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神様が求めていることを考えて   

ブランチフィールド神父  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鍛冶ヶ谷教会から片瀬教会に移って 4 ヶ月が経っています。その間に、

神様が私に何を求めておられるかということを考えております。 

この教会に移ってまもなく、4 回続けて行われたミサ後の話し合いを

通して、皆さんが共同体として望んでいることがいろいろあがりました。 

ひとつは、連絡網の機能が行き届いていない、ということです。もう

ひとつは、教会ではどんなことをしているのかよくわからない、という

意見が出されました。   

また、地区別ミサについては、「はやく解放されたい。このままでは一

部の人としか会わないので寂しいではないか！」との声が届きました。 

 以上のことを聞いて分かったことは、私がこの共同体を供して一緒に

歩みましょう、と言うことです。 

新型コロナウイルスが去ってから、新しく立ち上がる事ができますよ

うに皆さんで力を合わせて頑張りましょう。そして、このために私たち

の力だけでは足りないところを神様の力をいただくしかありません。そ

のために祈りましょう。 

 総務の方々の協力で、私からの暑中見舞いを信徒全員に出すことが出

来ました。これを通して皆さんと繋がっていくことが私の目的であり、

心の印です。誰一人として取り残さない教会にしていきましょう。 

8月 15日(日)の聖母の被昇天には地区別を無くして心を一つにして集

まりましょう。そして皆で祈りましょう。 
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1948 年 8 月 12 日    イタリア・ポテンザ生 

1974 年 7 月 7 日    司祭叙階 

1974 年～1977 年   来日・日本語研修 

1977 年～1987 年   福岡教区 

1987 年～1989 年   イタリア 

1990 年～1992 年   甲府教会主任司祭 

1992 年～2000 年   塩山教会主任司祭 

2000 年～2010 年   東京教区 

2011 年～2018 年   鹿島田教会・中原教会・溝ノ口教会主任司祭 

2018 年～        片瀬教会主任司祭 

2021 年 6 月 9 日    帰天 

 

 

 

 

 

 

 

パスカーレ神父様略歴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

さようなら、ありがとう                        M.H. 

2018 年４月パスカーレ神父様が片瀬教会に赴任されてから２年、世の中がコロナの話

題で持ちきりだった 2020 年 4 月、神父様は突然肺腺ガンの宣告を受け、司祭館を離れ、

ナザレト修道院の持ち家に引っ越しをされた。 

今年になって神父様はとても体の調子がよいように私には思われた。そして３月末、

今までお届けしていた食事はもういらないとおっしゃった。ご自分のお好きなものを自

由に召し上がりたかったのか、または３月で片瀬教会の主任司祭の肩書が正式になくな

ったのでこれ以上はというお気持ちだったのかわからない。神父様が買い物袋を提げて

ゆっくり歩いておられるのを何人かの信徒が出会い言葉を交わすこともあったようだ。

さらに４月４日復活祭の日からナザレト修道院のミサを始められた。一年間自室でひっ

そりとミサを捧げていらした神父様にとって、シスター方と一緒にミサを捧げられるこ

とはこの上ない喜びだったに違いない。その後片瀬修道院の夕方のミサもお始めになっ

片瀬教会の為に、そして私達日本人の為に、はるばるイタリアから宣教に来

て下さったパスカーレ神父様は 6 月 7 日に主の御許に召されました。永遠の

安らぎを与え、あなたの光の中で憩わせて下さい。 

            （2021．6．13 追悼ミサ ～共同祈願より～） 

 

