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交 わ り 

片瀬教会 管理司祭 芹沢博仁 

 明けましておめでとうございます。皆さん、コロナ禍という厳しい環境の中で、

例年とは違う思いで新しい年をお迎えと思います。 

 毎年「世界平和の日」（1月 1日）にちなんで教皇メ

ッセージが発表されます。その中で「共通善」という

言葉がよく使われます。昨年には「教会はキリスト教

の価値観の伝達、道徳的な教え、さらには社会的・教

育的活動を通して、正しい秩序を実現させるために全

身全霊をかけてかかわり、共通善のために尽くし、平

和への希望をはぐくみ続けている」と述べられていま

す。わたしたちの教会もこの方向で確かな歩みを進めていければと思います。 

 先日、司教出席の会議がありました。話題はどうしてもコロナから抜けられな

いのですが、今は何をやってもどんどん縮こまってしまう。近隣の教会どうしの

繋がりをみても。梅村司教様は標語を「交わりのなかの交わり」としているよう

に、交わるというのを大事に司牧されていますが、「懸念しているのは、コロナ禍

の中での対応を現在の小教区毎にという状況が長く続くのだとすると、小教区の

殻からまた抜けられなくなってしまうということにならないようにしてきたい」

とおっしゃっていました。 

 教会は基本的には交わりですから、ある人たちがいないということ自体、やは

り交わりも欠けたものでしかありません。工夫しながら交わりを確保できればと

思います。11月には藤沢教会の国際ミサが行われました。各コミュニティからの

参加者は限られましたが、規模なり、割合を替えざるを得なくとも、交わりを持

ち続けようという以前よりも強い意識が大切かなと思います。同じ視点から、主

日のミサについても、現行の割り当てられた地域だけでという形以外に、人数制

限はかかるけれどすべての地域からある主日に集まることができないかとも考

えます。 
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 10 月末には第５地区内入門講座担当者の集いが藤沢教会聖堂で行われました。

11月には教区典礼委員会主催の集りもありました。いずれも広い聖堂を使うこと

で、リスクを抑えて実施出来たものです。このように、もう少し周りの教会の集

りにも利用したら良いのではと思います。近隣教会の交わりというとき、そうい

うことも十分あり得るのではないでしょうか。 

状況に合わせていろいろと工夫したら、やれることがあるのではないかと思い

ます。交わりの意識を強くして、この年を良い一年としましょう。 

 

 

新年にあたりつれづれ思うこと 

                           教会委員長  

新年あけましておめでとうございます。年頭にあたり昨年の振り返りと今年の

思いを書かせて頂きます。昨年は大波乱の年でした。初めからコロナ感染拡大が

始まり、教会活動が制限された中で、パスカーレ神父様が教会を離れ、これから

どうするのか心配で寝付けない時もあって、司祭のことで教区事務局へ探りを入

れたこともありました。5 月に芹沢神父様が管理者として着任されたので安堵し

たことを覚えています。ミサを含め一切の活動が休止した後、6 月から主日ミサ

を再開の時も“３密を避ける”にはどうするか、委員会の皆様に知恵を絞って頂

き“地区別”という方法で何とか再開することができました。このような逆風の

中、いくつか気づかされる事がありました。 

１． 地区別ミサを行う上で、多くの方のご協力があります。特に典礼部、総務

部は困難の中、ミサのやり方、司祭との連携、感染防止策等の工夫をし、

毎週精力的に活動され教会を支えて頂いていることは有難いことです。 

２． 司祭が常駐しない中、総務部の発案で電話番制度が作られました。これは

信徒全員の協力で成り立っていくものです。多くの方の協力をお願いしま

す。 

３．有志による教会へ来られない方へのからし種ポスティングが行われていま

す。当初委員会で、地区別ミサのため月末になる地区の方々のためにポス

ティングしようという意見で始めたのですが、「近所の方々は私が引き受け

ます。」という有志が現れお任せするようになりました。事情があって教会

へ来られない方も結構いることが分り、その方にも教会の状況をお知らせ

するためポスティングをしています。 
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４．宣教司牧部ではミサの説教をＣＤで配布できるようにされました。毎週ミ

