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マリア像建⽴への感謝 

 

                               担当司祭 ⽥丸 篤 

私が２０２０年４⽉に赴任した時から、私の⼼には

この教会の⼊り⼝にマリア様の像を建⽴できたらす

ばらしいなという思いがありました。聖堂を訪れる私

たち信者にとっても、また教会の前の道路を⾏き来さ

れる⼀般の⼈々にとっても、マリア様の御像を仰ぐこ

とでどれ程⼒と励まし、御保護をいただけるだろうか

と感じました。それから⽉⽇を重ねながら、多くの信

徒の⽅々にその思いを伝える中で、たくさんの⽅々が

マリア様の御像の建⽴を望んでくださっていること

がわかりました。そのことに勇気と⼒をいただいて、

私は今年の２⽉に実施された信徒⼤会の中で、マリア

像建⽴についての提案をさせていただきました。それ

から⼀ヶ⽉程皆さんからの意⾒を聞く時間を設け、教

会委員会での承認を得て、御像を制作してくださる⻑

崎の中⽥ザビエル⼯房に発注いたしました。この御像

は⻑崎の上五島にある福⾒教会のマリア像と同じも

ので、いろいろと問い合わせをする中で、中⽥ザビエ

ル⼯房までたどりつきました。快く制作を引き受けて

くださり、それから２ヶ⽉程待ちました。５⽉末に無

事に⼾塚教会に御像が届き、台座を制作してくださる

川崎の⽯材店も⾒つかり、⾸を⻑くして完成を待ち望

みました。７⽉７⽇に無事に設置ができ、７⽉１４⽇

に⻑崎から御像を制作された⽅が来てくださり最後

の仕上げをしてくださいました。そして７⽉２４⽇１

０時のミサ後に御像の祝別式を⾏いました。皆さんか

らのたくさんのお祈りと献⾦のおかげで望んでいた

マリア像の建⽴を終えることができました。 

今、完成してから２ヶ⽉が過ぎようとしていますが、

⽇に⽇にマリア様の御像の存在の有難さと御保護を

感じさせていただいています。私はマリア様の御像の

特に横顔が美しく感じられます。また晴れの⽇だけで

なく、⾬の⽇も、マリア様の⼿から⽔が滴って、⼀段

と美しく感じられます。これからこのマリア様の御像

はずっと⼾塚教会の守り⼿として⽴ち続けてくださ

るでしょう。 

 

 マリア様の御像の建⽴を無事に終えることができ

た私たちは、やはり⼤事にすべき務めがあります。そ

れはマリア様がこの教会に来てくださったことへの

感謝を捧げることと、マリア様が⼤切にしてほしいと

望まれるロザリオの祈りを唱えることです。今、⼾塚

教会では毎週⽕曜⽇１３時半から聖堂で⼀緒にロザ

リオを唱える集まりが始まりました。また各⾃がそれ

ぞれの場でロザリオの祈りを唱え捧げることで、私た

ちが少しでも神様のみ旨に応え、信仰を深めることが

できるように互いに励みたいです。マリア像の建⽴は、

私たちにとって⼤きな神様からの恵みでした。私たち

がこの恵みを無駄にせず、こ

れから祈りを通して神様の

呼びかけに応える教会作り

に励んでいきたいです。マリ

ア像建⽴にあたって協⼒し

て く だ さ っ た た く さ ん の

⽅々に感謝を申し上げます。 

 

   ⼾塚教会だより 
2022 年 9 ⽉号 No.210 発⾏︓カトリック⼾塚教会 

出向いていく教会 〜みんなでつながってもう⼀歩前へ〜 

《2022 年度活動⽅針》 
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「教会前庭へのマリア像設置について」 
 

教会委員⻑ M J 

⼗主の平和  

⽇頃より、カトリック⼾塚教会へのご⽀援とご協⼒

に感謝申し上げます。  

この度、教会⼊⼝の⼤扉横の花壇に、マリア様のご

像が設置されましたので、経緯をお知らせ致します。  

 

