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２０２２年２月  

 
           

 

                         

 

 

クリスマスと新年とこれからのこと 

ブランチフィールド神父 

 

2021年のクリスマスは、私にとって特別でした。それは 12月 20日が私の司祭

になった記念日で、しかも 60周年の記念日でした。 

思い掛けなく大勢の方々から温かいお言葉とお祝いを頂きました。心から感謝

しております。この紙面を借りて、片瀬教会の皆さんに感謝を申し上げます。 

12 月 19 日池尾委員長より、ひと束になった皆さんからのメッセージを頂きま

した。沢山の祈りと温かいお言葉をありがとう。今、それをゆっくりと読んでい

るところです。 

さて、新年になって新しい年はすでに走り出しています。今年の復活祭は４月

17日です。それを次の目標にして、コロナ禍オミクロンと戦いながら、喜びを持

って復活祭を迎えましょう。 

去年からの課題が一つ残っています。それは私たちがお互いを良く知り合って

理解を深めることです。私たちが知り合って関わり合ってこそ共同体の力が発揮

されるでしょう。委員会でどうしたら良いかと考

えていますので、そのうち進められる事に対して

協力したいと思います。 

今年の灰の水曜日は３月２日です。その後四旬

節中に黙想会を考えたいと思います。では皆さん、

お互いのために祈りましょう。 
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2022 年 1 月度 教会委員会報告 
 

開催日時：2022年１月 16日(日)午前 11時 30分～12時 50分 

参加者：ブランチ神父、委員長、副委員長、典礼、冠婚葬祭、福祉、総務、広報、

教会学校、中高大青会、ﾏﾄﾞﾝﾅ会、ﾖｾﾌ会、ｷﾘｽﾄ教連絡会、一粒会、 片

瀬修道院、モンタナ修道院 

 

□ブランチ神父様挨拶 

・新しい年を迎えて走り出したところです。よろしくお願いします。昨年は９ 

月頃からクリスマスに向かって協力してきました。新しい目標として復活祭に

向け、精一杯協力し合い、話し合っていきましょう。 

・去年を振り返るとお互いのイメージのずれがあると思う。今までの司祭の下

で体験してきたことと違うことが起こる。何でも固定されたものではないので

話し合っていくことが大事だと思います。復活祭も典礼的に色々話し合ってい

きたいです。昨年からある委員会の課題を受け入れ協力して解決していきまし

ょう。 

 

□日程 

１．最近のコロナ再拡大の状況下で主日ミサのやり方を検討した。第５地区他

教会の対応も参考にした結果、地区別とはせず日曜日２回のミサを継続する。

但し、感染対策の徹底、特に換気を十分行うことにし、司教様よりミサ免責

事項はでていることを再度周知する。 

２．1月 16日(日) 第５地区「祈りの部門」 14:00〜 

３．1月 18日(火)～25日(火) キリスト教一致祈祷週間 

     １）1月 22日(土) キリスト者一致のための合同祈祷会 

              14：00～15：00 オンライン 

     ２）1月 23日(日）「聖公会とカトリック合同 夕の礼拝」 

              16：00 カトリック藤沢教会 

４．1月 30日(日) 第５地区「伝えの部門」14：00～ 大船教会 

５．1月 31日(月) 福祉部会 14:00 

 

□ 報告および連絡事項 

 １．降誕祭ミサ人数 24日(金) 18:00 135 名 21:00 82 名  計 217名 

           25日(土) 10:00 122 名 

           26日(日) 10:00  90 名    

いずれも信徒会館は不使用で済んだ。 

 ２．2021年の主な出来事（資料 1：信徒大会資料に入れる予定）内容を確認し、

追加修正あれば委員長へ連絡のこと。 

 ３．第 40回横浜教区典礼研修会 今年はオンラインで実施。２月 11日から

６月５日の期間 YouTube で配信。共同体単位での受講なので、日時を
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決め申し込む。信徒への開催案内をする。 

