
1 
 

２０２２年６月  

 

 
           

 

                         

 

祈りましょう 
ブランチフィールド神父 

  

 

５月 24日。まもなく６月となって聖霊降臨の祝いを迎えます。机に向かうと、

かつては川が少し見えたのに、木々の葉っぱが増えたので、緑しか見えません。

軒下に宿っていた小鳥たちは、育って飛び回っています。 

このごろミサの朗読に、イエスが約束された聖霊がよく話題になります。聖霊

は、誕生したばかりの教会の動きを導いて、様々な問題の解決を助けてください

ました。 

たえず私たちといっしょにおられる聖霊の導きと御助けを、今でもいただきた

い。全世界に広がったコロナウィルスの影響は、いたるところにあります。この

危機から立ち上がろうとしている教会共同体を支えていただきたい。さらに、戦

争の絶えない世界に、ウクライナ、ミャンマーなどの平和を祈りたい。 

片瀬教会のためにも聖霊の御助けを祈ります。地域に基づいてコミュニティを

たくさん作ろうとしています。身近に住んでいるみなさんが、お互いをよく知り

合って、共同体の力が増していくように願っています。 

最後に、子供たちのために祈りたい。今年も来年も再来年も、初聖体のために

上がってきます。子供たちが信仰の中で育っていなければ、形だけになります。

どうかお父さんお母さんのみなさんにお願いします。子供たちといっしょに、で

きるだけ毎日、祈ってください。簡単でいい。子供に合う祈り。「神様、今日のた

めにありがとう。お父さんお母さんのためにありがとう。お父さんをいつも守っ

てください」などと、祈ってください。 

神様不在の家庭に、信仰は育ちません。 
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2022 年 5 月度 教会委員会報告 

 
開催日時：2022年５月８日(日) 午前 11時 30分～12時 45分 

出 席 者 ：ブランチ神父、委員長、副委員長、典礼、総務、福祉、教会学校、 

中高大青会、ﾏﾄﾞﾝﾅ会、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 

 

□片瀬修道院からの出席者交代 マスール菊地→マスール吉田 

(委員会冒頭 マスール菊地から退任の挨拶を頂いた) 

□ブランチ神父様挨拶 

 「マスール吉田、よくいらっしゃいました。一緒に頑張りましょう。 

修道院の皆さんとの関わりがあれば協力していきましょう。今は聖霊降臨を 

目標としています。からし種に書いたことを実行していって下さい。コロナ

から立ち上がり、無理することはないが負けないでいきたいです。」 

□日程 

  １．５月 ８日(日) 教会委員会 11:30～ 

  ２．５月 ９日(月) コミュニティの集い案内ハガキ作成、発送 10:30～ 

  ３．５月 15日(日) 10時ミサ後 

①コミュニティの集いスタート 

②教会学校(司祭館２F応接室) 

                       ③中高大青会(聖堂) 

  ４．５月 22日(日) 第５地区共同宣教司牧「伝え部門」15:00 大船教会 

           ミニ福祉バザー 9:00～12:00 

(シャローム、盲導犬サポートクラブの２か所から聖

堂入口前にテーブルを置いて行う) 

  ５．５月 28日(土) 午前中 ドイツの神父様及び共同体約 30人訪問。 

聖堂でミサ。 

  ６．５月 29日(日) 第５地区共同宣教司牧「祈り部門」14:00 片瀬教会 

  ７．６月 ２日(木) 湘南なぎさ荘見学。15名程。 

□報告および連絡事項 

  １．５月 ５日(木) 9:00～12：00 レオ神父様がミャンマーの人約 20名を 

連れ訪問。献金をしてくれた。 

２．白百合学園から 11月８日(火)８:00～16:00修養会(中学生 152名： 

ミサ、イグナチオ教会司祭の講話等)で聖堂を借りたいとのこと。 

→承認。 

  ３．横浜教区典礼研修会(典礼部) 
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１) 内容：インターネットまたは DVD にて、２名の司祭による 30分ず 

  つの講話と分かち合い 

    ２) やり方 ①日時：６月 12日(日)10 時ミサ後、11:30～13:00 まで。 

          ②参加者は申込制 

          ③当日は、信徒会館のテレビを使用して講話を聴く。 

その後、30分程度の分かち合いを行う。 

  ４．横浜教区 2022 年度研修会申込(別紙資料) 

