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あれもこれも思う 
ブランチフィールド神父 

３月 22日、復活祭まではあと 25日となりました。この時に祈ることは沢山あ

ります。 まずウクライナのためと、その難民のため、家も国も全て無くした大

勢の人々、神様が支えてくださるように、それからこの一年の中で、私たちの共

同体のうちに不幸にあった方々が沢山います。 愛された人の亡きあとを悲しん

でいる人に、神様の支えとなぐさめがありますように。 そして病人のためにも

祈りましょう。 

灰の水曜日から今までの典礼の中から、心に響いて、いまだに残っている言葉

を考えます。 

頭に灰を受けて「回心して福音を信じなさい」と言われました。 その後、「回

心」がよく話題に挙がりました。「回る心ですか？改める心ですか？」と。 

確かに良くないことをより良いように改めることは大事ですが、私たちの生き

方全体を神様に方向付けることは、根本的に「回る」と書いた方が良いでしょう。

「人はパンだけに生きるのではない」と言ってイエズスは悪魔を追い返しました。 

それから「これは私の子、選ばれた者これに聞け」または「モーゼよ、足から履

物をぬぎなさい。踏んでいる土地は聖なる土地」という言葉はまだ心に響いてい

ます。あれもこれも考えているこの時、信徒大会の時に委員長が提案したことを

思う。復活祭後にコロナが許す限り、皆さんの住んでいる地域に基づいて沢山の

コミュニティを作りましょう。コミュニティで会って、知り合って新しい力が発

揮されるのではないかと思う。 

今月のこの記事は、四旬節の第２の叙唱の祈りでもって終了します。 

「あなたは信じる民の回心を望み、この恵みの時をお定めになり、過ぎゆくこ

の世にある私たちが心のおごりを捨て、永遠に変わることのないものを求めるよ

う導かれます。」 
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2022年 ３月度 教会委員会報告 

 
開催日時：2022年 3月 6日(日)午前 11時 30分～12時 30分 

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

広報、教会学校、中高大青会、ﾏﾄﾞﾝﾅ会、一粒会、片瀬修道院、モンタナ修道院 

 

□ ブランチ神父様挨拶 

 ・委員会の中でそれぞれが受け持っていることを発表し合うことが必要だと思います 

お互いやっていることが十分理解されていません。例えば土曜学校は誰も来ないし 

名簿係は何をやっているのかとか、まりあ食堂についても分からないです。 

発表会のようなものをしてほしいです。私たちはコロナ禍で一致したチームとして 

立ち上がる必要があります。 

 ・また、復活祭を目標にして若い人たちのまとめをお願いしています。洗礼にも 

恵まれています。今年の受洗者は 6人くらいいます。志願式は枝の主日にする予定 

です。彼らのために祈って下さい。 

 

□ 日程 

 １．四旬節中 毎金曜日 十字架の道行き 9：30～ 

 ２．3月 13日(日) 信徒大会 10時ミサ後 司会：副委員長 記録・マイク：総務 

 ３．3月 20日(日) 黙想会  講師：バレンタイン・デ・スーザ師 

          １）8時ミサ後 講話１(50分)と 10時ミサ後 講話２(50分) 

          ２）講話後 祈りの時間 12：00～12：50 

          ３）昼食なし 

 ※上記情報を 13日のお知らせに掲載すると共に、信徒大会内でも紹介する。 

 ４．3月 27日(日) １）復活祭前の大掃除（ワックスがけはしないが、照明、扇風機、

園庭の清掃等を行う） 

２）中高大青会 新中学生 6 名歓迎会（ゲーム、景品、飲食等） 

→予算 12,000￥を承認 

 ５. 4月３日（日） 教会委員会 

 ６．4月 10日(日) 受難の主日(枝の主日) 枝の行列は行う 10：00ミサで志願式 

７．4月 14日(木) 聖木曜日(主の晩餐) 19：30 洗足式 

８. 4月 15日(金) 聖金曜日(主の受難) 19：30 ことばの典礼(イエス受難の朗読) 