 ４．2021年教会現勢調査結果(総務) 2021 年度 信徒総数 887人 

(内 男 282人、女 605人) 

 ５．報告が遅くなったが聖堂の椅子にカバーを付けた。後ろにポケットがつい

て聖歌等が入るようになっている。 

 ６．昨年のクリスマスのハンドベルは教会学校だけでなく、中高大青会の協力

を得られ皆でできた。また、典礼部が人数分の侍者服を調達してくれる等、

皆が協力した成果で良かった。 

 

□ 検討・討議事項 

１．信徒の交わりを広め、深めるための活動と信徒大会について 

１）コミュニティ毎の集まり 

 ①“コミュニティ”とは、神父様の発案で、従来の“地区別”と分ける 

ためのネーミングで町(丁)や地域単位に分けたグループ。信徒の分 

布を調査した 結果、藤沢市南部と鎌倉市南西部に集中しているので 

この地域は、町(丁)単位に分け、その他の地域は括りを大きくしてあ 

る程度の人数の塊を作る。コミュニティ毎の集会を始め、近隣に住む 

信徒同士を知るようにする。 

②信徒大会は、２月 13日(日)10時ミサ後に行う。 

③信徒大会において、コミュニティの区分、集会の主旨、方法等を説明 

する。 

④信徒大会、コミュニティ集会開始迄の準備日程 

  ・１月 31日迄に教会委員長から各委員へ信徒大会資料原案を配布 

  ・２月６日 ２月度教会委員会(信徒大会資料等の最終確認) 

・   ７日～12日 信徒大会資料印刷等準備 

・   13日 10時ミサ後信徒大会(コミュニティ集会の主旨、方法等を 

        説明)    

・   20日 コミュニティ集会の開始 

        日時：10時ミサ後 30 分～１時間程度 

        場所：聖堂、信徒会館１F、２F、応接室等を使い、１日に

複数のコミュニティ集会を行う。 

２）その他の信徒の交わりを深める方法として、①世代、年代を越えた交 

わりの促進、②みことばの分かち合い の２件が委員から提案された。 

(委員会資料別紙２) 

 ２．各部会の活動 

  １）組織改編提案として、典礼部と冠婚葬祭部を統合し典礼部とする。 

司祭了承。冠婚葬祭部に属している人は引き続き典礼部員に属する。 

今年度から実施する。 

  ２）各部会にお願いした活動内容アンケート結果(委員会資料別紙２)は、 

各委員とも資料を読んで他部会の活動を理解する。 

また、「今やっていないがやるべきと思っていること」「教会組織全体 

として今後こうしたら良いのではないかと思っていること」も参考に 
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して教会組織の見直しに役立てる。 

  ３）各部会活動の信徒への伝え方 

    ①信徒大会資料での紹介（各部会メンバー表に活動内容要約を加える 

原案を委員長が作成し、各部会長が確認する） 

    ②からし種への紹介記事掲載（各部会長が作成。内容は自由だが、信 

徒が理解しやすい内容。原稿〆切２月６日） 

  ４）「今やっていることで自分たちの活動になじまないと思っていること」 

    ①冠婚葬祭部から、鎌倉霊園墓地の管理について、墓地所有者が墓地 

委員となって管理すべきではないかとの提案あり。冠婚葬祭部と教 

会委員で墓地所有者が中心となって話し合いをもつことにした。 

    ②福祉部から、クリスマス献金の献金先決めと振込作業を教会全体で 

できないかという提案あり。献金先決めは、昨年のクリスマス献金は 

福祉部の献金先提案を掲示し、信徒の中から希望があれば考慮する。 

今後も信徒からの希望献金先を公平な形で募る。振込作業は教会委員 

が分担して行う事にする。 

  ５）司祭からの要望として、各部会との話し合いをしたいので部会を定期 

的に開いてほしい。司祭としては、十分な話し合いが必要と感じてい 

る。 

次回委員会開催 ２月６日

 

