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これから復活祭まで 

ブランチフィールド神父 

2月 23日水曜日、寒い日々が続きまして 2月はまもなく終わります。秋に植え

た球根、クロッカスやチューリップなどはやっとこの頃芽を見せています。恐ら

く寒さのあまり、怖がっていたのでしょう。 

 今日から一週間目の 3月 2日は灰の水曜日です。「改心して福音を信じなさい」

と言われて、頭に灰を受けて四旬節に入ります。 

復活祭を迎えるために、心の用意をする季節で、昔は厳しい断食と個人的な犠

牲をしながら、罪びとの自分が反省して過ごした時でしたが、今頃はだいぶ緩和

されました。 

 神様の愛を信じて、毎日の生活に於いて神様の働きに気づきながら、祈りと共

に心に笑顔を持ちながら復活祭を迎えるようにしたいです。 

 教会の行事の一つとして 3 月 13 日には年に一度の信徒大会が予定されていま

す。コロナのために 2年間、集まって関わり合うことができなかったので、お互

いを知らなくなった皆さんのために対策が話題になると思います。皆さんの協力

を祈ります。 

 3月 20日に今年度の黙想会がバレンタイン・デ・スーザ神父様の指導の下に行

われます。朝 8時のミサからお昼頃まで続きます。できるだけ大勢で参加しまし

ょう。詳細はお知らせをご覧ください。 

 4月 10日、枝の主日で、その後聖週間があって復活祭を迎えます。今年は洗礼

を受ける方々に恵まれていますので、彼ら受洗者のために神様に感謝して祈りま

しょう。 

 目標にしている今年の復活祭を盛大に、喜びを持って祝いましょう。できれば

聖歌を一曲でも歌って･･･。そしてその頃、秋に植えた球根などは満開にきれいに

咲いているでしょう。 
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2022年 2月度 教会委員会議報告 

 
開催日時：2022年 2月 6日(日)午前 11時 45分～13時分 

出席者：ブランチ神父、委員長、副委員長、典礼、財務、会計監)、宣教司牧、福祉、 

広報、教会学校、中高大青会、ﾏﾄﾞﾝﾅ会、ｷﾘｽﾄ教連絡会、一粒会、片瀬修道院 

 

□ブランチ神父様挨拶 

 ・これからは復活祭を目標にしましょう。今気が付いていないことを整えていきたい 

です。一つの例は、聖体奉仕者が活動していません。ある人が聖体奉仕者ではない 

のに家族に聖体を授けているようなことがあれば知らせて下さい。聖体奉仕と侍者 

を同じ人がするのはおかしい。侍者は子どもの出番ですから子どもに機会を与えて 

侍者会でできればいいと思います。ここの共同体は歴史が長く誇れるものです。 

子ども達がついてくるように努力しましょう。 

 

□日程 

 １．2月 27日(日) 第 5地区「伝える力を育てる部門」 14：00 大船教会 

 ２．3月 ２日(水) 灰の水曜日 ミサは 10:00と 20:00の２回 

 ３．3月 13日(日) 信徒大会 10時ミサ後 

 ４．3月 20日(日) 黙想会（バランティン・デ・スーザ師 詳細後報） 

 

□ 報告および連絡事項 

 １．新委員の紹介 １）会計監査    ２）典礼部 部長 ・ 副部長   

 

 ２．令和３年度開会報告が財務よりなされ信徒大会にて報告される。 

 

 ３．長谷川路可掛軸「エジプト避行」修理完成し２月２日に戻る。入替で「聖家族」 

が修理に出された。修理内容は「仕立て直し」。修理詳細は、修理報告書を参照。 

 「紙守」からの助言で、表装に使用されている絹は、紫外線による劣化があるの 

で軸を掛ける環境に配慮が必要とのこと。特に祭壇に向かって右側は日光が当た 

りやすいので窓にカーテンを掛けるなど対策案が示された。 

 