十字架崇敬 

９．4月 16日(土) 聖土曜日/復活徹夜祭 19：00 光の祭儀(復活のロウソク)、 

洗礼式、堅信式 

 10．4月 17日(日) 復活祭 8:00 10:00 

（ミサ信徒会館は使える様にする。復活祭パーティは実施するか 
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様子を見る。あってもティーパーティとする） 

 11．今年の枝の準備は、4 月 7 日枝の仕入れ(モンタナ修道院他から)、8､9 日に洗浄

等仕込みを行う。 

 

□ 報告および連絡事項 

 １．2月 26日(土) 中和田教会再建祝福式 梅村司教司式、片瀬教会からは教会委員

長が出席。 

 ２．3月 3日(木) 週刊ポスト「ふらっと歴史建物探訪」取材あり。聖堂と司祭館の

外観写真撮影。 

 ３．3月 21日(月) 教浜教区 司祭叙階式 アウグスティヌス 水上健次 13：00 

山手教会。一般の参列はなく、LIVE配信。

（https://www.youtube.com/watch?v=c2PlMqZ3W-g） 

 ４．教会学校は、土曜学校の参加が２回連続でなく、今後の対応を話し合っていく。 

 ５．財務よりクリスマス献金 18万円程あるが、まだ献金先が決まっていないので 

早急に決めてほしい。→福祉部から早急に手続きするとのこと。 

        

□ 検討・討議事項 

１．信徒大会の資料を別紙にて最終確認した。 

１）印刷、折込は３月８日(火)９：30より、総務、広報、委員長で行う。 

２）資料の配布は、信徒大会時。信徒大会に出席できなかった人のために 20日の

主日ミサに聖堂入口に置く。但し、財務資料に関しては希望者だけに手渡しを

する。 

２．コミュニティの集いは、復活祭後に信徒の多くが教会に戻ってきた時期を見計ら

って行う。 

（参考：直近１ヶ月のミサ出席者数平均は ８時29人、10時62.4人と少ない。） 

   また、集いを行う時は、各グループの名簿を配る。名簿の内容については 

委員長が検討し次回提案する。 

次回委員会開催 ４月３日 

 

2022年度信徒大会 
教会委員長  

 

３月 13日 10時のミサ後、２年ぶりに信徒大会を開き、60名程の参加を頂きまし

た。冒頭ブランチ神父様から「私が赴任してから初めての信徒大会です。コロナで皆

さんマスクを着けている為に目だけではどなたか判らないので挨拶がきちんと出来な

いでいたので、今日の集まりは大切だと思います。以前は行事も沢山あり教会が活発

に動いていたと聞いています。コロナが済んでからといつまでも左右されるのではな

https://www.youtube.com/watch?v=c2PlMqZ3W-g
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く、どうしていったら良いかを話題にしていったら良いと思います。 

 昨年 10月に委員長より新しい委員会を作りたいと話がありました。けれども話し合

った結果お互いが知り合っていない、判り合っていない、関わっていないことが判り

ました。共同体としての力を発揮する為にも大きい括りではなく、住んでいる所を中

心とした小さいコミュニティでいったら良いと思います。お互いに協力出来るところ

で、何よりも神の家族ですからお互いが知り合っていきましょう。」と挨拶がありまし

た。その後式次第に沿って、活動、財務、教会委員会/諸活動の報告がありましが、今

年のテーマは「信徒の交わりを広め、深めよう」とし、「コミュニティの集い」につい

ての説明に重点が置かれました。 

 

質疑応答では、以下の質問・意見がありました。（→以降は、当日での回答です。） 

◆コミュニティの在り方について教会内の親睦を図るのはいいが、教会として外へ向

かっての発信をしてほしい。ウクライナ問題等で大げさに言うならローマに届くくらい

のことをしてほしい。→ウクライナの問題は全信徒が心を痛めていることと思う。具体

的な案があったら出して頂きたい。(委員長) 

◆今年の待降節第１主日から新しいミサの式次第に変わるが内容が多岐にわたるの

で早めに準備を始めた方が良いのではないか。→今の時点では神父様も勉強中であり、

準備はこれから神父様と相談しながら進めていく。(委員長) 