サに与れないので有難いことです。 

５．8月にはホームページがリニューアルされ、片瀬教会の情報発信ツールと

して充実させていきたいです。 

６．コロナ対策を軸に、第 5地区教会委員長の連絡が多くなり、地区としての

連携が強まりました。情報交換し、互いに良いとこ取りして教会活動に反映

させてきました、等々。 

では今年はどうかというと、当分コロナ鎮静化は無理と感じています。当分、

地区別ミサ、活動の制限が続くでしょう。そのような中で思うこところは 

1．子ども達に教会へ来てほしい。当然感染の危険があるので難しいとは思い

ますが、子ども達はいつでもミサに与れるようにしています。また、子ども

が希望すれば侍者奉仕等をさせてあげるようにしてほしいと思います。 

２．教会活動は神への奉仕です。私たちが「わたしの兄弟であるこの最も小さ

い者の一人にしたのは、わたしにしてくれたことなのである。」（マタイ 25・

40）ということを多く実現していけるようにと思います。 

３． よく委員長の意向、決定を求められることがあります。しかし、教会法上

からしても委員長に決定権はありません。それより皆の教会なので話し合

いをして物事を決めていきたいです。それには、考え方が色々ありますの

で互いに尊重しあうことが大切だと思っています。 

最後に教皇様は昨年 12 月 8 日から今年 12 月 8 日まで教会の保護者「ヨセフ

年」を宣言されました。片瀬教会は聖ヨセフ様に献堂されています。今年は聖ヨ

セフ様のことを思い直してみませんか？ 

 

 

2020 年 12 月度 教会委員会報告 

日時：2020年 12月 6 日（日）11：10～13：45 

出席者：芹沢司祭、委員長、副委員長、総務、福祉、財務、典礼、宣教司牧、

ヨセフ会・営繕、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、片瀬修道院、広報 

 

芹沢神父様より 

・教区で司祭は月に一度集まりをやっています。12月はテレーヌというパーテ

ィを伴う集まりですが、今年はコロナで普通の集まりになりました。神奈川の

司祭と静岡・長野の司祭とでは温度差があって、静岡・長野では、司祭が「県

外に行っていませんよね」とか「県外の人に会っていませんね」と言われるら
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しく中々県外にでられないそうです。このように横浜教区では地域ごとに違う

ので小教区ごとに対応することになっていますが、近隣、地区でばらばらにな

らない様に考えてほしいということが出てきています。このままでは教会運営

に支障がでてきます。1月には成人式もあり、集まる人数を変えても祝い事はや

りたいです。6月 20日には堅信式があります。6月にはどのような状況になっ

ているか分かりませんが、藤沢は 12月 5日であり 6月が難しければ合同という

ことも考えられます。藤沢は洗礼式の準備を始めています。受洗者のみとなる

かも知れないが、今年のようにパニックにならない様準備をすすめていけたら

なと思います。片瀬の司祭はまだわかりません。発表は 1月末頃と思います。 

□ 12月以降の日程確認 

  １．12月の主日ミサも引き続き地区別で１０時のみ。 

 6日 津・津西・西鎌倉 13日 腰越・七里ガ浜・他   

20日 片瀬海岸・鵠沼   27日 片瀬・片瀬山・目白山 

 ※片瀬海岸・鵠沼地区は参加者が多いので他地区の方はお控えください。 

  ２．現状では 2021 年１～3月まで地区別ミサを継続する。 

  ３．クリスマスミサ 12月 24日 18:00、21:00 25日 10:00の 3回 

  ４．1月教会委員会は、1月 17日（日）(第 3週)とする。 

 

□ 報告および連絡事項 

１．2021 年 片瀬教会堅信式が 6 月 20 日（日）に決定と教区から連絡あり。

受堅者は今のところ子ども 10人ほど。大人は未定。 

２．聖堂エアコン 9 台業者によるクリーニングを 11 月 30 日実施。費用税込

￥79,200（見積通り） 

今後 3年程度のスパンで実施した方が良いとのこと。（総務） 

３． 植木剪定は 11 月に実施。のべ９人でトラック 3台分のごみが出た。 

費用税込￥261,800。2年ほどしていなかったので、一度に多くのごみと 

 出費があった。今後は毎年実施を計画する。（総務） 

４． 藤沢市民クリスマスのポスターを掲示した。今年は You Tubeでの配信。

予告は既に観ることができる。 

協賛金￥20,000 を支払う。(市内キリスト教連絡会) 

 

□ 検討・討議事項 

１．今年の降誕祭のやり方 

  １）ミサ参列申込者数 12月 24日 18:00…72人、21:00…70人   

25日 10:00…95人 

  ２）今回委員会で承認された聖堂着席案では、最大 112 人入ることがで

きるので、抽選は不要。 

  ３）当日来る未信者等については許容範囲で受け入れる。(上記 112 人 

に収まると想定)。25日は、聖堂のエントランスに椅子を置くことも

考えられる。 

  ４）当日受付は、申込書を基に受付。未信者等は連絡先を記入。 

  ５）各ミサに受付係 4 名、席案内係 4 名ほど必要であり、委員会メンバ



5 

 