 ４．３月６日(日)藤沢教会にて横浜教区合同入信志願式があるが、今年は諸事情で 

片瀬は参加せず独自に洗礼式迄の準備を行う。 

 

 ５．第５地区「伝える力を育てる部門」１月 30日(日)14:00～大船教会で開催。 

   地区のヴィジョンを見直すのに、神様のヴィジョン→横浜教区のヴィジョンと 

原点に立ち返り梅村司教司牧書簡「交わりとしての教会をめざして」をもとにし

て読み合わせを開始した。 

 

 ６．中和田教会の新聖堂完成。２月 26日(土) 10:00 祝福式。教会委員長が出席 

予定。 
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 ７．片瀬教会の信徒現勢（詳細別紙）  

１）'21年度の信徒数 男 282人 女 605人 計 887人。男女比率は'95年以降変

化なし。教区平均は男：女が４：６であるのに対し、片瀬は３：７であり 

女性比率が高い。 

２）平均年齢 男 58.1歳 女 59.3歳。年代別では、60～79歳が全体の１/３を 

占める。０～19歳が６％、20～39歳が 17％と若年層の比率が低い。 

                 

□ 検討・討議事項 

１．教会委員会、営繕の変更案 

  現状を踏まえ、営繕部を廃止し営繕担当を総務部内におき運営を行う。担当と 

して藤江、池尾の２名が当たる。また営繕内容によりその他の信徒も協力する。 

→了承。 

 

２．信徒大会（３月 13日）は式次第、資料の確認を別紙資料にておこなった。 

当日の役割として、司会：副委員長、記録・マイク：総務。 

 

  ３．コミュニティの集いの開始について 

    １）コミュニティの区分け案 →了承。 

     ①片瀬海岸…片瀬海岸、江ノ島   ②鵠沼Ａ…鵠沼海岸、本鵠沼 

     ③鵠沼Ｂ…鵠沼松が岡・桜が岡・橘・藤ヶ谷・花沢町・石上・東、川名等 

（東海道線南側） 

     ④片瀬…片瀬、片瀬山、目白山 ⑤辻堂・茅ケ崎・平塚…辻堂全体及び以西 

     ⑥藤沢北部…東海道線北側、大和市、綾瀬市、海老名市、厚木市、伊勢原市、

相模原市等 

     ⑦腰越Ａ…腰越１～５丁目、津西   ⑧腰越Ｂ…腰越・津、西鎌倉 

     ⑨鎌倉東部…七里ガ浜、七里ガ浜東、稲村ケ崎以東、逗子市 

     ⑩鎌倉北部…鎌倉北部、横浜市 

 

    ２）集いの方法については、顔合わせし互いに知り合うことを目標とする。 

具体的やり方は信徒大会やからし種にて説明し、各世帯へ案内葉書を出す。 

 

    ３）日程については、信徒大会後出来るだけ速やかに実行するが、黙想会や 

その他の集会がある場合にはそちらを優先する。具体的スケジュールは 

２月中に決める。 

 

    ４）司祭館１Ｆの窓、窓枠の塗装は平成 20年当時と同じく茶色とする。 

  

    ５）小学館「週刊ポスト」の「ふらっと『歴史探訪』に聖堂外観のイラスト 

掲載希望あり。→了承。 

    ６）からし種に掲載する各部会の紹介記事原稿〆切本日(２月６日)。 

 

次回委員会開催 ３月６日 
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「コミュニティの集い」始めます 