◆予算に関して、大規模修繕費と小規模修繕費はこの金額で大丈夫か？また、修繕の

積み立てをしていないが大丈夫か？→費用が超えた場合は報告修正する。積み立てに関

しては運用基金があるので今のところ問題ない。(財務部長) 

◆コミュニティに関して、プランは良いが「知り合うこと」のみになっていないか？

その先は何か考えているか？→知り合うことが大切で、自然発生的に各グループの特色

が出てもいいし、まずは集まって知り合うことが大切を考えている。将来どうするとか

は未定。(委員長) 

◆十字架の道行きは、修理が終わったら聖堂に掲げるのかそれとも保管するのか？→

聖堂に掲げるようにする。但し、劣化の状況によりレプリカを作ることも考えている。

(委員長) 維持管理諸費に万が一レプリカを作る為の予算を組んである。(財務部長) 

◆19日(土)聖ヨセフ記念日ミサはあるのか？→３月度教会委員会でも出たが、当日の

ミサはなし。(司祭、委員長) 

◆ミサで聖歌はできるのではないか？アレルヤ唱だけとか限定してやったらどう

か？→ずっとやらないという訳ではないが、コロナ感染状況からしてまだ解除できない。

第５地区の各教会とも情報交換しているがどの教会も歌えないでいる。 

という内容でした。出席できなかった方も財務を除く資料をお渡ししますので申し出く
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ださい。 

中和田教会が新しくなりました 

〜中和田教会聖堂再建祝福式に出席して〜 

  教会委員長  

 

第５地区の一つ中和田教会の聖堂再建祝福式が２

月 26日(土)梅村司教様をお迎えして行われました。

ご記憶のことと思いますが、この再建に当たっては

第５地区の各教会が支援、片瀬教会からも 80万円出

しています。中和田教会は、横浜市営地下鉄ブルー

ライン立場駅から歩いて数分の住宅地の中にあり、

信徒数は 350名程で戸塚教会から派生した教会です。 

 

再建された教会の聖堂部分は以前と変わらず白を

基調に窓が広く、外光をふんだんにいれた明るい雰

囲気です。特筆すべきことは、聖堂に隣接し小聖堂を

設けたことです。元は子ども部屋(泣き部屋)だった

そうで、今回ここにご聖体が安置されました。１階部

分は聖堂とつながったホワイエという広間とし、参

加者が多い場合聖堂とつづけて使用できるようにな

っています。 

 

祝福式の後、再建の経緯と概要報告会と将来につ

いての説明が建設委員長、教会副委員長からあり、

再建にあたっては資金面やレイアウトに苦労され

たこと、将来に向かってはホワイエや２階のオープ

ンスペースを活用して宣教、サークル活動を活発に

して信徒だけでなく地域の人たちも来られるよう

な場所にしたいと話されていました。教会委員長同

士では、昨年末湘南センターが閉鎖されたので、中

和田が第５地区の活動拠点の一つになるといいね

と話しました。第５地区共同体の交わりが深まるよ

うにと祈りながら教会を後にしました。 

 

（教会外観） 

（ホワイエから聖堂を望む） 

（聖堂） 
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司祭館修復経過報告 

S.I. 

教会委員会報告でも取り上げられていますが、司祭館修

復の途中経過を報告します。まず、昨年から始めています１

階応接室、事務室の窓は、桟を白く塗装しました。応接室の

正面の窓枠は茶色に塗装しましたが、これは現在のピンク

系の塗装前は茶色だったことが判明し色を戻したようにし

ました。この方が締まって見えるのと、聖堂の窓枠との統一

感がでるためです。最近作業者に中野さんが加わって下さ

り、４人ほどで作業をしています。応接室側面や事務室の窓

枠の塗装はがしが必要ですが、その前に玄関の塗装修理を

優先するようにしています。戸枠は窓枠と同様茶色にする

予定です。柱や欄干は塗装がはがれたり、めくれ上がったりしてみっともないので、一

度全部はがし再塗装する予定です。３月３日に週刊ポストの「ふらっと歴史建物探訪」

の取材を受けましたが、取材に来られた方は、聖堂もさることながら司祭館の趣を気に

入って盛んに撮影していました。皆様も修理状況の感想を頂けると有難いです。 

 