    一覧を掲示。受講希望、または詳細知りたい者は委員長に申し出る。 

受講希望者は司祭の許可を得て申し込む。 

  ５．教会学校は、５月８日から土曜日にしていたのを毎日曜日 10時ミサ後 

に変更した。この方が子ども達が集まりやすい。教会学校で使用する 

場所は検討する。 

  ６．宣教司牧より教会訪問の報告 

    １）４月 23日 パラダイス巡礼団６名 10:00～15:00。 

      聖体訪問と長谷川路可作品の見学。 

とても満足され、「十字架の道行」修復後、再訪問希望。 

    ２）４月 26日 暁星中学３年生 160 名 10:30～12:00 

      暁星ＯＢである山本信次郎ゆかりの教会を訪ねてというテーマで 

80名ずつ２回ガイドした。 

     

□検討・討議事項 

１．コミュニティの集い 

１）第１回日時・場所  

連絡係は教会委員から選出。但し、鎌倉北部に教会委員不在にて当日 

参加者に依頼 

  信徒会館 

１F 

信徒会館 

２F A 

信徒会館 

２F B･C 

その他 

5月 15日(日) 片瀬海岸・

江の島 

鵠沼Ａ 鎌倉東部  

  22日(日) 片瀬・目白

山 

 

藤沢北部 

 

辻堂・茅ケ

崎・平塚 

 

  29日(日) 腰越Ａ 腰越Ｂ 鵠沼Ｂ 鎌倉北部 

  

２）連絡係には、「コミュニティの集い 記録用紙」（別紙）を用いて集い 

の様子を記録してもらう。 

３）ハガキに使用する名簿は、４月 20日時点のもの。 
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２．長谷川路可掛軸 

  １）掛軸 ①「エジプト避行」「聖家族」「ルルドの聖母」を２か月毎に 

掛け替える。 

② 掛け替えの担当者は F 氏にリーダーをお願いし、他メン 

バーは F氏に決めてもらう。 

  ２）十字架の道行 紙守財団より、低反射アクリル板の提案あり。 

14枚 税込￥330,000。これを購入するか、観賞用ガラスを検討する。 

（Sさんの AGCでは美術鑑賞用の無反射ガラスがあるとのこと) 

 →厚さ３ｍｍであることが条件。 

  ３．親松英治氏のマリア像がいよいよ完成。本日の朝日新聞にも紹介記事あ 

り。また、(一社)南原世界遺産市民の会もクラウドファンディングを立 

ち上げ、輸送・設置費用を捻出しようとしている。片瀬教会としても協 

力していく。まず、信徒への募金し、集まった額をみてその後の対応を 

検討する。 

  ４．信徒会館２F 厨房や物置等、いたるところに物が放り込んである状態。

不要と見受けられるものが多く、整理したいが誰が入れたのか不明なた

め簡単に整理できないでいる。整理方法を検討し、教会全体で整理整頓

を実施する。 

次回委員会開催 ６月５日 

 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

聖ユスティノ 

６月１日は聖ユスティノ殉教者・護教者の記念日です。 

この方、生まれが西暦 100 年頃。聖ペトロや聖パウロが

60年代に亡くなり、福音書が成立したのが 70～80年代ごろ

と言われているので、まだキリスト教の黎明期です。 

キリスト教がコンスタンティヌス一世に公認される(ミラ

ノ勅令)のは 313年と 200年も先ですから、世の中はキリスト教に対する攻撃や

偏見が渦巻いていたのではないかと想像されます。 

彼は哲学を一生懸命学んでいました。 

ある時、プラトンの言葉を考えながら海岸を歩いていると、威厳のある一人の

老人に出会います。この老人と言葉を交わすうちに、老人は彼に哲学より素晴ら

しい学問、すなわち神が預言者を通し、最後には完全なかたちでキリストを通し

て教えた学問を勉強するよう勧めます。 
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老人に会うまで確信を得てはいませんでしたが、キリスト教信者の殉教に際

