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２０２２年 10 月 

 

 
           

 

                         

 

クリスマスに向かって 

 

ブランチフィールド神父 
 

９月 27 日、聖ビンセンチオ・ア・パウロの記念日。 

敬老の日はもう過ぎています。彼岸花は例年通り咲いていて、まだところどこ

ろに残っています。台風が通り過ぎて秋の青空はきれいに全体の上に広がってい

ます。 

 去年の今頃、私の 60 周年の記念はずいぶん話題になっていて、ほうぼうから

祝いに呼ばれました。茅ヶ崎教会の皆さんに祝いをしてもらいました。その後、

平塚教会にも祝いをいただきました。それからいろいろな方から、心が温まるよ

うな祝いの言葉が来ました。心から感謝しております。今後に神様がくださる

日々を通して、皆さんの愛と温かさに応えることができますように祈ります。 

 今年の 12月 20日は 61年目になります。神様の恵みのために感謝します。 

 今はクリスマスまでの暦を見ています。10月７日９時半から毎金曜日に教会で

ミサを挙げることにしました。コロナのために中止になったマドンナ会の集まり

が「初金」にまた行われます。その後毎金曜日に、来られる方だけのためにミサ

があります。 

 10月からクリスマスに心を方向付けましょう。 

子どもたちのハンドベルの練習を始めましょう。 

去年のように馬小舎の前で演奏ができるように。 

 今頃は 10 時のミサの後でウクレレの練習が続いています。果たしてクリスマ

スのために何かを期待して良いでしょうか！ 
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2022 年 10月度 教会委員会報告 

 

開催日時：2022年 9月 18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、宣教司牧、広報、 

財務、監査、ﾖｾﾌ会、ﾏﾄﾞﾝﾅ会、教会学校、中高大青会、一粒会、 

市内ｷﾘｽﾄ教連絡会、片瀬修道院 

 

□ブランチ神父様挨拶 

 これからはクリスマスまでのことを考える時期です。今度ペットの祝福があ

り、来週の日曜日(９／25)は今日のように病者の塗油を行います。11月に入っ

たら子ども達のハンドベルの練習ができるといいですね。クリスマスまで３ヶ

月、早いです。充分準備ができるよう祈りましょう。 

 

□日程 

 １．９月 25日(日)第 5地区教会委員長会議 14：00  

共同宣教司牧委員会 15：00 大船教会 

ペットの祝福 17：00 

 ２．９月 29日(木)植栗神父様によるサダナの集まり 9:00～16：00 

 ３．10 月 10日(月)サレジオ会松尾神父講座(教会史)メンバー５、６名訪問 

15：00頃⇒見学前に長谷川路可の十字架の道行を掲げる 

 ４．10 月 16日(日)11月度教会委員会 ミニミニ福祉バザー  

湘南庭園文化祭見学 14：00 

 ５．10 月 18日(火)横浜 寿アルク 25名程度訪問 11：30(福祉部対応) 

 ６．10 月 29日(土)神奈川県建築士会 司祭館見学（宣教司牧部対応） 

  

□報告および連絡事項 

 １．10 月７日(金)より毎週金曜日９：30からミサを行う。朗読者、先唱者 

は必要だが、侍者は不要。 ⇒教会連絡網で信徒へ知らせる。 

２．９月６日 ㈱渡辺武商店による防火設備点検実施。火災警報器、消火器点 

検。司祭館火災警報器のバッテリーを交換する。 

３．聖堂屋根裏害獣駆除 
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   ９月 13日駆除業者シー・アイ・シーによる調査。 

① 屋根裏に糞の塊が何か所かあり、糞の仕方からハクビシンに間違い

ない。 

② 聖堂裏の屋根の付け根の板が一か所欠如しており、近くに糞がある

ことからここから出入りしていると推測している。 

③ 最初の対策として、捕獲ゲージを聖堂裏の松の木あたりに設置。市

からケージを借りることができるが、シー・アイ・シーでメンテナ

ンス含めたケージ貸出あり見積依頼中。 

④ 捕獲した後に聖堂の穴を塞ぐ。 

⑤ 懸案事項として、穴の塞ぎ、屋根裏の清掃は別業者に依頼する必要

がある。 

⇒１）シー・アイ・シーが対応可能か確認する。 

２）天井照明を設置した業者に取り外し方法を確認する。 

４．信徒会館の外装修理について 

1）川崎建設の見積…防水塗装 

    2）大船の業者(ミスノ塗装)の見積…カバー工法+軒先下がり補修と 

条件が違うので、川崎建設に２)同様の見積を依頼 

５. 司祭館２Ｆ応接室出窓修理を司祭から川崎建設へ見積依頼した。 

６．ウクライナ募金７月末までの金額は、￥342,243。継続しているが最近 

金額が少ないため今後２か月分まとめて送金する。 

７．10 月２日(日)11 時からヨセフ会、ガーデニングサークルで草刈りを 

する。 

８．10 月 10日(祝) 11時から 14時 藤沢教会で「秋祭り」を開催する、との 

案内あり。片瀬教会の方もどうぞとのこと。 

⇒信徒へ案内を出す(お知らせか貼り紙) 