ーだけでなくマドンナ会、ヨセフ会で係を募る。皆様の協力をお願

いします。 

    ６）聖歌は聖歌隊 4名で、入祭、奉納、拝領、閉祭の 4か所で歌う。24

日は香部屋の前、25日は聖堂後部で歌う。ハンドマイク 2本準備す

る。25日は車椅子での参列者がいるので香部屋前にいてもらう。特

別な感染防止が必要。 

    ７）ミサ式次第は作成せず、リーフレットのみとする。 

    ８）駐車場は自由。 

    ９）侍者は子ども優先で申込から確認。人数不足の場合は大人が参加。 

    10）聖体拝領の時間を短くするため臨時の聖体奉仕者を準備する。 

  ２．12月 31日の深夜ミサは中止。1月 1日 神の母聖マリアのミサは 9:00

と 11:00の 2 回おこなう。参列は自由。 

  ３．クリスマス献金は、集金結果で福祉部が献金先を 1月度委員会にて提案、

審議する。献金希望先があれば福祉部に申し出ること。 

４．司祭館の修繕・補修について 

  以前の診断士Ｙ氏による見積では、最低診断に 28 万円、耐震設計に 21

万で約５０万円かかる。そのため、将来にわたり司祭館をどうするかビ

ジョンを策定した上で対策を進めることとした。 

  長期的な視点と即必要な対策を分けて進める。そのため、 

１） 来年新任司祭が決まったら、意向を伺ってから修繕・補修を対応

する事とし今すぐには動かない。 

２） 但し、窓、電気配線等不具合箇所はすぐに修理にかかる。 

３） ビジョン策定を多角的面から検討するため修繕 PJ としてメンバ

ーを募る。メンバーは現在の教会委員以外でも加わってもらう。 

  ５．長谷川路可掛軸修復について 

    12 月 15 日に神庭氏ともう一人 2 名が来られ掛軸を鑑定してもらう。教

会からは 4人立ち会う。 

  ６．小田急 片瀬江ノ島駅広告(2020.2.1～2021.1.31 150,000￥)は継続する。 

  ７．2021年間行事予定は 1月教会委員会まで各委員に検討依頼した。 

    但し 1月は、10日（日）新成人祝福、17日（日）キリスト者一致のため

の合同祈祷会(藤沢 YMCA)をするが、「車と運転者の祝福」は行わない。 

  ８．2021年信徒総会については、いくつかのやり方をたたき台として提案し

1月教会委員会で決めることとした。 

  ９．聖堂等の状態（置物、配置等）を変更するのは、司祭や委員会で認可後

に行う。現在司祭が常駐していない状態なのですぐに確認を取れない場

合があるが独断せず、関係者に相談してから行うことを確認した。 

     

 

   ・次回教会委員会は、1 月 17日（日）10時ミサ後開催。 
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教会委員会の報告にもあるように、現在 常駐司祭が不在なのでこの時期を利

用し、新任司祭が着任を想定した司祭館をリフォームを検討してきました。築約

90 年経つ建物の現状からすると司祭居住区は少なくともクリーニングは必要と

されますが、それ以外に耐震強度、老朽化している設備をどうするか、また建物

を司祭館としてだけでなく事務所、物品保管場所としても使用しており、司祭居

住区とそれ以外の棲み分け等、検討する課題が多く出てきました。 

長い歴史のある片瀬教会の建物としては聖堂と共に切り離せない建物と考え

ている方がいる一方で、建物の由来をご存知ない方も多くいらっしゃいます。そ

のような事を検討し、12月度教会委員会では以下の事を決めました。 

１．2021 年新任司祭が決まったら、司祭の意向を伺ってから補修や修繕を行う。 

２．但し、窓や電気設備等の不具合箇所はすぐに修理にかかる。 

３．将来的観点から今後司祭館をどのようにしていくか、ビジョンを策定する。 

  これは、教会の歴史を含めた価値を見直すこと。ということです。 

ここで信徒皆様にお願いしたい事は、３．ビジョンを策定するために多角的に

検討していく修繕プロジェクトを立ち上げたく、そのためにこのプロジェクトに

参加して頂きたいということです。志のある方は、教会委員長池尾へ申し出てく

ださい。多くの参加をお待ちしています。 

 

一粒会からのお知らせ  ～オンラインザビエル祭～ 

一粒会から次のようなお知らせが届きました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

神学生たちの手作り感がある、しかし凝った内容の見応えのある映像がたくさん

あります。ぜひ一度ご覧ください。 

 

東京カトリック神学院ザビエル祭のオンライン映像 

皆様すでにご承知のことと存じますが、本日より下記の URLで 

オンラインザビエル祭の映像が見られます。 

http://x2.gmobb.jp/xaviersupporter/ 

どうぞ密にならない環境下でお楽しみください。 

 