                                 教会委員長 

昨秋の「信徒の話し合い」で浮彫になった「信徒同士お互いを知らない」という私た

ちの課題について、委員会で検討してきた解決策の一つ「コミュニティの集い」を始め

ていきます。２月度教会委員会報告にもありますようにコミュニティの区分けもできま

した。 

１．改めてこの集いの主旨を説明しますが、これは信徒同士を知るという活動の一環で

す。自分が住んでいる近隣の信徒同士が知り合う場とします。特に最近信徒になっ

た方々、引っ越しされてきた方々はコロナの影響で信徒同士が接する機会も少なく

独りぼっちでは淋しいですよね。近くの人たちと知り合い、その輪が広がって教会

全体が包まれればいのではないでしょうか。そもそも教会で「兄弟姉妹」なんて言

いながらほとんどの人を知らないなんておかしいと思いませんか。この集いはあく

までお互いを知り合うことが目的です。ですからこれによってコミュニティ毎に何

かの役割や当番をしてもらう事は考えていません。 

２．コミュニティの区分けを説明します。全体で 10のブロックに分けました。 

  いくつかの町ごとにまとめています。「その他」という所はありません。 

コミュニティの境は大体、川、山、鉄道になっています。 

 １）片瀬海岸…片瀬海岸、江ノ島 

 ２）鵠沼Ａ…鵠沼海岸、本鵠沼 

 ３）鵠沼Ｂ…鵠沼松が岡・桜が岡・橘・藤ヶ谷・花沢町・石上・東、川名、 

弥勒寺(東海道線南側）、宮前 

 ４）片瀬…片瀬、片瀬山、片瀬目白山 

 ５）辻堂…辻堂、辻堂東海岸・西海岸・大平台・神台・新町・元町、茅ケ崎市、平塚

市以西 

 ６）藤沢北部…東海道線北側の藤沢、大和市、綾瀬市、海老名市、厚木市、座間市、

伊勢原市、寒川町、相模原市 

 ７）腰越Ａ…腰越１～５丁目、津西 

 ８）腰越Ｂ…腰越・津、西鎌倉 

 ９）鎌倉東部…七里ガ浜、七里ガ浜東、稲村ケ崎、極楽寺、長谷、由比ヶ浜以西、逗

子市 

 10）鎌倉北部…鎌倉山、手広、笛田、梶原、山ノ内、今泉、山崎、大船、玉縄、植木
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以北、横浜市 

３．開催時期は、現状コロナ感染状況から決めかねておりこの記事に間に合いま 

せんので、後報とさせて頂きます。早ければ信徒大会の次週からでもと考え 

ています。 

４．この集いについては、信徒大会でも説明させて頂きます。また、開催に 

ついては、各ご家庭に葉書でご案内しますので、子どもから大人まで多く 

の方に参加して頂くことをお願い申し上げます。 

 

「エジプト避行」修理完成 

                                    I.S. 

既にお知らせした通り、昨年暮れに修理に出していた長

谷川路可掛軸「エジプト避行」が２月２日に戻ってきまし

た。修理費用検討、修理業者選定等、長い間委員会で検討

を重ねた結果で修理をすることにした訳です（内容は過去

のからし種「委員会報告」を参照してください）。作業は

「一般財団法人 世界紙文化支援財団 紙守」という由緒正

しき業者を見つけて下さった委員にお願いしてそこに依

頼することにしました。作業完成にあたり修理報告書が提

出されましたのでその要約を報告します。 

修理期間は約１ヶ月で修理内容は「仕立て直し」です。調査の結果、本紙・表装のす

れ、傷、亀裂、汚れ、虫食い欠損、軸の虫食い、軸首欠損があり本紙、表装、軸を一度

分解し洗浄、補修、裏打ち等、一か所一か所細かく修理していかれたようです。本紙の

顔料剥落部分は補彩されています。また軸、軸首は新品に交換されています。結果、全

体のくすみ感が取れ、画が浮き出て見える様になったのではないでしょうか。なお、修

理報告書は将来再度修理が必要になった時の参考資料として保管します。「エジプト避

行」と入れ替わりに「聖歌族」を修理に出しました。片瀬教会のまた地域の宝として末

永く大事にしていきたいと思います。 
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教会委員会と部会活動について 

