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２０２３年 1 月  

 

 
           

 

                         

新しい年を迎えて 

教会委員長 池尾昇治 

皆様、新年あけましておめでとうございます。 

新年を迎えるにあたりご挨拶申し上げます。まず、私は

今期も委員長を続投となりました。教会の僕としてやら

せて頂きますのでよろしくお願い申し上げます。 

さて、昨年はコロナ禍が幾分下火になったとはいえ、ま

だかなりの制限を強いられた年であり、国連の安全保障

理事会常任理事国が他国へ攻め入るというとんでもない

ことも起こりました。世の中に不穏、不安が渦巻く中でし

たが、私たち片瀬教会はそれなりに活動してきましたと思います。 

まず、昨年までの教会委員は司祭の要望により任期を 1年延長して努められま

した。大変な中で本当にご苦労様でした。 

教会は昨年、「信徒の交わりを広め、深めよう」をテーマに活動をしてきました。

大きな事は「コミュニティの集い」でしょう。自分の住んでいる地域の人たち同

士が集まって互いに知り合うことが目的で始めました。昨年は春と秋の 2回全体

で開催しましたが、コミュニティによっては自主的に活動を始めたところもあり、

これが本来の姿だと思います。これからは各コミュニティが生き生きと自分達の

活動をして頂ければいいなと思います。 

「有志」という言葉もありました。4 月には「有志によるガーデニングサーク

ル」が立ち上がり、12月にはコミュニティの集いをきっかけにウクライナ支援を

目的とした「有志によるチャリティバザー」が行われ盛況でした。やり方も工夫

が凝らされフリーマーケット方式で行われました。 

8 月には、教会委員会活動報告がタイムリーに皆様に届く様、からし種発行時

期に合わせて委員会開催時期を変更しました。 



2 
 

子ども達も事あるごとに「ハンドベル」の演奏をやってくれて典礼を素晴らし

いものにしてくれています。 

振り返ってこれらの活動を見る時、「生きた教会」という言葉が脳裏に浮かんで

きます。ただ、典礼に従って教会に来てミサに与るだけではなく、一人一人が集

まって交じりあって活動していくのが教会ではないでしょうか。今年は、この「生

きた教会」のようなことがたくさん起こるといいなと思います。それには私たち

一人一人が互いに認め合い、一つになっていけるよう祈りましょう。教会の活動

は人間だけの力ではなく、神の力によってできることを忘れてはいけないと思い

ます。今年も皆様の上に神の祝福がたくさんありますように、神に感謝。 

 

2023 年 1 月度 教会委員会報告 
 

□開催日時：2022年 12月 18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、会計監査、典礼、総務、宣教司牧、

田村財務、福祉、広報、ﾖｾﾌ会、ﾏﾄﾞﾝﾅ会、中高大青会、一粒会、 

市内ｷﾘｽﾄ教連絡会、片瀬修道院、モンタナ修道院 

□ブランチ神父様挨拶 

 クリスマスは間近です。一人でも多くの人が参加できるようにコミュニティの 

メンバーに声をかけて下さい。クリスマスカードを出していますので誰でもいつ 

何をやるかわかります。また、１月になったら新しいメンバーを迎える様になる 

でしょう。今までと同じメンバーではなく、協力してくれるように広く声をかけ 

て下さい。この素晴らしい共同体を保っていきましょう。山口神父様がナザレト 

のクリスマスのミサをしてくださいます。 

□日程 

12月 24日(土) 主の降誕前夜祭 ミサ 17：00 19：00 

(ミサ後お菓子と飲み物でのお祝いをする：やり方は検討事

項参照)  

12月 25日(日) 主の降誕 ミサ８:00 10：00 

(10：00ミサ後お菓子と飲み物でお祝いをする） 

１月 １日(日) 神の母聖マリア ミサ９:00 11:00  

(ミサ後、お菓子と飲み物で新年のお祝いをする) 

１月 ７日(土) 降誕祭飾りつけ撤去 13:00～ 

１月 ８日(日) 成人のお祝い 10時ミサ(５人に案内済) 

１月 15日(日)  ２月度教会委員会 10時ミサ後  ミニ福祉バザー 

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 
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□報告および連絡事項 

１．11月 27日 第５地区教会委員長会議、共同宣教司牧委員会(於：大船教会) 