故パスカーレ神父様 追悼集 
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た。 

しかし４月の終わりになってまた体調がおかしくなった。その時点で病院の主治医は

入院を勧めたが、神父様は頑として受け入れなかった。５月の中旬いよいよ悪くなって

きたが、それでも「入院はしない、私はこの家にいる」と頑張った。まもなく泊まり込

みでお世話するためにミラノ会の若い神父様たちがあの家に来られた。皆さん優しく楽

しい方々で、刻々と変わるパスカーレ神父様の様子に驚いたり喜んだりしながらも懸命

にお世話をされていた。パスカーレ神父様も目が覚めた時は自分の息子のような歳の神

父様たちとイタリア語で話をされていた。そんな様子を見て入院を断固拒否された神父

様の頑固さは正しかったのだと私はつくづく思った。司祭としての使命を引き継いでく

れる若い神父様たちと最後に温かい交りの時が持てた事はどんなに心強かっただろうか。

これは病院にいたら起こりえなかったことだった。そして１週間後神父様は聖ヨハネ会

桜町病院に民間救急車で向かわれた。訃報が届いたのはそれから約２週間後のことだっ

た。   天の下のすべての事には季節があり、すべてのわざには時がある。 

     ・・・・・神のなさることは、すべて時にかなって美しい。（コヘレト 3 章） 

 

.O 

パスカーレ神父様へ ～思い出とともに～                 Y.O.                     

頑固でシャイで不器用でいらした神父様、二年間私達夫婦は

ヨセフ会とマドンナ会、主人は教会学校を通して沢山の思い出

が甦っています。子ども達への温かな眼差し、典礼に関しては

厳しい方でしたが、前任のマリオ神父様への敬意を示され、徐々

にご自分のやり方になさっていかれましたね。生真面目な神父

様も、主人の駄洒落に徐々に慣らされ時には“寒い冗談”をお

っしゃるようになりました。 

8月 12日のお誕生日の近づく金曜ミサ後のまんぷく食堂で居

合わせた方々でお祝いをしました。私の手作りケーキの蝋燭を

消される時の照れながらの嬉しそうな表情！ 

マドンナ会のクリスマス会では、前日に教皇様が来日された折、ドームでのミサでお

召しになった祭服を、ちょっと誇らしげに披露されました。 

 

 

 

 

 

 

そして遠足代金のことで困っておりましたら「信徒に負担は掛けられない」と不足分
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を黙って出してくださったのです。神父様の謙虚でお優しいお人柄を表す思い出の一コ

マです。 

二年目の「夏の集い」のやり方で、委員の中で意見が分かれ「いつも皆さんで決めて

ください」と言われている神父様ですが苦渋の決断をされました。そこで初めて感情を

顕わにされました。私たちは驚き戸惑いました。遠足を間近に控えていたのでこの状態

で行かれるのだろうかと不安でした。神父様はずっと悩まれているご様子でした。ある

日私と歩いている傍らで「許してくれるかな」と独り言のようにおっしゃったのです。

言葉が出ませんでした。 

一年前までいらした中原教会と溝ノ口教会への遠足は神父様にとっても私たちにとっ

ても「お恵み」のものになりました。中原教会のミサで「聖霊を送って私たちの心を清

めてください。司祭である私の心を清めてください。私たちの心を受け入れてください。

お互いに生まれた国は違っていますが同じ信仰を持っています」と祈る説教をされまし

た。両教会の温かなおもてなしと、神父様にとって川崎の教会での年月が、大切なもの

であったのにと感じ、

片瀬教会も神父様を

信頼し、共に歩んでい

かなければと、心新た

にしました。 

  

咳が続き、病院で検査を受け「どこも悪くなかったんですよ！」と嬉しそうに仰った

神父様。その後の病の重さには驚かれ戸惑われたことでしょう。教会の近く、修道院別

院で H さんを中心とした方々のお食事とお世話。ずっと寄り添われた管区長の支えの中

での療養を望まれた神父様。正に神の計らい全てが神のみ業だったのですね。全てを受

け入れ、神に祈り、神を信じ最期まで「パスカーレ神父様らしさ」を貫かれました。キ

リスト者の証を私たちに示されました。 

 このコロナ禍で、世の中と同様に教会でも考え方の違いが鮮明になりました。同じ信

仰を持ちながら「兄弟・姉妹」と言いながら、何故？と私たち夫婦は「信仰」の壁に悩み

ました。 

★ イエスの誕生の姿を思い起こし続けること。それは相手を変えるのではなく自分が

変わることで周りを変える。 

★ 「心の貧しい人」とは、自分の置かれた状況に反抗するのでなく従順、謙遜の心を

持った人である。 

心の貧しい人が多い共同体は対立することがないと講座での神父様の言葉が私の「気

付き」として甦りました。私はまだまだキリスト者の身分証を手に入れる資格などない

という気付きでした。本当に沢山のお恵みを頂き感謝しかありません。ありがとうござ

いました。これからもあのやさしい眼差しで私たちを見守っていてください。 
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パスカーレ神父様のこと                           E.O. 