                          教会委員長 

昨秋行われた「信徒の話し合い」で教会委員会が何をやっているのか知らない、分か

らないというご意見を頂いていることは以前お知らせしました。そこで、教会委員会と

は何かということを簡単に紹介したいと思います。 

教会委員会は、簡単に言えば「キリスト信者が司祭とともに司牧活動を促進するため

に援助するところ。」ということになります。これは教会法(can.536)に定められていて、

教区司教の判断で小教区ごとに設置され、主任司祭が主宰します。教会法では「司牧評

議会」となっており、教会委員会はこれに準ずるものとなっています。教会の種々の課

題解決するところですが、決定が福音に合っているかどうかが求められます。実際には、

主任司祭、正副委員長と各部会の代表者で構成され、毎月１回(通常は月の第１主日)に

会合を行います。委員会で話し合われた内容は、からし種の「教会委員会報告」で信徒

の皆さんに伝えられるほか、重要なもの、緊急なものなどは「お知らせ」等でもお伝え

しています。 

委員長は、信徒代表であり(昔は信徒総代と呼んでいたようです）、委員会のまとめ役

です。信徒の中には委員長が決定権を持っているような印象を持っておられる方もいる

ようですが、教会の決定は教会委員会の合議により、最終的には司祭によります。これ

は司牧の道からはずれてはいけないことが理由で、ために単純に多数決では決められな

いということです。 

 これから各部会を連載で紹介していきますので、皆様どうかこれを読んで教会の組織

を理解して頂ければと思います。 
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典礼部：                                 

典礼部は共同体の大切な一致と交わりのしるしである「典礼」のために奉仕します。

主に、共同体の兄弟姉妹と囲む主の食卓であるミサの祭壇の準備をし、先唱、朗読など

の奉仕者の依頼をします。その際にはなるべく多くの方々にお声がけします。また、待

降節から始まる典礼歴に従って、黙想会、クリスマス、新成人者の祝福、灰の水曜日、

四旬節、復活祭などの祝日、また、洗礼式、堅信式などの準備も大切な役目です。今年

からは冠婚葬祭部が典礼部に取り込まれ、葬儀や結婚式も典礼部としてご奉仕させてい

ただくことになりました。典礼の準備に関わることによって、イエスの教えが身近にな

り、典礼を通して信仰が深められることは大きな恵みだと思います。イエス・キリスト

に呼び集められた私たちが、一緒に祈る典礼のご奉仕は愛と力を頂く場でもあります。 

 

宣教司牧部：                                    

宣教司牧部は、片瀬教会の信者の皆さんや信者さんではない方々がより教会を身近な

存在に感じていただけるよう、また教会に集う皆さん同士の交流の場が広がるように様

々な活動をしています。今はコロナ禍のため、止むを得ず中止していますが、毎月第２

、第４日曜日にはミサ後の「カフェマリオ」の設営、教会に来たくても来られない方々

には「耳で聞くからし種」を制作、配布しています。教会主催のバザー開催時は「カフ

ェ罪びと」の設営、クリスマスミサの開催を知らすポスター製作と掲示、ペットの祝福

、シネマカフェの開催、また不定期ですが、教会に興味を持っていただいた外部からの

見学要請には保有する文化財を含めて、お御堂でのガイドを行っています。そしてカフ

ェマリオ、カフェ罪人を通じて皆さんの善意で集まったお金は毎年施設へ片瀬教会とし

て寄付しています。コロナ禍が早く落ち着き。また信者の皆さんの交流が盛んになるこ

とを心から祈っております。 

 

総務部:                            

・教会全般の管理 

(行事、事務、衛生、設備、備品、郵便宅配物整理、掲示物作成、貼り出し) 

・ミサ時「お知らせ」作成 

・司祭館内各部屋、トイレの清掃、ゴミの整理と廃棄 

・信徒会館 清掃係の募集 

 「毎日のミサ」年間購読の募集、配布 

・コロナ禍に於いては、消毒に関する備品の調達、補充、ミサ参加者数の記録、保管 
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＊「総てを務める」文字通り、都度発生する案件を関連部署と連携して、教会運営がス

ムーズになるよう動く部署。細かいところに気がつく人であれば、誰でも担当出来る仕

事です。 

 

財務部:                                                 