  

プログラム 

・スーパーボールすくい  ・ヨーヨー釣り   

・おばあちゃまの指導でお手玉 ・おばちゃまの指導で折り紙  

・ビンゴ ・花火(昼間ですが) 

・簡単な飲み物 少ないようだが菓子パン フランクフルト 

※ゲーム含め全て無料 

 

□ 検討・決定事項 
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１．８月 28日～９月 11日の第２回コミュニティの集い結果は、各コミュニ 

ティの成果を感じている。今後、コミュニティ毎に集会等の計画を立てる

ようにする。 

（２つのコミュニティから報告書が出ていたので参考として配布した） 

1) 総務より、聖堂の清掃は 10 月からコミュニティ毎にするよう計画して

いる。 

2) 毎週金曜日のミサ後でも集まっていいのではないかという提案あり。 

２．財務より、10月末期限で司教区より予算策定依頼が着ている。大規模・

小規模修理 300万円程度で収支トントンの状態である。 

片瀬教会は老朽化しているので修理箇所が多い為、内容を整理し優先順位

をつけて予算化したい。⇒10月の初旬迄に営繕中心にまとめる。 

現在計画されている修理としては、①信徒会館外装修理、②司祭館外装修

理、③下水道修理、④場合によっては、聖堂屋根裏害獣駆除後の処理、修

理が考えられる。 

３．教会委員会改選について 

   1）次期委員は、立候補または推薦による選出を基本とする。 

   2）選考委員会を立ち上げ、ルール策定、推薦受付や推薦等を行う。 

    メンバー：ブランチ神父、池尾、奥田邦、会沢、岩田、島村泰、宮國 

    10 月２日(日)10時ミサ後に第１回の委員会を行う。 

 

４．新しいミサ式次第準備 

   1）研修用模擬ミサと解説のＤＶＤを入手。司祭、典礼にて内容確認し、 

信徒への展開を計画する。 ＤＶＤは教会学校等も活用できるようにす 

る。（ＤＶＤは典礼部管理） 

   2）カトリック横浜司教区のウェブサイトからでも YouTubeで見ることが 

できる。ホームページに掲載しても良いか確認し、良ければ掲載する。 

 

      https://youtu.be/Il82flgJxYI 模擬ミサ 

      https://youtu.be/W1CD0SpKeiM 解説 

 

次回委員会開催 10月 16日 

https://youtu.be/Il82flgJxYI
https://youtu.be/W1CD0SpKeiM
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コミュニティの集い 

今年度２回にわたってコミュニティの集いが行われました。出席メンバーの顔

ぶれも１回目と変わり、より多くの「人を知る」場となりました。 

テーマを絞って討議をした地区、最後に演奏や歌で他のコミュニティと合同で

盛り上がった地区、それぞれの特色を生かした交流となりました。 

次回からは、地区ごとに自由に日にちを設定して行う予定です。 

 

 

 

意見交換の中から･･･おそうじ改革始動 
菰田文子 

コロナ禍の生活も３年目。集まる機会がぐっと減り、教会の中のお掃除がうま

く回らず、総務の仕事の範疇となってしまう状況でした。そこで、教会の新しい

試みである『コミュニティの集い』の中で、教会内の清掃に関する意見交換をお

願いしました。聖堂の掃除に関して、掃除マニュアルの作成、掃除道具置き場の

明示、当番地区の日程掲示など、すぐに対応できるものを形にして９月４日の 10

時のミサ後から「おそうじ改革」を始動しました。 

お掃除ができる方で、くじ引きをして役目を決めるというやり方です。初の試

みでしたので、トイレの掃除を分担するのは難しいかという心配が的中、男性の

方にあたってしまいました。それでも快く引き受けてくださり、皆で協力しなが

ら無事済ませることとなりました。マニュアルがあると役割が明確なのでよいと

いう感想があるものの、もっと細かい部分まで明示してほしいという要望も。し

かしすべてをがんじがらめに決めるのではなく、掃除をするメンバーの中でお互

いを気遣いつつ効率的な掃除を目指すことのほうが、教会本来の家族として共に

やっていくという考え方に近いのではないでしょうか。 

10月からは、現在の地区別でなく、コミュニティ単位で聖堂のお掃除を担当し

ていくことに致します。まずやってみて、意見が出たらすぐ変えてよい方法を探

っていきましょう。コミュニティ単位で物事を進めるのは小回りがきくという利
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点があると思います。さらにお掃除の時間がコミュニケーションの機会ともなる