１)新しいミサ式次第の祈祷文の理解、分かち合いが行われた 

２）第５地区の３部門の進め方について。小教区の中で３部門は生きているか？

意識改革として「共に歩む」とは誰と歩むのか？⇒「主と共に歩む」等が議論

された。 

２．ハクビシン駆除と後処理は 12月１日、天井裏の清掃・消毒を持って完了。 

３．司祭館２Ｆの出窓修理は、ほぼ完了し年内に完成。 

４．教会学校と中高大青会は、菊池さんに「ドイツの星」（ドイツのクリスマス飾

り）に作り方を教わって信徒会館のガラスに貼った。ドイツの文化に触れること

ができた。 

５．からし種 2023年１月号は、１月１日に発行する。 

□検討・決定事項 

１．クリスマスミサ 

１）聖堂ベンチのソーシャルディスタンスを取るための○印は撤去する。 

２）子ども達のハンドベルとウクレレの演奏は、24日 17：00，19：00と 25日

10：00ミサの入堂「しずけき」を行う。 

３）24 日 17：00 と 25 日 10：00 のミサ前に聖歌隊リードによるキャロリング

を行う。 

２．クリスマスと神の母聖マリアのお祝いのやり方 

１）12月 24日は、17：00、19：00、25日は、10：00ミサ後。１月１日は、 

９：00、11：00のミサ後、お菓子と飲み物を信徒会館前に用意し行う。 

① お菓子と飲み物(コーヒー、紅茶、カルピス、ジュース)を準備。 

調達は Sさんに依頼した。 

② 各お祝いでの担当は、 

24日：17時ミサ後 カフェマリオ  19時ミサ後 Ａさん、Ｍさん 

25日：10時ミサ後 Ｎさん、Ｓさん 

１日：９時ミサ後 Ｆさん、Ｉさん 11時ミサ後 Ｍさん、Ｏさん 

３．１月７日(土)13：00～ 降誕祭飾りつけ撤去 

１）作業協力者を集める。委員内では、9 人が作業協力してくれることになっ

たが、クリスマスツリーや聖家族の画等重い物もあるので、ヨセフ会でも協力

依頼する。また中高大青会等若い人にも協力を呼び掛け、出来るだけ多人数 

で行なえるようにする。 

４．次期教会委員 

１）委員長Ｉ、副委員長Ｆは決まっているが、後もう一人女性の副委員長決ま

らず。教会の方針等の骨子を作るのには正副委員長を少なくとも３人いた方が
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良いとの意見があり。司祭からも若い人に声をかけることになった。 

２）各部会長で決まっているのは、財務、典礼、宣教司牧、会計監査引き続き、

選出努力をするが若い人が参加するような方向で推薦をする。 

３）マドンナ会とヨセフ会の統合の課題については、教会連絡網の委員長から

発信を誰にするか(現在は、マドン会長とヨセフ会長にしている)調整が必要。 

５．今年の振り返りと来年へ向けての方針と年間予定を別紙で確認した。来年の

方針は、今年からの継続で信徒の交わりと広げ、深めることに注力し、コミュニ

ティの活動を活発にしていくことにした。(次期委員会への申し送りをする) 

６．長谷川路可の掛軸の複製作製を賛成多数で承認。 

本物をどこかの美術館等に寄贈することにより、きちんとした管理、多くの人に

観賞してもえるようにしたらどうかという意見が出た。 

７．トイレ清掃作業委託の件 

・藤沢市就労準備支援事業共同体 いきいき福祉会に委託する方向で検討中。 

・就労準備利用者を対象に職場体験を通じた訓練(現場実習)として行う。 

・週１回 ２名。 2,000円／人の工賃を支払う。 

８．小田急片瀬江の島駅のナビタの継続を承認。 

期間は 2023年２月１日～2024年１月 31日 掲出料金 150,000円(税抜) 

次回委員会開催 １月 15日 

☆クリスマスの装飾 ２０２２☆ 
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有志によるチャリティバザー 

                     奥田泰子 

コロナ禍が続き、信徒同士の交わる機会にならないかと教会学校、中高大青会

と共に、コミュニティを活かした方法でのバザーの企画案が出ました。代表４名

で「晩秋祭」と俄かチームを結成、準備スタート。12月４日８時ミサ後から 12時

までのウクライナ支援金とするチャリティと決め、先ずは月 1で行われている福

祉バザーを参考に、フリーマーケット形式で、出品者自身が値札を付け、残った

品は引き取る、出店はできないが出品はしたい人は値札を付け、自分のコミュニ

ティに任せる、という約束事を作りました。 

 教会学校と中高大青会は、品物販売はリーダーとママたちも参加、ゲームコー

ナーも設けました。福祉バザーに出店しているパン屋さん育成会のみらい社「あ

ぶにーる」さん、カフェマリオ、モンタナのシスター方には「銀杏」の出店に協

力頂きました。このシスターご一行のパワーは素晴らしく、あっという間に完売

され颯爽と帰られ、お見事でした。 

 感染拡大の中、チラシや宣伝、値段も控えめなバザーになりましたが、参加で

きるコミュニティの交わりにもなり、短時間で参加者の負担も少なく、来訪者は

外部の方もいらして思いの外多く、売り上げも良かったのではないでしょうか。 

 ゲームコーナーは、10円の設定をしましたが、子どもたちがとても楽しそうだ

ったせいか、周りの大人が「やらせてあげて！」と、お金を出してあげる光景も・・・。 

 教会は、学校でも、ほとんどの家庭でも体現できない絶好の環境にあります。

赤ちゃんからお年寄り、身体の不自由な方など(最近はインターナショナルにも

なってきました)との、同じ信仰の中での交わりができる素晴らしい所です。 

コミュニティって何をするの？と足を止めず、先ずは始めてみる！から始動し

た今回のお試しバザー、次の参加に繋がって行かれたらと、チームの願いと手応

えです。 

コロナ禍で離れてしまった人との交わりが笑顔と共に戻ったひとときでした。 
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クリスマスチャリティーコンサート 