司祭館の修繕・補修と将来を見据えるプロジェクト 
 

http://x2.gmobb.jp/xaviersupporter/
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（四十一） 

 

潜伏キリシタンの時代 

 宣教師はいなくなり、日本は閉ざされた国になりました。フィリピン経由で日

本に潜入しようとする宣教師たちは、たちまち発見され、拘束されました。1642

年には、アントニオ・ルビノ神父ほか、4人の神父が長崎の西坂で殉教しました。

そのなかには、最初のポーランド人殉教者、アルベルト・メチンスキの姿もあり

ました。1643年にはキアラ神父ほか 4名が江戸に送られ、拷問の末、キリシタン

屋敷に死ぬまで留め置かれることになりました。 

 こうして幕府はキリシタンの消滅を期待しましたが、キリシタンたちは意外に

しぶとく、地下にもぐって生き残りを図りました。このような厳しい時代が来る

ことを予想していた宣教師たちは、事前に生き残る道を信者に伝えていたのです。

自由な時代から続く聖母会、ミゼリコルディアの組、ロザリオの組、ご聖体の組

などの信心会が、信者の支えでした。組の会長であった人たちが、神父の代わり

に洗礼を授けたり、教理を教えたりしました。 

 潜伏教会はよく祈る教会でした。祈りの中でもコンチリサン（痛悔）の祈りは、

大きな役割を果たしました。踏み絵を踏んだり、宗門改めで表向き棄教を宣言し

たり、葬式に僧侶を呼んだりしたあとで、あわれなキリシタンたちは、家の奥に

隠した祭壇の前で、ゆるしを求めて祈るのでした。 

 潜伏キリシタンの最初の世代には、まだ数人のすぐれた伝道士がいました。な

かでも外海（そとめ）のバスチャンと呼ばれる人物は有名です。彼はけっきょく

殉教者となりましたが、1 枚の紙に年間の主日祝日を記した教会暦と、7 世代後

にパードレたちが戻り、教会が必ず復活するという予言を残しました。殉教した

彼の遺体は、長崎の樫山に葬られました。 

 2018年に「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」は、ユネスコの世界文

化遺産に登録されました。  

 

 

 

 

 

日本の教会の歴史 

 

（結城了悟師による同名の著書をベースに構成） 
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神は私自身よりも私の近くにいらっしゃる。神は木や石にも同じように 

近く寄り添っておられるが、木や石はそれを知らない。 

                          マイスター・エックハルト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

知恵の雫 

 

 

 

 

２０２０年のクリスマス 
 

主の降誕 

夜半のミサ 

18 時   70 名 

21 時   69 名 

コロナ禍の中、申し込み制で 1 人 1 回ミサに与りました。 

 

主の降誕 

日中のミサ 

    81 名 
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2021 年 1 月 2 月の主日ミサ 

１月 3日 津・津西・西鎌倉・他 

    10 日 腰越・七里ガ浜・他 

    17 日 片瀬海岸・鵠沼・他 

    24 日 片瀬・片瀬山・目白山・他 

    31 日 津・津西・西鎌倉・他 

 

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月までは地区別ミサの予定 

 

●12月 31日深夜ミサはありません。 

●1月 1日神の母聖マリアのミサは、9:00と 11:00の 2回です。 

 いつものように感染防止対策を行います。 

◇“The説教” ～宣教司牧部のお知らせ～ 

地区別ミサのため、各ミサのお説教を録音して CDにしています。聖堂入口

に置いてあります。 

 

パスカーレ神父様からお便りをいただきました！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

片瀬教会の皆様 

 

「主において常に喜びなさい。重ねて言

います。喜びなさい。……主はすぐ近

くにおられます。」（フィリピ 4・4－5） 

 

ご無沙汰しております。 

いつも私の回復を祈ってください 

ましてありがとうございます。よい 

クリスマスとよいお年をお迎えくだ

さい。  

感謝のうちに。   

 

2020 年 12月 17日 

    パスカーレ・ヴィンチェンツォ 
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊2021 年１月の典礼＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

1日(金) 神の母聖マリア 24日(日) 年間第３主日 

 2日(土) 聖バジリオ 聖グレゴ

リオ(ナジアンス) 

司教教会博士 

25日(月) 聖パウロの回心 

 3日(日) 主の公現 26日(火) 聖テモテ 聖テトス司教 

10日(日) 主の洗礼 28日(木) 聖トマス・アクィナス司

祭教会博士 

17日(日) 年間第２主日 31日(日) 年間第４主日 

21日(木) 聖アグネスおとめ 

殉教者 

  

 

☆ホ－ムページもご覧ください☆ 

 

 

２０２1年 1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 

新しい URL https://www.catholickatasechurch.com  
 

 

https://www.catholickatasechurch.com/