私の現在制作中の聖母子像をパスカーレ神父様が見に来てくださった時のことである。 

私は自分の信仰の原点である「あゝ無情」の一節、ジャンバルジャンが神父さんとの出

会いによって改心する場面をお話し、教会の金ぴかの祭具を盗んだジャンバルジャンが

村人などにつかまって司祭の前につき出され、司祭の見知らぬジャンバルジャンに対し

て「私はあなたを知っています」と言う。この人とどこで会ったのだろうかと心の中で

動揺するジャンに対して、司祭が更に「あなたは私の兄弟です」と言って抱擁するので

ある。司祭がこっぴどく叱りつけてくれると思っていた村人等は拍子抜けしてつまらな

そうに去って行く。 

司祭は更にジャンを晩餐の席に招き、空腹のジャンが遠慮しないで食べるようにとの

配慮から二人分のメニューをジャンの前に置くのである。そうして夕闇の中に去って行

くジャンの姿が見えなくなると司祭は司祭館に向かってきびすを返しながら「あの人は

わたしより貧しかった」とつぶやくのである。 

 この場面の司祭こそ私の神父様のイメージであり、信仰の原点ですとお伝えするとパ

スカーレ神父様は「きびしいなぁ」と大きな声を出された。今までお会いした神父様の

中で一番親しみを感じる神父様であった。 

40 年位前、ヨハネパウロ二世教皇様が来日された折、聖母子像の製作を祝福していた

だくためにオーエンス神父様に手紙を英訳しタイプに打っていただいたことがあり、こ

の度のフランシスコ教皇様の来日に際してもお手紙を差し上げたいとお願いすると、快

くイタリア語に訳してくださり、また聖母子像のレリーフをお買い上げくださって匿名

で教会に寄贈されたり、私にとっては特別な親しみを感じる神父様であった。 

 コロナ禍の中で、お見舞いを遠慮したのは間違っていただろうか。若い日に故郷を離

れ日本に来られて、楽しい想い出を得られたであろうか？何故神父様に対してもっと細

やかな心使いをして差し上げなかったのだろうか、と思うと深く心に悔やまれます。 

しかし神父様の思いは高く、この世のことを越えて、天に多くの宝を積まれ、今こそ

主キリスト御自らの手にかき抱かれて永遠の至福の中に居られることと信じます。 

 パスカーレ神父様に敬意と感謝を込めてお祈りを捧げます。 

 

 

 

宣教師 パスカ－レ ヴィンチェンツォ                     K.T. 

温厚で物静かなパスカーレ神父様でしたが、宣教師としての熱い情熱をカテケージス

に託していた姿が想い出として残っております。カテキズムは大雑把に言うと、神がイ

エスを通して自分を現した事、イエスが神の子と信じ、その生き方を学びいかに倣うか

であり、それを学んだり教えることがカテケージスです。神父様は「カトリック教会の

カテキズム」を軸に、典礼を通して信仰を教会に定着させるべく、カテケージスに力を

入れていらっしゃいました。宣教の想いが伝わらない時「皆さんカテケージスを学んで
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ない」との厳しいお言葉もありました。神父様が望んでいらっしゃった信仰主体の教会

への道が険しく、忸怩たる想いもあったと思います。 

そんな時、神父様と摂理を話し合ったことがありました。私達、教会も含めて世界は

神の摂理の中で導かれており、正しいと信じた努力を行い、後は神に委ねる。神に祈る

のは、受け入れる心、変える力、見極める知恵を願う事といった主旨をお話になり、温

厚な微笑を見せていらっしゃいました。その後、お説教の中でも何度か摂理を語られ、

お好きな言葉であったと感じておりました。 

 神父様の帰天、それも摂理とするのは不条理かもしれませんが、天の国で変わらず信

仰を全うされ、永遠の命に蘇っていらっしゃるのは摂理と思います。ありがとうござい

ました。 

 

 

パスカーレ神父様の聖書講座                        S.K. 