 

2021 年度 クリスマス献金 
今年度は 185,927 円の献金がありました。ご協力ありがとう

ございました。昨年度は 220,000円を聖母訪問会メハラ修道

院・麦の会・ノア・アルペ難民センター・AFMET・ペシャワール

会・社会福祉法人「創」へ 20,000円ずつ、聖地の子どもを支え

る会・サンワークかぐや・エスナック・シャローム の会・ガリ

ラヤ・CTVC・あかつきの村・JLMMへ 10,000円ずつの寄付が出

来ました。 

 今年度の寄付先は皆様からのご希望も含めて決めていきたい

と思っています。聖堂入口掲示板の用紙にご希望先をご記入下

さい。 （福祉部） 
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2021 年 降誕祭 

今年も昨年同様、新型コロナ感染防止の為、人数を３回に分けてミサは行われま

した。ミサの前にハンドベルの神聖な音色が響き渡り、温もりのあるクリスマス

のスタートとなりました。 

 

  待ち望んだ素敵な瞬間     教会学校 M.M. 

「是非ハンドベルの演奏を！」とのブランチ神父様の想いに、正直出来るかな

と不安でした。2021年はコロナ禍の為、殆ど活動が思うように出来ず、まず子ど

も達が集まってくるか心配でした。 

しかし心配をよそに指導者や協力者はすぐに集まり、また中高大青会の皆さん

と共に練習を始める事が出来ました。ベルをやりたいという子ども達が毎週一人

増え、二人増えと集まって来ました。練習を進めていくと、本番にはどうしても

出られないお子さんが練習に初めて参加する新人？！にベルをゆずったり教え

てあげたり、また、未就園児を中高大青会のお姉さん達や若いリーダーが面倒を

見る姿、小さい年齢の保護者の方々が必死に練習をする姿が微笑ましく、待降節

のとても素敵な瞬間を感じました。待ち望むと言う･･･ 

 迎えた本番、羽をつけた小さい天使も、少し成長した羊飼いたちも立派に落ち

着いて「しずけき」を演奏し、神父様と入堂する幼いイエス様をお迎えしました。

ミサ中幼い天使は、祭壇の上の席で、まるで真夜中をむかえた小さい羊飼いがイ

エス様と寄り添う様な姿で寝ていました。本当のクリスマスの絵を垣間見た気が

しました。 ご協力下さった全ての皆様に感謝します。そして素敵な要求をして下

さった神父様、それに答えた子ども達にありがとうと言いたいです。 
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聖家族の洗礼式（12 月 26日） 

クリスマスの後の主日は聖家族の祝日です。教会はイエスの子どもの頃の家

庭生活に思いを馳せます。この素敵な日に洗礼式を迎えられた、赤ちゃんのお

母様からのご挨拶です。  

 

      娘の受洗にあたって  アッシジのフランシスコ M.T. 