昨年秋、教会駐⾞場の向かい側に保育園の建設が始

まり、本年 4⽉には開園することが分かりました。い

ずれ沢⼭の⼦供たちが教会周辺を通ることを想像し、

⾞の出⼊りについての注意事項等を検討していまし

たが、本年 2 ⽉の信徒⼤会で、「⼾塚教会の庭にマリ

ア様のご像があれば、 ⼦供たちがご像を⾒に⼊って

来て楽しんでくれるのではないか」との意⾒が出され、

また多数の賛同があったので検討することとなりま

した。  

4 ⽉には保育園が開園し園児や若い⽗⺟たちの姿

が⾒られるようになり、通りすがりに教会の庭に咲く

花々をのぞき込む⺟⼦が増えてまいりました。  

復活祭の頃には、⻑崎のカトリック福⾒教会に設置

されているマリア像が良いということになり、 ほぼ

等⾝⼤(150cm)のご像作製を⻑崎の中⽥ザビエル⼯

房(⻑崎市辻町 16-6)に依頼いたしました。  

費⽤については、ご像作製費約 60 万円、御影⽯の

⼟台作成と設置⼯事、および周辺の整地に約 70〜80 

万円と⾒込み、できるだけ多くの信徒たちの祈りと献

⾦で完成させたいとの思い で、募⾦活動を開始しま

した。  

毎週のミサにはコロナ前の半分ほどの信徒しか来

ていない状況にも関わらず、最終的には 160 万円近

くになりました。  

花壇の⼀部整備とご像設置⼯事、そして御影⽯の⼟

台作製をしてもらう会社を幾つか当たり 検討した結

果、町⽥ザビエル幼稚園にマリア像設置⼯事の経験が

ある原⽯材店(川崎市⿇⽣区 古沢 28-3)に依頼する

ことにいたしました。  

5 ⽉ 31 ⽇には中⽥サビエル⼯房からマリア像が届

き、7 ⽉ 14 ⽇に⼟台も無垢の御影⽯にて施⼯され、

中⽥ザビエル⼯房から来浜された技師による最終チ

ェックを経て完⼯しました。 

7 ⽉ 24 ⽇には、ミサ後に祝別式が喜びのうちに挙

⾏され、記念のカードも配布されました。 

 

祝別式の最後のことばにあったように、⼾塚教会が

近隣の⽅も含めて、より祈りの場に成⻑していくこと

願います。 

 

Ps. ⼀連の経緯を youtube 動画にいたしましたので、ご覧ください。 

ð  https://youtu.be/h7QjpE2Yg1Y 
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1）⽯材業者による⼟台設置及びマリア像の固定（7 ⽉ 7 ⽇） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マリア像を小型クレーン

でつり上げ 

教会地下に仮置きされて

いたマリア像を搬出 

下部土台石の設置 

上部土台石の設置

及び像固定用の鉄

芯挿入 

所定位置に慎重に下ろす

様子 

像背面の穴からセメント

を流し込む 

周囲に白い玉砂利を敷く 

マリア像の設置・祝別式の様⼦ 

背面穴は開けた状

態でこの日の作業

終了 
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2）マリア像作成業者(⻑崎)による背部⽳埋め及び最終仕上げ（7 ⽉ 14 ⽇） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3）マリア像の祝別式（7 ⽉ 24 ⽇） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

背面のセメント挿

入穴を塞ぐ 

神父様を先頭にマリア像

の前へ移動 

寄贈された生花で

飾り付け 

穴が完全に塞がれた状態 
完成後業者の方

と記念撮影 

「ロザリオの祈り」を全

員で唱える 

祝別の祈りを捧げる 
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《 マリア像設置に際してひと⾔ 》 

 

l 教会に⼊ると優しいお顔のマリア様に迎えていただき、⼼が暖かくなります。⼼から喜んでいます。(50

代、⼥性)、（70 代 ⼥性） 

 

l 教会までの坂を上がるとマリア様がようこそと微笑みを送って下さいます。マリア様、ずっと私達をお

守り下さい。 (70 代 ⼥性) 