2018 年のクリスマスに初めて片瀬教会のミサに与った翌年、1 月から始まったパスカ

ーレ神父様の聖書入門講座に参加させていただきました。いろいろ物事を始めはしても

続けることが少ない自分のこと、果たしていつまで続くものかと危ぶみながらの受講で

したが、2 回 3 回と回を重ねるごとに次回が楽しみになり、講座が夏休みの 8 月は寂し

さを感じたものでした。 

パスカーレ神父様は毎回 A4 紙１枚に概要を用意してくださったのですが、その数は昨

年３月に中断した旧約聖書講座を含めて 47 枚になっていました。その第１回目『イエス

の福音』にはこう書かれています。「回心とは、生き方だけではなく考え方も変えること

です。思考の仕方を変えるのです。衣服を変えるのではなく、習慣を変えるのです。」 

考え方を変える。長い年月で染み込んだ自分流の思考の仕方を変える。そんなことが

できるのだろうか。どう変えるのだろうか。自分には高過ぎるハードルに思えたもので

す。今、考え方や習慣がどの程度変わったかはよくわかりません。でも自分一人で変え

ようと奮闘しなくていい。自分頼みでなくていい。 

「イエス様は荘厳な仕方ではなく、私たちの日常の中でご自分をあらわします。」 

初回の概要に私がメモった神父様の言葉です。日常の中で、日々の生活の中で、神様

は私たちを変えようとしてくださっている。安心して前を向きなさいと神様が語りかけ

てくださっている。そう感じられるようになりました。 

格調高い話の中にも時折ユーモアのある話をされ

るパスカーレ神父様。そんなときに浮かべるちょっ

とはにかんだような笑顔を思い出しながら、この希

望に満ちた旅路に導いてくださったことに心よりの

感謝をお捧げします。ありがとうございました。 
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愛と慈しみ                                  M.T. 

お御堂で修理作業していると入り口の戸が少し開きました。初老の男性が祭壇のご聖

櫃を仰ぎ見ながら腰を深々と 90 度に折り曲げ遠慮がちにゆっくり入ってこられまし

た。「何て謙虚な…」これが神父様に初めてお目にかかった時の印象でした。 

毎日のミサでは私達数名の為に毎回メッセージを準備して説いて下さいました。ある

日退席の際に祭服がよじれていたので後でお伝えしたら、ニコリと笑顔で「私を見るの

ではなくあちらを」と聖櫃を示されました。心の隙間を見られたかのよう「ハッ！」と

しました。テレビで中南米選手らがホームラン、ナイスプレイをした後、まず先に天を

仰ぎ讃美する姿を見る度に「私ではなくあの方を…」のパスカーレ神父の言葉がよぎり

ます。 

                     

 

 

パスカーレ神父様を偲んで             カトリック鹿島田教会   

パスカーレ神父様は、2011 年の復活祭後、鹿島田・中原・溝の口の 3 教会共同体の司

牧司祭として赴任されました。日曜日は鹿島田のミサ後すぐに、中原や溝の口に移動し、

ミサを司式される生活で、多忙を極めていらっしゃいました。そのような中でも、信者

名簿を見て教会に来られない高齢者や病気の方々を、電車で遠方まで訪問され、温かい

交わりを実践されておりました。私事ですが、生後 3 ヶ月の孫の重い病気の際に、わざ

わざ娘宅にお越しいただき孫のためにお祈りしていただきました。お陰様で今ではすっ

かり元気になり、今年小学一年生になり感謝しております。 

私の心に残る楽しい思い出もたくさんあります。暑い夏に中原の方々と浦和教会への

巡礼にご一緒させていただきました、また、片瀨に赴任後は、初金の御ミサに参加後、

教会を案内くださり、婦人会手作りの食事をご一緒にいただきました。そのご縁で片瀨

教会の皆様と温かい交わりが続いており、非常にありがたく思っております。多くの「種

まき」をされて、私たちの信仰の芽を育てていただいたことに感謝します。どうぞ、天

国でゆっくりお休みください。 

 