12月 10日、アルペなんみんセンターを支援するクリスマスチ

ャリティーでは豊田弓乃氏によるヴァイオリンコンサートが行わ

れました。 

ご本人も藤沢教会で敬虔な信者さんと言うこともあって、片瀬

教会の聖堂には、神聖な美しい音色が響き渡りました。 

当日は予想以上に多くの方が足を運ばれ、寄付をする方々も多く見られ感謝

のうちに幕を閉じました。 

NPO法人アルペなんみんセンターは、難民が増える昨今、地域社会と連携し

て、迫害から逃れて日本に来た難民を温かく受け入れ生活を支援していく尊い

活動です。 

 

新しいミサの式文を味わう 

 

今回は、「新しいミサ式次第」のことを書きます。 

昨年 11月 27日に第５地区教会委員長会議が行われました。丁度「新しいミサ

式次第」が始まった日です。奉献文と拝領前の信仰告白は「または」と複数の文

がありますが、各教会はどの文を唱えているか情報共有しました。 

まず、奉献文(「ミサ式次第」(会衆用)の P.19)は、全教会は初めにある 

「主よ、あなたの死を告げ知らせ、復活をほめたたえます。再び来られるときま
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で」を唱えていました。 

次に、今回紹介したいのが拝領前の信仰告白(同 P.23)で、 

１）主よ、わたしはあなたをお迎えするにふさわしい者ではありません。 

おことばをいただくだけで救われます。 

２）主よ、あなたは神の子キリスト、永遠のいのちの糧、あなたをおいてだれの

ところに行きましょう。 

と２つあります。どちらを使っているか、教会は半々に分かれました。 

典礼に詳しい人がいて、「最初の文の方が原文に近いんですよ。」と教えてくれ

ました。 

そこで私たち委員長は色々話し合いましたが、まず「ミサを始め、回心、信仰

宣言、平和の挨拶をしてきているのに直前に聖体拝領を拒否しているような、な

んか違和感があるよね。」「多分、謙遜の表現だと思う。私たちはここまでやって

きたけど、それでもまだ罪人で聖体を拝領するに値しないと言いたいのではない

でしょうか。」「それでもなんか腑に落ちないね。」と話しを進めていくうちに、こ

の文の裏に隠されている意味、「きっと、神は私たち人間が拒否しようが『それで

も私は、おまえにこの聖体を与える。私は決してお前を離しはしないし、無視を

しない。』という大きな神の愛のメッセージが隠されているのではないだろうか。」

という結論に至りました。 

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

るでしょうか。 

 

✝️ 1月の典礼 ✝️ 

1日(日) 神の母聖マリア 22日(日) 年間第３主日 

(神のことばの主日） 

 2日(月) 聖バジリオ 聖グレゴ

リオ(ナジアンス)司教

教会博士 

24日(火) 聖フランシスコ・サレジオ

司教教会博士 

 8日(日) 主の公現 25日(水) 聖パウロの回心 

9日(月) 主の洗礼 26日(木) 聖テモテ 聖テトス司教 

15日(日) 年間第２主日 28日(土) 聖トマス・アクィナス司祭

教会博士 

17日(火) 聖アントニオ修道院長 29日(日) 年間第４主日 

21日(土) 聖アグネスおとめ 

殉教者 

31日(火) 聖ヨハネ・ボスコ司祭 
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◇１月 １日(日) 神の母聖マリア ミサ９：00 11：00  

◇１月 ７日(土) 降誕祭飾りつけ撤去 13：00～ 

◇１月 ８日(日) 成人のお祝い 10時ミサ 

◇１月 15日(日) ２月度教会委員会 10時ミサ後  ミニ福祉バザー 

◇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 

 

 

◆ お知らせ ◆ 

◇薄いピンクの表紙の小冊子「ミサの式次第」会衆用を一人一冊ずつお取りくだ

さり次回からのミサには忘れずにお持ちください。 

◇「有志によるウクライナ支援のためのチャリティバザー」(12／４実施)は

66,836円の売り上げがありました。ウクライナ支援金として、カリタスジャパ

ンに振り込みを致します。 

◇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。 
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