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イエス様からの招き 

 

戸塚教会担当司祭 田丸 篤 

私たちの心の飢え、渇き、それは何によって満たし

ていったらよいでしょうか。一番よいのは、人の愛情

にふれることです。人の親切な言葉や、よくしてくだ

さる姿や行いによって私たちの心は満たされ、力をい

ただきます。そしてそのことは、同時に自分も人に対

してそのような行いに招かれていることも表してい

ます。私たちがありがたく人から受けると同時に、自

分も人に与えることができる人になっていく。それを

通して自分が人の喜びになっていける。それが本当の

意味で自分が満たされるということです。イエス様は

神の独り子として誕生され、その姿と言葉で私たちに

生きる道を教えてくださいました。イエス様は私たち

に隣人を自分のように愛することの大事さ、互いに支

え合う絆の大事さを説かれました。苦難が襲っても、

困難にぶつかっても、それを共に支え合える仲間がい

れば、それを乗り越えることができる。人間は一人で

は生きていけない。仲間の支えが必要。それを思い、

一人ひとり自分ができる関わりを大事にしていくこ

と。現代に困難があるとしたら、その必要とされる絆

がもろくなってしまっているということです。物の豊

かさや生活の便利さを優先して、本来人間に望まれて

いる互いに支え合う絆が後回しにされてしまったか

もしれません。 

 

イエス様が教えてくださったもう一つの大切なこ

とは、私たち一人ひとりを内側から支える力です。自

分と神様とのふれあい。神様が私たちに注いでくださ

っているあたたかいまなざしを感じとること。たとえ

自分にふりかかるたくさんの問題がどれ一つなくな

らなかったとしても、また誰とも心が通じ合わないと

感じたとしても、それでも自分は神様にふれることが

できる、神様と心を触れ合わせることができると感じ

られるなら、私たちの心は落ち着きを取り戻し、生き

る力を取り戻すことができます。私たちにむずかしさ

があるとしたら、自分はその神様とのふれあいを望ん

でいるけれども、神様の本当のあたたかさを知ること

ができていない。いつも祈っているけれど、その祈り

がどこか空回りしてしまっているということではな

いかと思います。苦難や苦しみはないほうがよい。そ

れこそが救いだととらえる人は多いでしょう。しかし

イエス様が私たちに求められる信仰は、苦難を受け止

め、そこに意味を見つけ、それを生きることです。そ

して自分一人が歩んでいるのではなく、イエス様が共

に歩んでくださっていること、そしてその歩みを通り

越した先にまばゆく輝く真の光の世界、復活のいのち

の世界が待っているということです。たとえ、今日重

い病気が発覚し、これからずっと闘病生活が続くこと

になったとしても、それでもその状態

を心から受け止め、イエス様と出会う

希望をもって、自分を捧げる生き方を

し続けるなら、イエス様は必ずこの自

分を呼んでくださる。私たちの信仰と

はそのようなものです。 
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教会が「元気に」キリストを証ししていくために 

 

横浜教区共同宣教司牧サポートチーム神奈川 メンバー S H 

教区の共同宣教司牧に関わって間もなく 19 年、福

島県に単身赴任してからも続けさせて頂いています。

（福島生活を少しだけ、共同宣教司牧ニュースに掲載

しましたので、そちらをご覧ください） 

梅村司教様から鈴木勁介師に「神奈川県の共同宣教

司牧」を考えるよう指示があったのが 2002 年。これ

は、教区報 45 号（2001/12）の中で司教様が「わた

したちの大きな挑戦」と題して呼び掛けられた「交わ

りとしての教会をめざして」（司牧書簡 2000.12.25）

の具体化の一つにある「司祭・修道者・信徒による共

同宣教司牧体制の整備」を受けたもので、司祭、修道

者、そして神奈川県下 7 地区の代表で「神奈川県・共

同宣教司牧準備会」が発足し（2003.02.01）、私はプ

ラスアルファとして鈴木師からお声掛け頂きました。 

神奈川県でどのような行動を起こしたらよいか7地

区の意見を求め、2 年近く検討した準備会の結論とし

て、生き生きとした共同体となるために大切にしてい

くとよい二つの必要なことを司教様に答申しました。

一つは出会いを深めること、いま一つは教会の奉仕職

への養成です。 

 