 

             

シャルトル聖パウロ修道女会より         片瀬修道院 スール一同 

パスカーレ神父様の最後のごミサは、今年 4 月 28 日(水)、ご容態がかなり進行して、

ご無理かと心配申し上げておりましたが、最期まで祭壇でごミサを捧げたいお気持ちが

強かったのでしょう、夕方 6 時 20 分頃気丈にも歩いてご来院くださいました。 

 そのあとは、普通通り祭服をお召しになり、ゆっくり歩いて祭壇にお進みになり、い

つも通り捧げてくださいました。お説教も教会の時のように A4 版きちんとお書きになっ

たものを割合にしっかりした口調でお教えくださいました。ですから、その翌朝、午前
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8 時頃からミラノ宣教会の管区長様と 2，3 名の方々で、東京の病院に入院なさるため，

いろいろ車に積み込み準備していらっしゃったのには驚きました。 

 パスカーレ神父様、本当に最期まで良いお手本と良いお説教をありがとうございまし

た。「御心が天に行われるとおり，地にも行われますように（Mt 6/10）」と、私たちも続

けてお祈りして参ります。どうぞこれからは、神の御許から片瀬教会の皆様のため、聖

ヨゼフ様・聖母マリア様と共に沢山お取り次ぎくださいませ。本当に有難うございまし

た。                         

 

          

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一粒会より                                Y.N. 
パスカーレ神父様、今までありがとうございました。私たちは神父様の残して下さ

った誠実な信仰の歩みの跡を追いながら、天のお父様と共に信仰の道を歩んで行きたい

と思います。私たちは、神父様の優しい笑顔を忘れません。私たちの教会がブランチ神

父様のもとで、新しい友を迎え入れ、外に向かって開かれた教会となっていきますよう

に見守って下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最期のごミサの説教 2021．4．28 

今のところ、私に残った「唯一のチャンス」は、

お祈りを続けること、特に「主の祈り」にある「御

心が天に行われるとおり地にも行われますよう

に」(マタイ 6・10)参照)というお願いでお祈りを

続けることです。 

 申し上げさせて頂いたばかりですが、今これ

が、私に残った唯一のチャンスです。特に今年 1

月から、私の体の状況は変わりましたが、私に対

する神様の心の状況は、全く変わりませんでし

た。イエス様が，その「信仰の神秘」の中で生き、

示しておられたように、私たちの人生にどんなこ

とがあっても，神様は，私のお父さんであり続け

ておられます。 

一粒会の祈り 
神様、私たちに天の御国を示し、神様の下へ導くために尊い働きをされたパ

スカーレ神父様を遣わして下さいましてありがとうございました。 

私たちは心を込めて祈ります。 

あなたの召し出しに応えて御国の建設のために働く司祭が若者の中から数

多く興されますように。 

そして私たちが新しく着任されたブランチ神父様の下で、司祭のお働きの為

に共に祈り、支え合って教会がひとつになって行くことができますように。 

 

 



9 

 

葬儀ミサに捧げられた手紙(原文のまま)                      N.S. (9 歳) 

パスカーレしん父様                

わたしは、6 月 6 日に初聖体のおめぐみにあずかりました。わたしの体の中にイエス様が

入ってきて、とてもうれしかったです。 

ブランチフィールドしん父様や、かたせ教会のみな様が、わたしたちの初聖体のために 

大へんなじゅんびをしてくださったことや、教会学校がさい開して楽しいことを、わたしは

パスカーレしん父様におつたえしたいと思っていました。 

けれども、パスカーレしん父様が天国に行かれてしまったというお知らせがとどき、とう

とうおわかれも出来ず、わたしはとてもさびしくて小学校の聖堂で一人でおいのりをしまし

た。そして、パスカーレしん父様がいつも「わたしたちの人生にどんな事があっても、イエ

ス様はわたしたちのお父さんであり続けておられます」とおっしゃっていたことを思い出し

て、わたしもイエス様をしんらいして、これからもおいのりを続けていこうと思いました。 

天国でイエス様と一しょにわたしたちを見守っていてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  着任直後の初聖体の式  2018．6．3 

