、司祭叙階がある教区は横浜教

区だけ。教区司祭は若干増えているが、宣教修道会司祭は減っているので司祭の

数は全体としては増えていない。当教会から神学校に入った髙田さんは司祭に

なるまで最短 7 年半を要す。召命を生き続けられるのには共同体の支えが必要

である。 

・7月から司祭は交代でミサをあげる。7月は第 1,3主日を芹沢神父、第 2主日を

山口神父(厚木教会)、第４をキジト神父(藤沢教会)。その後石渡神父が加わる予

定。 

 

□ 7月の日程確認 

  １．７月の主日ミサは、地区別で 10時のみ。 

  ２． その他の活動も休止継続 
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□ 報告および連絡事項 

１．司祭館の屋根の瓦一部欠損修理は川崎建設に発注。初期見積 214,500￥の

ところ、195,000￥に値引きしてくれるとのこと。６月３０日より工事開

始した。 

２．片瀬造園、垣根枯れた木の取替、枝の剪定、毒虫消毒済。95,700￥ 

  別途、松の木剪定を行う。昨年行わなかったため、落ち葉により近隣に迷

惑をかけたので今年は実施する。 

３．ホームページ  

７月 15日から公開予定、Wix.comで作成中(トレンドメイク社とは解約済)

サイト使用料 15,600￥／年。 

・7月 15日から公開するのは、8月以降の教会の予定を掲示したかったか

ら。 

・コロナ禍で委員会が開かれなかったことで委員会での事後承認の形にな

ってしまった。今後は、15日公開内容を元に委員会で内容を検討し改善

していく。 

・教区から出ている「ホームページについてのガイドライン」に沿って 

作成する。 

・管理者と作成者は分ける。今後は信徒自らが作成し、皆さんの意見等を

反映していく。 

    ・ホームページ管理者は広報部、作成チームは相澤純子、辻垣篤、中島ベ

ルナルド。 

４．収納プロジェクトを再開する。整理整頓など協力をお願いする。 

５．白百合学園で７月中旬から８月にかけて工事を行う為、平日に道路側 

駐車場を工事車両が使用する。 

 

□ 検討・討議事項 

１．８月以降の予定 

  １）主日ミサは、9月まで現状を維持し地区別、１０時のみとする。 

    １週～４週までの割り当ては７月と同様にして変更しない。 

    但し、８月の第５週の主日は別途検討する。 

  ２）１０月のバザーは中止とする。（多数決で承認） 

理由としては 

    ・人との間隔、物品を触る、食事を提供するなど感染リスクが多い。 

９月まで教会活動休止で準備ができない。 

    ・七里ガ浜ホームのバザーは中止。   

・地域での活動も自粛継続。 

  ３）その他活動も９月まで休止。外部からの利用願いも見合わせる。但し、

見学については小グループ(10名程度)ならコロナ対策(マスク・消毒

等)をして対応する。 

２．教会電話当番の件（総務） 

  「電話ボランティア」を広く募集する。募集要領を連絡棚に入れておくの
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で、総務へ申し込みしてください。皆様のご協力をお願いします。 

３．聖歌を典礼聖歌、カトリック聖歌に戻す。聖歌ができない期間中に入れ替

えをしたい。 

  １）現在保管されている部数 典礼聖歌 129冊 カトリック聖歌 145冊あ

るが、30年ほど前の古いものである。 

① 典礼聖歌は今までに改訂、修正が加えられているので将来まで使

用することを考慮し最新版(使徒信条、コンスタンティノープル信

条が追加)に一新する。200部新規購入。＠2,200￥(税込)  

② カトリック聖歌については、不足分 55冊を追加購入。＠1､320￥(税

込)             以上、多数決で承認。 

４．聖堂掛軸 吊り紐が切れて落ちていたので紐を修理。ただし、表装もかな

り痛んでおり、このまま放置すれば取返しのつかないことになりかねず、

今のうちに修理する。表具屋から修理見積をとり検討していくことにする。 

  ５．カリタスジャパンから災害についてのマニュアルが来ているので、奥田

(総務)と藤江が内容確認し、今後どのように活動していくか報告しても

らう。 

 

司祭紹介     山口道孝神父様 

現在、厚木教会 協力司祭。片瀬教会には、７月から当分の間、

毎月第２主日に来られます。１９５７年鎌倉で生まれ、鵠沼で育

ちました。  

１９８０年代からアジア・太平洋地域での国際協力事業や予防

医療などに従事。アニーファンド理事長、AFMET（東ティモール

医療友の会）副理事長、特別非営利活動法人福島やさい畑 副理

事長などを兼任されています。雑誌「かまくら春秋」に連載 

       中です。 

 