 12月 26日、聖家族の温かい御ミサの中で、娘は洗礼の秘跡を授かりました。

娘の受洗にあたり、ブランチフィールド神父様、代母の方、典礼の皆様、片瀬

共同体の皆様には大変お世話になりました。 

また、洗礼名を決めるにあたり、兄の洗礼名にもお名前をくださったマリオ

神父様に候補をいただき、「マリア・フランシスカ」という素敵な洗礼名に恵

まれました。この場をお借りして、皆様に心より御礼申し上げます。教会の皆

様に祝福のお言葉をいただきまして、胸がいっぱいになりました。本当にあり

がとうございました。 

娘は、昨年の５月に産まれました。５月の誕生花

すずらんは、花言葉が「純粋、純潔、謙遜、幸福が

再び訪れる」とあることからマリア様の花とも言わ

れているそうで、すずらんの花と初夏の瑞々しい新

緑の葉から名前をもらいました。娘が信仰と共に育

つこと、また片瀬共同体の中で育つことは、いつか

娘の人生の中で救いとなり、大きな恵みになると信

じています。 

４歳の兄は、最近になって教会で聴いていた「主

の祈り」や「アーメンハレルヤ」を歌うようにな

り、自然や自分たちを創ってくださった神様につい

て話すようになってきました。クリスマスや妹の洗

礼を祝うなかで、神様や教会をより身近に感じ始め

たようです。 

娘も兄同様、神様と教会の皆様の愛の中で豊かな信仰生活を歩めることを願

い、私たちも親として努力していきたいと思います。これからも家族ともども

よろしくお願いいたします。 

 



7 
 

祝 新成人 

１月９日主日のミサの中で成人式が執り行われました。片瀬教会の信徒からは

次の９名の方々が新成人となりました。 

 

成人の実感   アッシジのフランシスコ T.H. 

１月９日のごミサで成人の祝福をいただき、ブランチ

フィールド神父様、片瀬教会の皆様が温かくお祝いして

下さり、感謝の思いで一杯です。10 日の市の成人式より

も、成人の実感を持つことができました。洗礼の祝福を

いただいた教会で 20年後に成人式のお恵みをいただくこ

とができ、大変幸せに思います。現在、大学で地球科学

という分野を学んでおります。まだ将来取り組みたいこ

と、こうなりたい自分は明確になっていませんが、イエ

ス様の教えを胸に、多くの人の幸せに繋がるような仕事

に就きたいと思います。コロナウイルスの蔓延により、先の分からない状況で

はありますが、皆様のご健康をお祈りしております。この度はありがとうござ

いました。  

      これからの目標  ミシェル・ルカ D.K. 

成人迎えこれからの目標として、私は先を見据えた考えを持って行動してい

くことが出来る成人を目指して行きたいと思っています。20歳ということは社

会の一員であるため、一つ一つの行動に責任を負わなければなりません。今現

在、コロナウイルスにより社会的に影響が起きており、まだ学生の身分なの

で、出来ることは少ないですが、看護師を志している者として不要不急な外出

は避け、少しでも感染増加を防ぐ働きをしていきたいと考えています。また、

私は将来、病を抱えた人の手を取り、寄り添えるような看護師を目指している

ので、勉学の方にも励んでいき、理想の看護師になれるよう努めていきたいと

思います。  

クリストファー M.O.       マリア N.K. 

ミシェル・ルカ D.K.       ルカ  R.S. 

フランシスコ  S.S.       ルチア H.T. 

レオ R.F.            イグナチオ J.Y. 

アッシジのフランシスコ T.H.  
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侍者ご奉仕の子供たちへ感謝 

１月９日 10 時のミサ後、侍者のご奉仕をよくしてくれている子供たちへ、神

父さまより感謝への気持ちとともにプレゼントをお渡ししました。 

教会へのご奉仕は共同体の大切な役割です。皆さま率先してのご参加をお願い

いたします。 

 

 