 財務部・会計は財務担当１名、会計担当４名で構成、教会財政の正確で適正な運用管

理を指針に活動しております。 

 教会は教会維持費を中心に献金と寄付を収入源として、教会活動における各支出に対

応しています。教会の財政は維持費の確保で運営が成り立っているため、コロナ禍によ

り、各教会とも維持費収入が減少し、安定した財務維持に苦慮しておりますが、幸いに

片瀬教会の減少は小幅に留まっており、信徒皆様のご奉仕、ご理解には感謝しておりま

す。 

 現状片瀬教会の財政は比較的安定しており、一定の余剰金は確保しております。然し

ながらこの資金は、建替資金も含め次世代に引き継ぐべきものであり、信徒である我々

はキリストの教えに従い奢侈を排除し、無駄を避けることを心掛けていかなければなり

ません。但し教会として、信仰や宣教に関する支出は積極的且つ大胆に取組む姿勢です。 

 教会は慈善団体でも福祉団体でもましてや親睦団体ではありません。信仰に基づく兄

弟の集まりであり、キリストを告げ知らせる使命を背負っております。教会の本来ある

べき姿を財政の面から担うのが、財務・会計の役目と自覚しております。時として支出

に関し苦言が多いとのご指摘があるやに聞いておりますが、適正な財政の運営、管理を

目指し、担当全員業務を遂行しておりますのでご理解とご協力宜しくお願い申し上げま

す。 

 

広報部：                          

・会報紙「からし種」は、毎月末の主日のミサの日に発行し、聖堂に置いています。記

事案は「からし種」編集部で話し合い、集まった原稿を担当が割り付け紙面構成しま

す。司祭館の印刷機にて 400 部を印刷。手作業で製本を行っています。他の教会にも

送付しています。編集部では、信徒の皆さんからの原稿提供をお待ちしています。 

・ホームページは、ホームページチームで活動。２年前にリニューアルし、「からし種」

の更新や教会活動のお知らせ等をアップしています。 

広報部はこの両輪で教会全般を紹介しております。 
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マドンナ会役員活動 :            

片瀬教会信徒の成人女性は全てマドンナ会員となります。 

その中で、各地区より２名が地区役員として選出され、基本 8名がマドンナ会役員

となります。（状況により選出人数は変わります） 

主に枝の主日、復活祭、降誕祭の準備や教会バザー、片瀬の夕べ等のイベント準備

を担当します。 

コロナ禍で殆どのイベントが中止になっており、現在はミサ受付等のサポート業務

が主になっています。 

今後、日常が戻りましたら各イベントもマドンナ会、ヨゼフ会の区別なく活動でき

たらと思います。 

入信されて間もない方、教会での知り合い作りや、教会の一年の行事の流れを知る

ためにも、是非マドンナ会のお仕事から始めてみませんか？ 

マドンナ会の活動を通して、仲間との絆もでき、いい経験となっております。 

 

ヨセフ会役員活動 :                            

片瀬教会信徒の成人男性はヨゼフ会会員となります。 

主に枝の主日、復活祭、降誕祭の準備や教会バザー、片瀬の夕べ等のイベント準備を

マドンナ会とともに、またクリスマスの飾りつけ準備などを担当します。 

新たに参加された方を身近に感じる機会でもあり、参加によるコミュニケーション

を今後とも図り活動につなげてゆきたいと思います。 

過去の新年会でご要望の多かった懇親会もコロナ禍で開催できませんが、それに代

わる企画も検討します。 

皆様へのお声がけはメール、あるいは直接の電話で行っております、至らぬ点もあ

ると思いますがお気軽にご参加ください。 

 

聖歌隊 :                                         