 

l ２０数年前に私の家の庭から、カーテン神⽗様、夫の 3 ⼈で移し替えた百⽇紅(さるすべり)が花をつけ

て、マリア像を祝っているような気がします。 (７０代 ⼥性) 

 

l マリアさまがいらっしゃらなければイエスさまは⽣まれてこない。この事実を忘れない為にマリア像の

設置はうれしい限りです。 (60 代 ⼥性) 

 

l ⽞関の前にマリア様がいらっしゃって迎えて下さる喜び。⼾塚教会をお守り下さっているありがたさを

感じ、感謝いたします。(50 代 ⼥性) 

聖水を振りかける 祝別式の終わりを告げる 

教会中庭に集まった信徒

の皆さん 
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l 教会の⼊⼝が明るくなりました。（60 代 ⼥性） 

 

l ⽥丸神⽗様の声掛けに多くの信徒の喜び、感謝の気持ちで⼀杯です。（70 代 ⼥性） 

 

l マリア様、全てをゆだねます。⼾塚教会がマリア様のお働きで愛のきずなの平和の教会となり、益々神

様のお恵みが豊かにありますように (60 代 ⼥性) 

 

l 散歩中だという⻘年がマリア様の御像を⾒つけて、⾜下にひざまずいて⼿を合わせました。⼈を引きつ

ける⼒がお有りになると感じました。 （70 代 ⼥性） 

 

l ⼾塚教会にもマリア様を迎えられて本当にうれしいです。（70 代⼥性） 

 

l マリア様の御像に守られて、安⼼感と希望が湧きます。（80 代⼥性） 

 

l マリア様の御像を置くことで、ようやく教会だと認識されます。（80 代⼥性） 

 

l マリア様の御像の周りがちょっとさびしいです。花の植え込みがあればよいのでは。（70 代⼥性） 

 

l カトリック教会らしくなりました。（６０代⼥性） 

 

l ⼾塚教会正⾯に清らかなマリア様の聖像を迎えられたとのことを伺い、なるべく早く⼾塚教会

へ⾏く機会がえられますように︕（横浜教区他教会 70 代 男性） 

 

 

 

 

 

 

★★信徒の声★★ 

 

⽯巻ボランティアセンターでの体験 

 

マリアの宣教者フランシスコ修道会 Sr.アンジェラ H S 

⼾塚教会が⽯巻ボランティアセンターを⻑い間⽀

援しておられる事、船員さんの帽⼦づくりのための⽑

⽷を⼾塚教会から送られてきていることを⽯巻セン

ターで働き始めて知りました。  

2019 年 10 ⽉末に、私は 8 年間の管区⻑職を終え

て⼀年間のサバティカルをとることなり、この機会を

⼤切にして過ごしたいと思っていました。丁度その頃

に仙台教区ボランティアセンター⽯巻では、2011 年

以来各修道会のシスター達が1年ずつ滞在しながら⽀

援をつないできていましたが、空席になっているので

来てほしいという要請があり、2019 年 11 ⽉から⽯

巻ボランティアセンターに住み込みの⽣活を始めま

した。ただ共にいさせてくださいという無⼼な思いで、

出会う⼈々の話に⽿を傾け、共にいながら様々なこと

を学ぶ⽣活は恵みの⽇々となりました。後⽇知ったの

ですがコロナウイルスもほぼ同じころ発⽣し始めて

いました。 翌年の２⽉ごろまでは毎⽉のイベントも

充実して活発に活動していたセンターでしたが、3⽉

中旬にコロナ感染拡⼤のために、活動を⼀時中⽌する

ようにと⽯巻市役所から通達がきました。利⽤者との
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かかわりの中で傾聴や、雑談をしながらの作業をとお