何故この二つに辿り着いたか：共同宣教司牧とは、

司祭・修道者・信徒（以下「三者」といいます）が共

同責任を持って教会の使命を果たす体制と考えたか

ら。この共同責任とは：昔は教会の責任は司祭（及び

修道者）に集中していましたが、現代においては色々

な限界があります。この限界に際し、信徒の役割は、

ヴァチカン公会議以来、第一の使命は社会の中で信仰

を証しすることと言われていますが、教会の中で信徒

がもっと力を発揮できることがあるはず。司祭や修道

者に代わってその使命の一部を担おうと言っている

のではなく、教会憲章や福音宣教（パウロ 6 世）にあ

る「信徒の協力」をもっと強めて教会内の奉仕的役割

を司祭と協力し、例えば信仰を伝える、祈りを導く、

などで貢献する。反対に、司祭や修道者も、信徒と協

力して社会の中で活動・貢献できることがあるでしょ

う。三者にはそれぞれの霊性（固有の信仰の生き方）

がありますので、教会の使命を考える上では、三者す

べての行い、すべての責任があって本当の意味での達

成に導かれるのだと思います。教会（一つの体・キリ

ストの神秘体）には、聖霊の賜物による種々の奉仕職・

務めがあり、すべてが必要なのです（コリントⅠ.12

章）。三者に共通し、基本となる最も大切なことは、

洗礼と堅信の秘跡により、キリストの福音を生き、

人々に証しするよう神から招かれていることです。洗

礼のとき「キリストの王職、祭司職、預言職にあずか

り」、堅信により「聖霊の賜物を受けた」私たちは、

一体として、協力して歩いていくことが求められてい

ます。これが共同責任なのだと思います。 

 

準備会の司教様への答申の後、2004 年に発足した

「神奈川県 司祭・修道者・信徒による共同宣教司牧

推進委員会」の目的は、ヴァチカン公会議以来教会が

大事にしている『教会が「元気に」キリストを証しし

ていく』ために、全ての信者（三者）が交わりを深め

ること、でした。そのためにはまず出会うこと、そし

て互いに尊重し、語り合い、聴き合い、祈ることを通

して出会いを深め、福音の証しになっていくようにす

ることが必要だと考えました。そしてもう一つ、小教

区や地区の教会を支える奉仕職を修道者や信徒がよ

り担えるように養成する研修会を開催し、その場で小

教区や地区の枠を超えて三者が出会い、交わりを深め

ながら奉仕職を学び、得たものを持ち帰って共有し、

「元気な」共同体としてほしいと考えたのです。 

推進委員会は教区の委員会ですが、教区の宣教司牧

を支援する立場として「共同宣教司牧サポートチーム

神奈川」に名称を変え、出会いを深める交流会と養成

研修会を毎年開催しています。 

 

サポートチームの活動にゴールがあると思ってい

ません（でも、わたしはそろそろ引退か？）。感染症

へ対応しながら、これまで通り、焦らず・ゆっくりと、

出会いと養成の場を提供する活動を続けていきます。 
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福祉部 K K 

1. 「ボランティアわかち合いの会」 

戸塚教会信徒による福祉活動の歴史とあゆみの「わかち合い会」を開きます。沢山の方のご参加をお待ち

します。 

日時 ： 3 月 27 日 ミサ後１１：１０～１２：４５、場所 ： 大聖堂にて 

 