夏の集い 2018.7．21 

パスカーレ神父様 思い出のアルバム 

第 5 地区聖歌隊交歓会 2018．6．24 
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「タコライス、おいしそうだな」 

福祉バザーにて  2019．5．11 

 

 

初聖体にて 2019．6．23 

由比ヶ浜教会訪問 マリオ神父様と 2018．9．7 

 

 

マドンナ会新年会で 
2019．2．1 
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夏の集いでシスターと 2019．7．20 

 

十字架の顕示 2019．4．19 

 

教会学校 2019．5．11 

 

 

灰の水曜日 2019．3．6 

 

金曜日信徒会館でのお食事2019年 

 
東京ドームにて 

菊池大司教、ミラノ宣教会の神父様方と 
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2021 年 ７月度 教会委員会報告 
   

開催日時：2021 年 7 月 4 日(日)午前 11：40～13：30 

参加者：ブランチ神父、副委員長、典礼、冠婚葬祭、宣教司牧、広報、財務、奥田総務、

教会学校、中高大青会、マドンナ会､市内キリスト教連絡会、西田･一粒会、   

片瀬修道院、聖母訪問会、福祉 

      

□ ブランチ神父挨拶  

先ず一番に思っているのは 早くこのコロナから解放され普通に戻りたいと思ってい

ます。そう言いながら更なる感染を出さない様に皆さんで知恵を出し合って対抗してい

きましょう。今まで私自身は独断で事を決めないで来ました。そして委員会も独走して

はいけない、両者が譲り合って意見を出し合っていきたいと思っています。私の希望は

今の地区別ミサを変更したいという事です。いつから出来るかを皆さんと知恵を出し合

っていきたいと思っています。昨晩、8 月 15 日(日)のお盆・マリア様の被昇天に試みと

して地区別をなくしてみたいという考えが浮かびました、あとで話し合いましょう。 

先ほどのミサで侍者の話をしました。ここに来て 3 ヶ月経ちますがミサに子どもがい

ないのはおかしいと思っています。そして侍者にも子どもがいない。祭壇上では完璧を

求めず、こどもたちが祭壇の周りに気楽に参加してくれるのが良いと思っています。出

来なくても良い、私がやり方を教えてあげます。若いお母さんたちに働きかけて前向き

でいて欲しいです。ミサは完璧なものでなくても良い、家族の祝いです。侍者服を着てい

るだけでも良いのです。 

 

□ 報告および連絡事項 

 １．財務より 5 月までの会計報告→ 収支は全体的に見て維持費のお陰で健全に動い

ている。 

    質）総務 ： 大規模修繕と小規模の違いは？ 

    答) 会計 ： 教区に報告する場合の金額の違い､植栽や下水管の手入れは金額

的に問題ない 

    総務：維持をする為の物は毎年きちんと予算を組んで行くべきではないか？ 

ガーデニングサークルの皆さんによるメモリアルガーデン 
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２． 防火管理者より→ 管理者の池尾委員長欠席の為に以下を副委員長が読み上げた。 

１）6 月 7 日（月）藤沢消防署の立ち入り検査。消防施設、消防訓練状況等を 検

査した結果、指摘事項として 

  ①避難訓練を年 2 回以上実施させること。訓練を実施する際は事前に消防訓練

通知書を藤沢南消防署に届け出ること。 

  ②消防計画に変更（司祭異動等）があり、消防計画変更届書を藤沢南消防署長

に届け出ること。 

  ③南海トラフ地震防災規程を作成し、南海トラフ地震防災規程送付書を藤沢消

防局査察指導課に届け出ること。 

   ２）6 月 17 日（木）法定消防設備点検（点検業者：渡辺武商店㈱） 

     ①消火器 2 台期限切れのため交換 

    ②信徒会館２F 警報器ランプ切れ、ランプだけ交換不可のため一式交換 

    ③信徒会館１F 警報器ランプ切れのためランプ交換 

   ３）現状、業者による防火設備点検を３年に一度としているが、今回のように消 

化器期限切れの発生やランプ切れ等気づかないこともあり、1 年に一回とした 

い。⇒承認 

   ４）まず８月以降に消防訓練を実施予定とする。⇒承認 

内容（教会の消防組織、消火器の位置。警報機の位置、火災発見時の対応等） 

神父様から鍛冶ヶ谷教会は毎年消防訓練をやっていたという報告あり。 

 