教会委員会と部会活動について（後編） 

 先月号に続き、片瀬教会の活動について、各部会をご紹介します。ぜひ皆さんもご参

加ください。 

 

福祉部:                                          

今現在は各々色々な福祉団体に関わっていたメンバーが主になって構成されていま

す。部としての纏まった活動は コロナ前は①「福祉バザー」と②夏の合宿団体(信徒会

館宿泊の)準備等サポート、そしてコロナ中も続けているのは③クリスマス献金の検討

や④福祉団体への年会費の支払い作業、⑤ステラマリス(旧 AOS:カトリック横浜教区船

員司牧)支援＝教会全体に呼びかけて物資を集めクリスマスプレゼントとして包装して

末吉町教会へ届けています。 

福祉とは全ての人の幸せを願うことです、横浜教区の｢神の愛を証しする力を育てる

部門｣としての立ち位置を皆で分かち合って関わっていきたいと思っています。 

毎年行われている「第五地区と近隣教会の福祉部交流会」が今年は茅ヶ崎教会と片瀬

教会が共同担当で開催予定です。宜しければご興味のある方はご一緒しませんか。 
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市内キリスト教連絡会：                                           

市内キリスト教連絡会には、一応規則というものがあり、これによりますと藤沢市 

内におけるキリスト教団体職員、修道会、キリスト教主義学校の信徒、職員等が記載 

されております。簡単に言いますと教派を超えたキリスト教会関係の組織が一緒にな

って合同祈願やクリスマスを祝って行きましょうという活動を行っております。 

年間行事として、３つの行事を持ち回りで行っており、行事を進めるにあたり次の

４役（代表、副代表、書記、事務局）が中心となり、打ち合わせを３ヶ月に１回土曜

夕方藤沢 YMCAにて行っております。現在のコロナ禍で、事務局が Zoomを使って各教

会担当者へ招待メ-ルを配信し打合せを行っています。 

現在の４役は代表（湘南台パブテスト教会）副代表（鵠沼ル－テル教会）書記（藤沢

聖マルコ教）事務局（藤沢 YMCA）となっております。  

主な行事として、 ８月に「平和のための合同祈祷会」、１月「キリスト者一致のため

の合同祈願祭」にミサ要領で、開会の挨拶⇒回心の祈り⇒旧約聖書朗読⇒使徒書朗読⇒

福音書⇒説教⇒祈祷 ⇒共同祈願⇒平和の挨拶の流れで１時間程度行い、12 月には「市

民クリスマス」 12月１週目に藤沢駅前でプレキャロリングを行い、翌週藤沢南口でキ

ャロリング、その後カトリック藤沢教会でクリスマスミサ並びにコンサートが行われ、

そこではキリスト信徒以外の方も教会に来てもらう活動を行っております。 

コロナ禍の２年間はクリスマスミサを動画録音し YouTube配信をしております。 

この連絡会はキリストを信じる方々と一緒に祈り事やクリスマスを共に祝うなどの活

動する中で、一致を目指す志がある団体というものがこの２年間活動し理解してきまし

た。本来の活動（クリスマス）には参加できておりませんが、本来の信仰、宣教などを

身を持って感じる事が出来る活動だと思いつつあります。 

 