典礼の色いろいろ 

毎週ミサで手に取るリーフレット。めくると右端に当日のミサで起こることが

書かれています。例えば、今年１月２日「主の公現 (白）」というようなもので

す。ここで毎回色が表されていますがこれは何なのでしょうか。これは典礼色と

いって典礼の特徴を示す、典礼暦をビジュアル的に表現するための色で、1100年

代に決められたそうです。典礼祭儀の際に使用する祭服、ストラに用いられます。

大体、白、赤、緑、紫の４色でその他、黒、バラ色、金色、青があるようです。 

白…神の栄光、清らかさ、喜びを意味し、表現する祝祭日に用いられます。 

  復活節と降誕節、受難の日以外の主の祭日・聖母マリア、天使、殉教者でな 

い聖人の祝祭日・諸聖人（11／1）と洗礼者ヨハネの誕生（6／24）の祭日・ 

聖ヨハネ使徒福音史家（12／27）・聖ペトロの使徒座（2／22）・聖パウロの回 

心（1／25）の祝日です。 

赤…火、愛、殉教を示す象徴。 

  受難の主日・聖金曜日・聖霊降臨の主日・主の受難の諸祝日・使徒および福 

音史家の帰天の日・殉教者諸祝日に用いられます。 

緑…希望、歩みの堅実さ、忍耐深く聞くという意味があります。 

  年間の典礼に用いられています。 

紫…償い、回心、節制、待つこと、死者の贖罪と死者のための贖罪と祈りを表し 

ます。待降節・四旬節や死者のための典礼に用いられます。 
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公会議の新風は日本にも 

 

1962 年６月 10 日、二十六聖人の列聖百年祭が長崎で盛大に行われました。舟

越保武（ふなこしやすたけ）氏制作の記念碑の前に、外国からの巡礼者を含む大

勢の信者が集まり、新しい時代の始まりを象徴するかのようでした。 

そしてその年の 10 月、ローマでは第二ヴァチカン公会議が開催されます。発

起人であるヨハネ 23世は惜しくも 1963年に帰天しましたが、公会議はその後も

新教皇パウロ６世に引き継がれ、同年９月に第２会期が、翌 1964年に第３、第４

会期が開かれ、1965 年に終結します。全世界から投票権を持つ代表者が集まり、

４年間にわたって教会の現代化をテーマに議論したこの会議は、プロテスタント

や他宗教を認め、交流を促したこと、典礼のローカル言語化を許したことなど、

その後の教会のあり方に大きな影響を与えました。 

日本でもさっそく典礼の日本語化が行われ、一般信徒がより積極的に典礼に与

れるようになりました。カトリックとプロテスタントの聖書共同訳の作業も始ま

り、1978年にはその最初の成果である共同訳新約聖書が出版されました。 

公会議の教えとともにヨハネ 23 世やパウロ６世の、世界平和や社会問題に対

する積極的な関与を促す指導は、日本の教会にも刺激を与えました。ベトナム戦

争後の難民受け入れにも（難民にはカトリック信者が少なからずいたこともあっ

て）、カトリック教会は一定の役割を担いました。

カトリックの社会福祉協議会は、1969 年に正式に

ユネスコの NGOメンバー国際カリタスに加盟し、カ

リタス・ジャパンとなり、難民や災害被災者の援助

活動を今も続けています。 

1973 年に沖縄が本土復帰を果たすと、那覇教区

は日本の 16 番目の司教区になりました。同じ年、

大阪の田口大司教が枢機卿に任命されました。1978

年、ヨハネ・パウロ２世が教皇に選出されると、翌

1979 年に長崎の里脇大司教が枢機卿に任命されま

した。 

（結城了悟師による同名の著書をベースに構成）      二十六聖人記念碑（部分） 

日本の教会の歴史 （五十三） 
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✝️ ２月の典礼 ✝️ 

2日(水) 主の奉献 14日(月) 聖チリロ隠世修道者 

聖メトジオ司教 

 3日(木) 福者ユスト高山右近

殉教者 

20日(日) 年間第７主日 

 5日(土) 日本 26聖人殉教者 22日(火) 聖ペトロの使徒座 

6日(日) 年間第５主日 23日(水) 聖ポリカルポ司教殉教

者 

10日(木) 聖スコラスチカおと

め 

27日(日) 年間第８主日 

13日(日) 年間第６主日   

 

◆◆お知らせ◆◆ 

◇例年 2月に行う信徒大会は、3 月 13日（日）10時ミサ後に行う予定です。 

 ※1 月教会委員会では 2 月 13 日予定としましたがコロナ対策の為延期します。 

 

◇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。 

 

◇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。 

 

 

 

2022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  
 

 

https://www.catholickatasechurch.com/