３．司教様との懇談会→ 副委員長が以下を読み上げた 

6 月 20 日堅信式後、1 時間ほど司教様との話し合いをもった。話題は、聖堂や長谷

川路可画の保存についてで、司教様の気持ちを聞く目的であった。 

１）長谷川路可画の修復について、司教様から司教区にも修理に詳しい人がいる。 

甲府の Sr.志村なども修復の勉強をされているので、司教館と連絡して紹介し

てもらってもよい。 

２）聖堂は、軽井沢教会は町の保存指定に、他にも国等で指定されている。 山

手教会も外観が横浜市の景観保存指定にされているが、内部はいじってよいこ

とになっている。片瀬教会の保存の仕方も色々あるので考えてほしい。 

 

４．6月27日第5地区共同宣教司牧委員会及び教会委員長会議→ 副委員長が読み上げ。 

  主な議題は、「各小教区より、福音宣教活動への取り組み方針と現状の報告」 

１）コロナ対応については、各教会とも緩和を模索するも慎重な対応を希望 

する意見が多いということで当面現状のまま。鍛冶ヶ谷はソーシャルディス

タンスが取れる範囲で地区別を２つにしている。戸塚は出席人数の少ない地

区を一緒にする。大船はワクチン接種が行き渡った後での緩和を考えている。 

   ２）鍛冶ヶ谷では、連絡網再構成している。どのような通信手段を希望するかは

がきにて問い合せている。教会組織を 3 部門に合わせるため変更しようとし

ている。キリスト教入門講座を再開したので、他教会の方もどうぞ。 

 ３）藤沢では、次世代につなげていく規約の改訂を行っている。改訂にあたり教会

の将来を考え３０歳代中心の若い人の意見を取り入れる為若い人の意見交換

会を行った。司祭から若者の意見として、「今の教会の活動では人を誘えない

（興味あるものとして捉えられない）」ということが紹介された。 

４）中和田は、近隣住人が新しい聖堂に興味を持っているので完成したらに内覧

会を計画。宣教の一端になるのではないか。 

   ５）各教会とも将来像を考えており、片瀬も将来のビジョンを考えるべきと思う 
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５．植木の殺虫剤散布、楠の根処理 

 総務部長より 6 月 29 日に司祭館横のガレージの床が盛り上がっていた木の処理 

をした。 

  

６．下水道詰まりの処理 

   総務部長より敷地内のマンホールを掃除と高圧洗浄もした。一部地面が動いてい

る所もあるが近々に対処したほうが良い。それと一緒に 2 階キッチンの雨どいの

つまりを掃除の必要あり(藤江さん) 

 

７．聖堂香部屋側引き戸鍵、信徒会館ガラス戸鍵、トイレドアの改修。 

   総務部長より藤江さんが中心になり神父様と一緒に修繕中。 

 

□ 検討・討議事項 

１．冒頭の神父様のお話しから以下のことを話し合った。 

   １）ミサの地区別を変える時期 

①ワクチン接種の目安に合わせて丁度オリンピックが終わる頃 9 月はどうかと言

う意見があったが 8 月の委員会で再度検討する。 

②8 月 15 日のミサは午前 10 時と夕方 5時の２回。申し込み制(表に記入)とする。 

夕方 5 時のミサ後に花火大会を企画。 (｢ミサ後花火をします｣と明記)。 

7 月 11 日のミサから申し込み表を貼り出す。 

２）子どもたちのこと 

    教会学校から、各家庭の中でいろいろな考え方がある。今まで侍者に関しては

完璧を求められていた。厳しくされていた癖が残っている親の中でも、きちん

とやらなくてはと思っている人が多い。神父様の今の気持ちを直接親たちに話

して頂く機会を作ろうと思った。子どもはいつでもミサに参加しても良いとい

う認識を再確認させたい。 

 