一粒会：                          

一粒会は司祭養成を支援する会です。主な活動として、一粒会大会開催、一粒会だよ

り発行、ザビエル祭(神学生との交流)の参加などがあげられます。 

・私達は、神様の召命に応えて司祭になる方が、私たちの中から生まれる様に祈り 

ます。 

・私達は、神学生養成のために、小さな献金をお捧げします。 

・私達は、司祭が聖なる道を歩み続けることが出来るよう司祭のために祈ります。 

現在、日本では司祭の数が増々少なくなってきています。この時期、私達を神様のも

とへ導く大切な役目を神様から委ねられている司祭の誕生を祈り、司祭がその召命を全

うする事が出来るようお支えすることは、私達信徒一人一人の大切な役目です。 

片瀬教会の一粒会々員は小学生から大人まで約 80名の方が在籍しています。 

一人でも多くの方が、一粒会の主旨に賛同して下さり、会員になって下さいます様願っ

て居ります。 
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教会学校：                                    

信者、未信者は関係なく、幼稚園生から６年生までの子ども達へ「イエス様と、も

っともっと仲良くなりましょう」というコンセプトで、遊びも取り入れながら、聖書

の内容を伝えるという事を中心に活動しています。 
小さいお子さんにも理解出来るようにわかりやすく、その日に触れる聖書の個所から、

何か一つ、心にのこる様に各リーダーが思考を凝らしてお話しをしています。コロナ前

は幼稚園生クラス、中学年クラス、高学年クラスと３つのクラスに分けて行っておりま

したが、昨今のコロナ禍で、参加人数が減ってしまったので、今現在は１つのクラスで

高学年と幼稚園生が一緒にお話しを聞くという現状です。しかしながら、高学年中学年

のお子さん達が小さいお子さんの面倒を自然とみているという、恩恵もあり子ども達は

あらゆる事態に順応出来る、やはり柔らかい頭を持っているなと感心いたします。 

実際の活動日時は土曜日午後１時 30分から３時までです。 

１学期は、主に初聖体のお恵みを受けるお子さんに向けてのお勉強を皆でします。２学

期は 12 月のクリスマスに向けて、幼いイエス様に何が出来るかな？など、本当のクリ

スマスを理解し心で感じられる様な内容を行っています。３学期はご復活に向けてまた、

心の準備をしていきます。 

現状は月に２回の土曜日、また、2021年の２学期からはクリスマスミサへ向けてのハ

ンドベルの練習を、こちらは中高大青会の皆さんと日曜日のミサ後に集まってはじめま

した。心を合わせて演奏する事の楽しさを子ども達は感じている様です。歌が歌えない

このコロナの時代に合っている活動だと思います。次回はご復活に向けて何か演奏出来

ればと考えております。 

神様を信じる事がとても容易に出来る年齢だからこそ、その子ども達一人一人の信仰

の芽を少しでも大きく育てていきたいと考えております。またその心に確固たる根がは

っていく様に寄り添って丁寧にイエス様を伝えていきたいと考えております。神父様、

リーダー一同協力して、子ども達と何より楽しく活動していけたらと思っております。

何かの折には、どうぞお力をかしていただけると幸いです。 

 

中高大青会：                                           
片瀬教会の青年会は、会の名前にありますように、中学生、高校生、大学生、青年と

幅広い年代の若者の集まりの会として活動を行っております。 

活動としましては、月に数回集まりを持ち、聖書の分かち合い、若い世代同士の交流、

他教会の青年たちとの交流等を主に行っております。 

聖書の分かち合いでは、自分が置かれている世代や生活の中で、イエス様とどのよう

にして一緒に歩んでいけば良いのかなどを、同じ信仰を持つ仲間同士の生活に根ざした

分かち合いを通しながら、日々学んでおります。 
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他教会の青年との交流も少しずつ行っておりますが、今のコロナ禍の状態では、中々、

思うようにはならなく、感染状況を見ながら少しずつまた交流ができましたら良いと思

っております。 

又、片瀬教会の中でも、バザーの中止などコロナ禍では活動が制限されておりますが、

少しずついろいろな世代の皆様との交流も行っていきたいと思っておりますので、今後

とも若者の活動をどうぞよろしくお願いいたします。 

そして、若者たちの活動に寄り添い、お手伝いをしてくださる方も募っておりますの

で、是非ご一緒に、活動にご参加をお願いいたします。また、信徒、末信徒を問わず、

中高大青会の集いに参加してくださる若者も募集をしております。是非、若い世代でこ

れからの教会を支えていきましょう。 

 

 

 

 

灰の水曜日 

回心する人が許される３月２日の灰の水曜日。10時と 20時の２回に亘って執り行わ

れました。今年もコロナ感染対策に伴い、灰を額に塗布するのではなく、「回心して福音

を信じなさい」との司祭の言葉で頭に灰を受けて、悔い改めの四旬節がスタートします。 
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和やかに洗礼式 

３月６日の主日のミサの中で、幼児の洗礼式が執り行われました。 

ガブリエラ・テレジア K.O.ちゃん(１歳半)の、時折見せるかわいらしい仕草や声

に、聖堂が和んだ空気に包まれた場面でした。お母様からコメントが届きました。 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

                          マリア・テレジア M.O. 