 

 

 

去年の私とはずいぶん変わったように思いますが、どう変わったかを説明するの

はいささか難しいようです。深みを増したこと。歩く方向までは決まらなくても、

歩き方はしっかりしてきたこと。むなしい気持ちと深く満たされた気持ちのあい

だを、昔ほど忙しく行き来しなくなったこと。今でも揺れ動くことはあるけれど、

ジグザグにではなくまっすぐ進めるようになったこと。そんなところでしょうか。 

                        イヴリン・アンダーヒル 

 

知恵の雫 
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Who is イヴリン・アンダーヒル？ 

1875 年英国生まれ。著述家、小説家、詩人。神秘思想やキリスト教の霊性に関す

る著作を多数執筆。主な著作には、英国国教会の司祭たちのために霊的生活につい

て語った 3 つの講話「内なる生」。神秘主義を決して特別な人々のためにせず、一

般の人々にも届く言葉でキリスト教信仰の霊性を再解釈した名著「実践する神秘

主義－普通の人たちに贈る小さな本－」など。 

 

（三十六） 

 

長崎と江戸の大殉教 

1620 年、マニラから日本船の船底にかくれて密かに入国しようとしたズニガと

フローレス両神父は、台湾沖で捕えられてしまいました。彼らは商人であると主張

しましたが、長い裁判の結果、宣教師であることが露見し、1622 年 8 月、船主の

平山常陳（じょうちん）とともに火刑に処せられました。 

事件を知った徳川秀忠はすぐさま、大村の鈴田と長崎の牢にいる宣教師、信者を

すべて処刑するように命じました。 

鈴田の牢からはカルロス・スピノラ神父、セバスチャン木村神父、フランシス

コ・モラレス神父らが移送され、長崎の牢から移送された信者らと、合計 55名が

西坂の刑場に集められ、処刑されました。1622年 9月 10日のことで、元和（げん

な）の大殉教と呼ばれています。刑場は 3 万の群衆に取り巻かれ、25 名が火刑、

30 名が斬首されました。このとき処刑された 55 名は全員、1868 年に、ローマ教

皇ピウス 9世によって列福されています。 

この殉教の様子は、かつてセミナリオで西洋絵画を学んでいた者によって油彩

画にまとめられ、ローマに送られて、今なお保管されています。1622 年に起きた

殉教はこれだけにとどまらず、大村や五島や島原でも殉教者が絶えませんでした。 

元和の大殉教の翌年、秀忠に代わって家光が将軍職に就きました。これを祝うた

め、全国の大名たちが江戸に集まりましたが、家光はキリシタン弾圧の強い決意を

示すため、大名たちの目の前で集団処刑を行いました。

デ・アンゼリスとガルベス両神父、ジョアン原主水（は

らもんど）ほか 40名の信者が、1623年 12月 4日、品

川の刑場で火あぶりになりました。 

大名たちは将軍のメッセージをくみ取り、この日か

らもっともきびしい弾圧の時代が始まったのです。 

【結城了悟師による同名の著書をベースに構成】 

 江副隆愛（たかよし）「江戸大殉教図」（部分） 

 

日本の教会の歴史 
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神学生として片瀬教会を訪問して   ヨセフ トラン ヴァン グェップ 