2. 「ミシン掛けボランティア」募集 

寿町の障害者支援施設「風のバード」は、障害を持つ利用者が織る「さをり織」を使ったポーチやブック

カバーといった品物を教会のバザー等で販売しています。ミシンで反物を販売用品物に仕立てる作業は、

ボランティアが担っています。「風のバード」の施設で利用者と一緒に作業をしていただくのが望ましい

のですが、反物を持ち帰って自宅での作業も可能です。このボランティア活動に関心のある方は、福祉部

員に連絡ください。 

A C、S J 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福祉部からのお知らせ 

新しくなった正門右

の掲示板 
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教会委員会からのお知らせ  
 

 

 

毎月の教会委員会・議事内容について 

＜2 月度定例教会委員会（2/13）＞ 

【協議事項】 

・3 月の主日のミサ日程表の作成について（典礼部） 

・「信徒のしおり」作成について 

 

【報告事項】 

【委員長】 

・2/26 中和田教会献堂式 参加(田丸神父、前委員長、

委員長)  

【財務】 

・世界こども助け合いの日献金を横浜司教区に振込。 

【管財】 

・1 月 エレベーター非常灯交換、藤棚下ベンチ設置。 

・2 月 AED 消耗品(パット)交換、ガス給湯器交換。  

・3 月 浴室の工事を行う予定。  

【福祉】 

・福祉部の掲示板の設置を完了 

 

★尚、詳細は、毎月教会委員会･議事録  

(1F 委員会掲示板) をご覧ください。  

 

信徒大会が 2/13(日)に行われました 

会場の出席者は教会委員を含めて 57 名、Zoom での

参加者は 16 名でした。 

教区典礼研修会（各教会にてオンライン開催） 

2/11～6/5 実施日は後日お知らせいたします。 

灰の水曜日 3/2(水)10 時、20 時 

古い枝の回収箱の設置(1/22～2/20)、新しい枝作り

は 4/9(土)10 時～戸塚教会にて行います。お手伝い

頂ける方は、軍手又はゴム手袋、カッターや枝切ハ

サミ等、持参をお願いします。 

十字架の道行き 3/4～4/8  

毎週金曜日 10 時ミサ後。(7 時のミサはなし) 

入信志予定 

合同志願式(藤沢教会)3/6 予定。(戸塚より 3 名) 

ゆるしの秘跡 

ゆるしの秘跡は四旬節中 3/15～19、22～26(火曜日

～土曜日)14 時～15 時、事前予約制：田丸神父様 

黙想会   

4/3(日)11 時～13 時 田丸神父様 

枝の主日  

4/9(土)16 時、4/10(日)10 時    

 

 

 

 

聖週間 

聖木曜日(主の晩餐) 4/14 19:30 洗足式なし 

聖金曜日(主の受難) 4/15 19:30 

復活の主日(復活徹夜祭) 4/16(土)19 時 

(日中のミサ) 4/17(日)10 時 洗礼式 3 名予定。  

(以上 典礼部) 

四旬節 愛の献金 

教皇様は毎年、四旬節に向けてメッセージを発表

し、キリストを信じるすべての人が四旬節の精神を

よく理解して、回心と愛のわざを励むよう呼びかけ

ます。この呼びかけに答えて教会は虐げられ、差別

され、見捨てられ、いのちの危機にさらされている

人たちとの共感を大切にするよう一人ひとりに訴え

とともに、四旬節中の「愛の献金」を奨励していま

す。この献金はカリタスジャパンを通して海外諸国と

日本各地に送られ、難民、貧困、失業、飢餓などに

苦しむ多くの人々のいのちを守るために使われま

す。 

聖地のための献金（聖金曜日） 

この献金は政情不安定な聖地で苦労している修道者

たちを支えるために行われ、主の受難と死を記念す

る聖金曜日にささげられるようになりました。全世

界のカトリック教会すべての小教区からローマ教皇

庁に集められ、現在はイスラエル、ヨルダン、キプ

ロス、パレスチナ自治区内にある数多くの巡礼所や

聖堂などの維持管理に充てられるほか、聖地の貧し

い兄弟のための福祉施設や教育施設の運営、奨学金

や生活保護などのために使われています。 

                (以上 財務部) 

 

 