コロナ禍でもう２年もミサ典礼で聖歌を歌う機会がありません。ご存知のように聖歌

隊はミサで会衆の聖歌をリードする役目を担っています。聖歌は歌といっても祈りなの

で朗々と人に聴かせるものではありません。歌うことにより声を合わせ、心を一つにし

て祈ることが期待されます。片瀬教会の聖歌隊は昭和 21年にでき 75年の歴史がありま

すが、近年隊員の数が少なくなってしまいました。聖歌は信仰によりつくられたもので

しょう。ですから、ハーモニーを奏でると本当に美しいものになります。聖歌は祈りで

すからどなたでも参加できます。過去、隊員が多くいた頃は鵠沼公民館でコンサートを

催し布教活動を行っていました。 

コロナ禍が治まり、また元のように聖歌が歌えるようになったらどうぞ皆様参加してく
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ださい。そしてこの湘南の地で神への賛美の歌を響かせましょう。 

以上。その他の各部紹介は次月に掲載いたします。 

 

 

 

 

 

ローマ教皇の初来日 

 

1981年２月 23日、ヨハネ・パウロ２世は、ローマ教皇として初めて日本にやってき

ました。彼は羽田空港に降り立つと、日本の土にせっぷん

し、以下のように述べました。 

「天正の少年使節以来、たくさんの日本人が歴代のロー

マ教皇を訪ねてくださいました。いま、感謝を込めて、お

返しをしたいと思います」 

教皇はその後３日間日本に滞在し、後楽園球場での野

外ミサ、武道館「ヤング・アンド・ポープ大集会」をはじ

めとして、天皇、首相への表敬訪問ほか、東京カテドラル、

ヴァチカン大使館、上智大学、さらには広島、長崎にも訪

れ、精力的に活動しました。広島では、「戦争は人間のし

わざです。戦争は人間の生命の破壊です。戦争は死です」という言葉で始まる「平和ア

ピール」を発表し、平和記念聖堂で祈りを捧げました。長崎では吹雪の中、野外ミサを

司式し、二十六聖人記念館、大浦天主堂なども訪れました。 

結城了悟著「日本の教会の歴史」は、この教皇来日の記事で終わっていますが、もち

ろんその後も日本の教会の歴史は続きます。1987 年には京都で、1993 年には長崎で、

福音宣教推進全国会議(NICE)が開催されました。2008年にはペトロ岐部と 187殉教者が

列福されました。2010年にはエディンバラ宣教会議 100周年を記念して、世界宣教東京

大会が開催されました。2017 年には高山右近が列福されました。2018 年には「長崎と

天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」がユネスコの世界遺産に登録されました。2019年

の教皇フランシスコの来日も記憶に新しいところです。 

しかし、それら比較的最近のことについては、みなさんそれぞれにお調べいただくと

して、本連載は結城神父のご著書に準じて、ここで終わることにします。 

ご愛読ありがとうございました。

日本の教会の歴史 （最終回） 
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四旬節の月 

３月２日は灰の水曜日、いよいよ四旬節に入ります。信者にとって最も重要なこの時

期、毎年「灰の水曜日」とか「四旬節」がテーマの記事が関連図書やネットにでてくる

のですが、気持ちを新しくする意味で今年も解説してみます。 

・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。 

・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。) 

・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
．．

。ですから、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。
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✝️ ３月の典礼 ✝️ 

2日(水) 灰の水曜日(四旬節) 

(大斎・小斎) 

19日(土) 聖ヨセフ 

 6日(日) 四旬節第１主日 20日(日) 四旬節第３主日 

13日(日) 四旬節第２主日 25日(金) 神のお告げ 

17日(木) 日本の信徒発見の 

聖母 

27日(日) 四旬節第４主日 

 

●３月 ２日（水） 灰の水曜日 ミサ 10:00 20:00 

●３月 ６日（日） 10時ミサ後 教会委員会 

●３月 13日（日） 10時ミサ後 信徒大会 

●３月 20日（日） 黙想会(詳細は別途お知らせします。) 

 

◆ お知らせ ◆ 

◇お願い 

コロナ感染対策は継続しています。ミサ中でも窓を開けて換気を行いますの 

で、暖かい服装で与ってください。 

◇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。 

◇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。 

◇信徒会館の清掃をしてくださる方は聖堂入り口の当番表にご記入ください。 

 

 

 

2022年３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  
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