しての勇気に感心していた彼は、キリスト教信者は世の人びとが言うような悪

人ではないと思っていたので、その勧めに従いキリスト教を学び、30 歳頃に信

者になりました。この老人、ひょっとすると十二使徒の誰かの弟子だったかも知

れません。 

彼は自分の学問を、キリスト教を守るために使いました。それまではキリスト

教信者は、教えを人々に伝えることをはばかっていましたが、正しく伝えれば、

人々はみな理解し、信じることを確信したからでした。 

そこで二人の皇帝に「護教論」を書き送り、ユダヤ人との対話形式の「トリフ

ォの対話」を著します。護教とは、キリストの教えを公平に、偏見なく知っても

らうこと、キリスト教に対する中傷をやめさせ誤解を解くことです。 

彼は少なくとも 10 冊以上の本を残しましたが、聖職者でも何でもなく一般の

信者だったのです。 

キリストは新しいアダムであり、マリアは新しいエヴァであるということを初

めて述べたのもユスティノでした。 

 彼は、論破した哲学者の陰謀により、ローマで捕らえられ 165年に殉教しまし

た。そのため「殉教者ユスティノ」と呼ばれることもあります。 

 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

 

「ガーデニングサークル」の誕生によせて 

Y.N.  

 N さん園芸部作ったら… 
  

2020 年の春、教会は、コロナで閉鎖状態になりました。 

パスカーレ神父様は突然の病に倒れられ、皆の心は、不安の

中にありました。 

その様な重苦しい雰囲気の中、フッと教会にお花を植えてみたくなり、小さな

花壇を作り、水やりをしていました。 

そんな時、偶然すれ違った Mr. Iさんから、“Nさん園芸部作ったら…”との声

がかけられました。 

Mr. Iさんのその言葉に誘われ、教会委員の方とも相談の上、“お花を植えて、
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教会をきれいにしませんか”と呼び掛けた処、お花好きの仲間が集まり、ガーデ

ニングサークルが生まれました。 

コロナの終息を迎えないまま、二年目の春が過ぎた頃、突然パスカーレ神父様

の訃報が教会に届きました。 

神父様とは、一度もお目に掛かれないままのお別れでした。私たちは、花壇に

お花を花束の形にして植え、プレートに感謝とお別れの気持ちを添えて、メモリ

アル・ガーデンを作り、神父様にお捧げしました。 

お花が大好きだった神父様は、あの懐かしい優しい笑顔で、今でも私たちを見

守って下さっているのではないでしょうか。 

次においで下さったブランチ神父様も、お花が大好きな神父様でした。今年の

復活祭は、ブランチ神父様と皆で植えた沢山のチューリップが春の風にゆれる中、

再会の喜びでいっぱいの一日を迎えることが出来ました。 

マリア様のご像の周りは、百合のつぼみがふくらみ始め、ガーデニングサーク

ルは、三年目を迎えました。 

一つ一つのお花が、みな違うように、私たちガーデニングサークルの仲間も個

性豊かです。時には、季節の移ろいを分かち合い、沢山の夢を語り合いながら、

新しい仲間も加わって、又、新たに歩み始めています。 

 

片瀬教会 園芸アルバム 

片瀬教会ホームページの「からし種」ではカラーでご覧にいただけます。 

https://www.catholickatasechurch.com/からし種 
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✝️６月の典礼 ✝️ 

1日(水) 聖ユスチノ殉教者 21日(火) 聖アロイジオ・ゴンザガ修

道者 

3日(金) 聖カロロ・ルワンガと同

志殉教者 

23日(木) 洗礼者聖ヨハネの誕生 

5日(日) 聖霊降臨の主日 24日(金) イエスのみ心 

6日(月) 教会の母聖マリア 25日(土) 聖母のみ心 

11日(土) 聖バルナバ使徒 26日(日) 年間第 13 主日 

12日(日) 三位一体の主日 28日(火) 聖イレネオ司教殉教者 

13日(月) 聖アントニオ(バドバ) 

司祭教会博士 

29日(水) 聖ペトロ聖パウロ使徒 

19日(日) キリストの聖体   
 

●６月５日(日) 教会委員会 11:30～ 信徒会館２F 

●６月 12日(日) 横浜教区典礼研修会 11:30～13:00 信徒会館１F 

 

◆ お知らせ ◆ 

◇カリタスジャパンのウクライナ危機人道支援のご協力を引き続きお願いしま

す。募金箱は聖堂入り口にあります。詳細はポスターをご覧ください。 

◇山口道孝神父様の活動のための物資（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

よろしくお願いいたします。 

 
 

2022年６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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