先日こちらの片瀬教会で娘の洗礼式をさせて頂きま

した。 

娘の洗礼を受けようと思った経緯ですが、私自身信

者と言うのもありますが、６年前に結婚し、その後す

ぐに私の難病が発覚しました。薬の関係で子供は授か

れないかもしれないと言う日々を４年程過ごし、無事

に妊娠をすることができました。また、出産は色々な

事を覚悟の上での出産でしたが、無事に産まれて来て

くれて、私達夫婦にとって神様からのこの上ない贈り

物となりました。娘が無事に産まれて来てくれた事、

またこの先病気の進行で私に何かあっても神様が娘を

見守ってくれます様にと言う思いで少し予定よりタイ

ミングが遅くなってしまいましたが１歳半と言うお誕

生日を機に洗礼を受けさせて頂きました。 

 また、私も数年前に都内からこちらに戻り、昔幼少

期に通っていた思い出のこの教会で娘の洗礼式をさせて

頂く事にしました。 

娘の洗礼名ガブリエラ•テレジアの由来ですが、ガブ

リエラはイエスの誕生を告げた天使ガブリエルを女性の

名前にしました。 

また、私が昔から読んでいるマザーテレサの絵本を毎

日本棚から持ってきて私の膝にちょこんと座り、『読ん

で』と渡して来るのが日課です。マザーテレサの様に困

っている人を助ける女性になって欲しいなと言う思いで

『テレジア』と決めました。娘がこちらの教会でスクス

ク育って行く未来がとても楽しみです。 

 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

 



 11 / 14 
 

聖ヨセフのミサ 

３月 19日(土）、聖ヨセフの祝日に神父様がミサを挙げられました。 

信徒大会後に決定した急なことでしたが、連絡網等で伝わった 33 名が参列し、当教会

の守護神である聖ヨセフに祈りを捧げました。「聖ヨセフが、マリア様を支えイエス様

を育て聖家族の頭として仕えたように、この教会の取り次ぎとなることを望みます。特

に子ども達のために」との神父様のお話があり、恵みのうちに導かれるよう祈りました。 

 

復活祭に向けての黙想会 

 

四旬節第３主日の３月 20 日に開かれました。 

今回はバレンタイン・デ・スーザ神父様をお招

きし、午前８時のミサの司式を執り行なわれま

した。ミサの後に講話１、続いて 10 時のミサ

後に講話２のお話をされました。 

「命は神様からの贈り物、そして時間も神様が

与えた大切なものです。このお恵みを大事にし、

四旬節に行う心の準備を日常生活に実現させ

る努力をしましょう。そして心を合わせて祈り

ましょう。」と話されました。 

 

 

 

 

講話後、13時まで黙想の時間があり、そ

の間に希望者は赦しの秘跡を受けることがで

きました。最期に聖体賛美式(ベネディクシ

ョン)を行い、祝福をもって黙想会を終了し

ました。 

 

※次のページに聖体賛美の祈りを掲載 
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年間典礼のクライマックス聖週間 
 