２．信徒意見交換会の結果を踏まえ、今後の対応（前回宿題） 

まずは連絡網づくりの足掛かりとして神父の案（他教会で実績あるやり方）として

今月中に暑中見舞いを出す。返信があるかないかで一つの判断にする。官製ハガキ

に宛名シールを貼る。作業だけなのでマドンナ会にも協力をお願いする。 

名簿管理者に連絡する。堅信式の時の情報も共有してもらう。 

 

３．長谷川路可画展示、信徒会館展示見直し。（前回から継続） 

藤江氏と藤本氏と神父様が中心になって工夫する。 

１）信徒会館 1 階の展示も刷新する。 

２）また、聖堂入口の画の位置も下げて欲しいとの意見もあり検討する。 

３）司祭館は保存するかどうかを検討する前に、現在ブランチ神父が住んでいく

中での維持の為に少しずつ修繕して行くという形で進めていく。神父として

は直近では雨戸が外れそうなので修理したい、開けられない窓に手を加えて

いくところからやっていきたい。放っておくと被害が増大するので毎年予算

を組んでやっていきたい。 

   

３．ホームページ 

ホームページの目的は教会内部の人の情報共有もあるが、不特定多数の外部の人(全
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世界も含めて)が観る為掲載内容を熟考しないといけない、個人情報等も考えて慎重

に対応する必要あり。おしらせを信徒へ知らせる方法を考えるなら、からし種を利

用するとか Fax で連絡するとか別の方法を考える。ホームページに載せて欲しい記

事を担当宛に提供していく。 

 

４．ミサ Youtube 配信  

若者を中心に連絡を取り合って貰う事になっていているが、鍛冶ヶ谷教会信徒のサ

ポート。連絡待ちの状態。あくまで若者主体で進めていってもらう。 

 

５．古い卓球台の活用方法 

ブランチ神父様が再利用したいので一任する。 

 

６．その他 

１）中高大青会より 6 月 20 日の堅信式のお礼：ご協力とお祈りを沢山ありがとう御

座いました。子どもたちも色々活動がしたいとの声も出てきているので、温かく

見守って下さい。 

２）市内キリスト教連絡会よりオンライン会議をやった平和の為の合同祈願会を 8 月

7 日藤沢教会で開催予定。司式 芹沢神父 14 時～15 時半 白鳥牧師。 

   12 月 11 日市民クリスマス ワクチン接種の状況をみてから決める。 

３）福祉部より 6 月 12 日藤沢教会で近隣地区での福祉部交流会があった。 

そこでのアイディアで福祉団体の為の毎週ミサ後のミニミニバザーを考えて行き

たい、目処は 準備もあるので秋以降。 

――次回開催 8 月 1 日―― 

 

 

 

 

★★★８月の典礼★★★ 

1日(日) 年間第 18 主日 20日(金) 聖ベルナルド修道院 
教会博士 

4日(水) 聖ヨハネ・マリア・ 
ビアンネ司祭 

21日(土) 聖ピオ 10 聖教皇 

6日(金) 主の変容 22日(日) 年間第 21 主日 

8日(日) 年間第 19 主日 24日(火) 聖バルトロマイ使徒 

10日(火) 聖ラウレンチオ助祭殉教者 27日(金) 聖モニカ 

11日(水) 聖クララおとめ 28日(土) 聖アウグスチヌス司教 
教会博士 

14日(土) 聖マキシミリアノ・マリア・
コルベ司祭殉教者 

29日(日) 年間第 22 主日 

15日(日) 聖母の被昇天(年間第 20 週)   
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◇８月 15日（日）聖母の被昇天のミサは地区別ではなく、どの地区の方でも 

10 時と 17 時のどちらか１回に参加できます。希望の時間を聖堂入り口の用紙

に書き込んでください。17時ミサ後には子どもたちのための花火を実施します。 

 

◇山口神父様の活動物資(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。信徒会館に箱を置いてあります。ご協力をお願いします。 

 

 

 

 

 

２０２1年 8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  
 

 

お知らせ 

https://www.catholickatasechurch.com/