でしょう。 

昨年の 12 月の聖堂ワックスがけは、中高大青会の皆さんも一緒にパワフルに

動いてくれ、頼もしいとともにお互いに知り合う良い機会となったことは記憶に

新しいところです。日曜のミサ後には、教会委員会、教会学校、中高大青会、そ

の他の多くの活動があることとは思いますが、その前に皆で短時間に効率よく聖

堂の掃除をすることを目標にしていきたいと思います。 

問題点も多々あると思います。清掃は、10時ミサ後ばかりでなく、８時ミサ後

と交代で行う方がよいのではないかとも考えています。さらに、聖堂だけでなく

、信徒会館、司祭館の清掃についても改善策を考えていかなくてはなりません。 

今まで女性信徒が平日の昼間に頑張ってきた教会のことがたくさんありまし

た。しかし、女性も仕事を持っていれば平日の昼間に教会に出ることは難しくな

ってきているのも現実です。信徒だけでどうしても手が回らなければ、一部の清

掃を外注するという選択肢も考えなくてはならない時期が来ているのかもしれ

ません。そんなことも含め、もう一度教会の中をきちんと眺めてみてお互いに知

恵を出し合いましょう。 

いつも愛と思いやりにあふれた片瀬教会でありますように… 

 

敬老のお祝い 

敬老の日にあたり、ブランチ神父様にも

お祝いのカードを送りました。９月 18日教

会委員会の席でお渡ししました。 

敬老対象者 135名の方々には、お祝いの

カードを郵送しました。 

 

 

９月 18 日・25日主日の 10時のミサの中で、ご希望

のあった方々に神父様より『病者の塗布の秘跡』が授

けられました。 

18日は３名の方、25日は５名の方が受けられました。

一人一人の心に、癒しと慰めが与えられますように。 
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ミサの聖歌はどのように選ばれている？ 

ある信徒の方から「ミサの聖歌はどのように決めているのですか？」という質

問を受けました。 

教会によって違いはあるでしょうが、片瀬教会では聖歌隊が決めています。主

日ミサは年間の典礼に沿って進んでいきます。１年を通してキリストの生誕から

受難と死、そして復活、昇天、聖霊降臨を体験することになります。その中でそ

の時の典礼に合わせた聖歌を選んでいますが、単なる主日の場合は、そのミサの

意向を反映したような曲を選びます。 

聖歌は、典礼聖歌、カトリック聖歌集そして片瀬教会独自の黄色の本からピッ

クアップしています。「典礼聖歌」は日本におけるカトリック教会のミサ等の諸典

礼で標準的に使用される聖歌集です。「典礼聖歌」は、ミサ通常文を含め全ての典

礼を網羅しているので基本的にはこの一冊で全てを賄えるということになりま

す。 

また、「カトリック聖歌集」は 1966年に発行された、一般的に讃美歌と呼ばれ

る曲が多く、プロテスタントの讃美歌集と重複している曲もありますが題名や歌

詞は異なっていることが多いです。今年の 11月 27日（待降節第１主日）から始

まる新しいミサの式次第は、口語体が原則となります。そのため今後カトリック

聖歌集の曲を歌う機会はほとんどなくなります。 

お気づきの方もいらっしゃるでしょうが、最近ミサで「黄色の本」の曲を歌う

機会が増えています。これは口語体でもありますが、神父様の「特に若い人、新

しい人が親しみをもつような曲」を選ぶようにとのご意向もあるためです。 

✝️ 10月の典礼 ✝️ 

1日(土) 聖テレジア(幼いイエス

の)おとめ教会博士 

16日(日) 年間第 29 主日 

2日(日) 年間第 27 主日 17日(月) 聖イグナチオ(アンチオケ)

司教殉教者 

4日(火) 聖フランシスコ(アシジ)

修道者 

18日(火) 聖ルカ福音記者 

7日(金) ロザリオの聖母 23日(日) 年間第 30 主日 

9日(日) 年間第 28 主日 28日(金) 聖シモン聖ユダ使徒 

15日(金) 聖テレジア（イエスの） 

おとめ教会博士 

30日(日) 年間第 31 主日 

◇10月 16 日(日) 11 月度教会委員会 ミニミニ福祉バザー 
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◆ お知らせ ◆ 

◆10月７日(金)より、毎週金曜日９：30よりミサを行います。 

◆先月号でお知らせしたように、親松英治氏の聖マリア観音像の募金は締め切り

の８月末までで 168,210円となりました。振込先の南島原世界遺産市民の会より

お礼状が届き、輸送及び設置建設費に活用する事、QRコードで今後の活動の進捗

状況が分かるようなお知らせがありました。聖堂入り口に貼ってあるお手紙をお

読みください。 

◆10月 10 日(祝)11時〜14時 藤沢教会で「秋祭り」が開催されます。片瀬教会

の方もどうぞとのお誘いがありました。詳細は入口の掲示をご覧ください。 

◆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。 

◆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。 
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