前回の四旬節に引き続き、今回は聖週間についておさらいをしましょう。私たちの典

礼は一年の中でクライマックスに達します。その最たる頂点が復活徹夜祭です。 

〇聖週間とは？ 

聖週間は、復活祭の直前の日曜日である「受難の主日」から復活祭までです。今年は、

４月 10日～17日。聖週間の典礼を行うことで、私たちは主の受難と復活の出来事を記

念し、今、キリスト者の集いのうちに現存しておられるキリストと共に神を賛美し、感

謝をささげることができるのです。 

〇受難の主日(枝の主日)とは？ 

キリストのエルサレム入場を記念する日です。イエスのエルサレム入城は決定的な受

難の道に入ったことを意味し、この時からイエスの歩みは一直線に十字架に向かいます。

ですから、この日はエルサレム入城にはじまる受難が、復活の栄光に至る道であること

を思い起す日です。 
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〇聖なる過ぎ越しの三日間 

 「三日目に復活し」(使徒信条)といわれますが、日没が一日の境目であるという当時

のユダヤ暦の考えがもとになって主の過ぎ越しの聖なる三日間を過ごします。典礼では

日曜日を主の日として主の復活を記念することになっていて、この三日間は典礼暦年の

頂点となっています。 

 

〇聖木曜日 

木曜日の日没から金曜日の日没まで。最後の晩餐からイエスの死、そして墓に葬られ

るまでです。教会の典礼では、聖木曜日の「主の晩さんの夕べのミサ」にはじまり、翌

日午後３時ころ(正式にはこの時間に典礼が行われます)に行われる聖金曜日「主の受難」

の祭儀までです。主の晩さんのミサは、キリストが聖体、ミサ聖祭、司祭職を制定した

最後の晩さんの記念を行います。このミサの中では洗足式と聖体安置式があり、具体的

な神の愛としての聖体と兄弟愛を思い起させます。 

 

〇聖金曜日 

金曜日の日没から土曜日の日没まで。 教会は、主の墓のもとにとどまって、主の死を

しのび、祭壇の飾りを除き、この日はミサもささげません。キリストの死を黙想すると

ともに、十字架の勝利を賛美するために十字架の顕示後に十字架の礼拝式が行われます。 

 

〇復活の主日『復活の聖なる徹夜祭』 

土曜日の日没から日曜日の日没まで。 教会は、この夜を復活徹夜祭で盛大に祝い、翌

朝の復活主日のミサと復活主日の晩の祈りでこの日を締めくくります。 

古来の伝統に基づき、今夜は神のために守る徹夜とされています。参列者はあかりを

灯して主の帰りを待つことをあらわすために「光の祭儀」(第一部)があり、それに続い

て聖なる教会は、神が始めからご自分の民のために行われた偉大なわざをしのびつつ、

また神の言葉を約束に信頼しつつ徹夜を行い(第二部「ことばの祭儀」）、やがて復活の

日が近づき、洗礼によって生まれた新しい教会の成員(第三部「洗礼式」)とともに、主

が死と復活を通して私たちのために準備された食卓に招かれる「感謝の典礼」(第四部)

が行われます。 

 

〇復活節 

 復活の主日から聖霊降臨の主日までの五十日間つづきます。復活節四十日目には主の

昇天を祝います。
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✝️ ４月の典礼 ✝️ 

３日(日) 四旬節第５主日 17日(日) 復活の主日 

10日(日) 受難の主日 

(枝の主日)(聖週間) 

24日(日) 復活節第２主日 (神の

いつくしみの主日) 

14日(木) 聖木曜日 

(主の晩さん) 

25日(月) 聖マルコ福音記者 

15日(金) 聖金曜日(主の受難) 

(大斎･小斎) 

29日(金) 聖カタリナ(シエナ) 

おとめ教会博士 

16日(土) 聖土曜日/復活徹夜祭   
 

●４月 ３日（日） 10 時ミサ後 教会委員会 

●４月８､９日(金､土) 枝の準備 

●４月 10 日（日） 受難の主日ミサ 8:00、10:00 枝の行列 

●４月 14 日（木）  聖木曜日ミサ 19：30 洗足式 

●４月 15 日 (金） 聖金曜日典礼 19：30 ことばの典礼(イエス受難の朗読)、 

十字架崇敬 

●４月 16 日（土） 復活徹夜祭ミサ 19：00 光の祭儀、洗礼式、堅信式 

●４月 17 日（日） 復活祭ミサ 8:00、10:00 

◆ 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お願いします。募金 
箱を聖堂入口に設置します。詳細は聖堂入口のポスターをご覧ください。 

◇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。 
 ご協力をお願い致します。 

◇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。 
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