信仰の宣教修道会に所属しています。現在はベトナムから横浜教区に神学生と

して派遣され、東京の神学院で哲学科二年生として勉強しております。週末は藤

沢教会で司牧実習をさせていただいております。今年は、新型コロナヴィルスの

影響により、藤沢教会では 6月にミサが再開しましたが、ほとんどの活動は一時

的に中止されています。 

  現在、パスカーレ神父様がご病気のため、藤沢教会の芹沢主任神父様が、片瀬

教会でも日曜ミサを捧げています。私はこれまで、片瀬教会について聞いたこと

はありましたが、お伺いする機会はありませんでした。そこで 6月 21日と 28日

の日曜日、私が片瀬教会の雰囲気や活動について学び信徒の方々に会うことがで

きるように、芹沢神父様が片瀬教会に連れて行ってくださいました。 

  到着したとき、まず片瀬教会の建築様式に驚きました。屋根は日本の伝統的な

家屋のように建てられています。仏教や道教のような感じがしました。この建築

様式はとても面白いと思っております。 

  ミサの後、信徒の方々とのお話の中で、私はさまざまな事を聞き、また尋ねら

れました。皆さんに以前会ったことがありませんし、私の日本語はあまり上手で

はありませんでしたが、皆さんが話しかけてくださりとても暖かく幸せな気持ち

でした。新型コロナウイルスの流行により教会活動が制限される中でも、皆さん

は神を信頼し、絶えず祈ることのできるほどの強い信仰を持っていることを、日

曜日のミサに参列している皆さんの姿を見て感じることができました。 

  私の召命の道にはまだたくさんの試練があるかと思います。私の使命に向けて

より多くの経験を積み、多くを学ぶ必要があると思ってい

ます。片瀬教会だけでなく日本の教会全体で、より多くの

若者が主の召命に応えて、自分を捧げて司祭・修道者への

道を歩むことが期待されます。どうか皆さんお祈りくださ

い。また皆さんとお会いできる日を楽しみにしています。

今後ともどうぞよろしくお願い致します。 
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◇８月 ９月のミサ 

引き続き地区別でおこないます。地区割りは次のようになります。 

 ８月 ２日 片瀬海岸・鵠沼 

    ９日 片瀬・片瀬山・目白山 

   １６日 津・津西・西鎌倉 

   ２３日 腰越・七里ガ浜・他 

   ３０日 片瀬海岸・鵠沼 

 ９月 ６日 片瀬・片瀬山・目白山 

   １３日 津・津西・西鎌倉 

   ２０日 腰越・七里ガ浜・他 

   ２７日 片瀬海岸・鵠沼 

 

◇今後の行事について 

新型コロナウィルス感染回避のため、当面の間種々の教会活動を休止致し

ます。但し、下記については 8/2の教会委員会で決定致します。 

  〇８月１５日（土）  聖母の被昇天 

〇９月１３日（日）  敬老ミサ・祝賀パーティ 

〇９月２７日（日）  ペットの祝福 
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊８月の典礼＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

1日(土) 聖アルフォンソ 

(リゴリ)司教教会博士 

16日(日) 年間第 20 主日 

 2日(日) 年間第 18 主日 20日(木) 聖ベルナルド修道院長 

教会博士 

 4日(火) 聖ヨハネ・マリア・ 

ビアンネ司祭 

21日(金) 聖ピオ 10世教皇 

 6日(木) 主の変容 22日(土) 天の元后聖マリア 

 8日(土) 聖ドミニコ司祭 23日(日) 年間第 21 主日 

 9日(日) 年間第 19 主日 24日(月) 聖バルトロマイ使徒 

10日(月) 聖ラウレンチオ助祭 

殉教者 

27日(木) 聖モニカ 

11日(火) 聖クララおとめ 28日(金) 聖アウグスチヌス司教 

教会博士 

14日(金) 聖マキシミリアノ・ 

マリア・コルベ司祭 

殉教者 

29日(土) 洗礼者聖ヨハネの殉教 

15日(土) 聖母の被昇天 30日(日) 年間第 22 主日 

 

ミサ・典礼で使用する聖歌集変更 

７月の教会委員会議事録（検討・審議事項３）にありますように、ミサ・典礼で

使用する聖歌集を典礼聖歌、カトリック聖歌、その他の聖歌集に変更すことを委員

会で決定しました。 

私たち片瀬教会では、マリオ神父様の指導のもとに聖歌を一冊にまとめてミサ

典礼に使用してきました（いわゆる青本）。20年ほど使用してきましたが、青本だ

けではミサ等の典礼を行う上で不都合があり改訂に向けて検討をしてきました。

しかしながら、多くの聖歌を一冊にまとめることは不可能でした。 

そこで、他のカトリック教会同様、典礼聖歌、カトリック聖歌をそのまま使用

し、その他の聖歌を別冊にまとめるという形をとることにしまし

た。今は、コロナ禍の中なので聖歌を歌うことは控えております

が、ミサ・典礼が正常に戻るとき新しい典礼聖歌やカトリック聖

歌等を使用しより豊かなミサ・典礼を行いたいと思います。 
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２０２０年 ８月号                              発行：カトリック片瀬教会 

      〒：２５１－００３５  住所：藤沢市片瀬海岸２－２－３５ 

TEL.：０４６６－２２－4646  FAX.０４６６－２５－７９０９ 

広報部よりお知らせ 

お待たせしました！ ホームページをリニューアル公開しましたので 

ご覧ください。  

新しい URLは https://www.catholickatasechurch.com です。 
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