して共にいることを⼤切にしていたセンターの活動

は、予定した計画や希望とは全く異なる形にとらざる

をえなくなり、突然道が断たれて先が⾒えない経験を

しました。この未知の経験による皆の困惑はとても⼤

きい事を感じました。 何を根拠にして判断し、⾏動

するのか⼾惑う⽇々が続きましたが、それまでのルテ

ィーンから離れて新たな状況を把握して理解するた

めに、先ず周りに何が起こっているか気づくこと、ど

んな変化が始まっているのか⾒逃さないこと、⼈々の

思い、不安、望みを感じ取ることから始める必要があ

ると気づきましたが、何かの⾏動を起こすことは容易

なことではありませんでした。 それまでにセンター

に来られていた 20 数名の利⽤者の⽅たちに定期的に

電話をしてつながりを継続する事、マスクを作り、メ

ッセージカードを添えて、各利⽤者の家のポストに⼊

れてゆくポスティングという事を始めました。 ⼀週

間に⼀回必ず電話をすることで以前より親密に話し

ができるようになり、これまで語られなかった個⼈的

な事、悩み、不安、望みも話してくださるようになり

ました。マスクも⼿作りで縫い、添えるメッセージカ

ードも、受け取る相⼿のことを思いながら書くことで、

どの様な⾔葉かけをしてもらいたいのかを考えると、

その⽅との親近感がわいてきました。 

 

コロナ禍も３年を過ぎようとしています。 以前に

は予測もしなかった社会の変化に気づきます。 仕事

や⽣活の仕⽅、⼈々との関り⽅、社会状況、経済格差

の現実等などの様々の変化に⼾惑います。教会の在り

⽅も⼤きく影響を受けました。 それらの予測しなか

った体験の結果としてストレス、緊張、不⾃由、不安

や恐れの感情等が増してきています。 慣れ親しんで

きたスタイル、⾃由に選んで最良だと思われたやり⽅

を変えるように強いられていると感じている⼈が多

いように思えます。しかし選択の余地なく望まない状

況に置かれてみて、これまでには考えなかった選択肢、

社会の違った景⾊、関⼼の範疇にはいなかった⼈々が

⾒えてきたと思えます。 コロナ感染が収束しても、

私たちの⽣活は全てがもとに戻るという事はないで

しょう。コロナ禍を体験した私⾃⾝がもうすでに以前

とは違った私になっているのですから。 コロナ禍に

よって⾃由、望んだ計画、利便性を制限され、不⾃由

さと束縛の体験でストレスを感じている⼈が多いの

ではないでしょうか。この現実の体験にどのように向

き合うかが、これからの⽣き⽅の分かれ⽬になるでし

ょう。新たな視点と価値観を得て、これまでとは違っ

たページを開ける⼒があるでしょうか。ある意味での

パイオニアの精神が必要です。以前に戻ることを考え

るより、新たなことを考え出す⽅がクリエイティブで

はないでしょうか。これまでの事の繰り返しでは新た

なものは産みだされないでしょう。 

この３年間の体験で、私たちは以前とは同じではな

くなっていることに気づきます。どのように、どんな

点で変わってきているのか気づくことは⼤切でしょ

う。 私たちはコロナヴィールスとその症状、後遺症

への恐れを持っています。 その恐れが私たちの⽣活

に不⾃由さとストレスを作りだしています。 恐れに

⽀配されることは最悪なことです。 神様は⼈間をご

⾃分に似た賢い者としておつくりになりました。この

危機を乗り越える知恵も頂いているはずです。 どの

ような状況にあっても変わらない価値観、そして神の

造られた被造物との連帯性を⼤事にする環境、関わり

のネットワークを作ることに希望をもって⼀歩踏み

出す必要があると考えています。 私が⼿を伸ばせば、

その⼿を握ってくる⼈々はどんな⼈々でしょうか︖ 

私が⼼を開いて⽿を傾けるなら、どんな⼈びとが語り

かけてくるでしょうか︖ また勇気をもって信頼し

て⾃分を語るなら、誰か聞いてくれる⼈に出会えるで

しょうか︖   

ビジネスの会話ではなく、そこに対話が⽣まれるでし

ょう。そこに命を⽀える⾔葉を⾒つけるでしょう。 

そこには思いやりのある⾔葉が隠されているでしょ

う。 

批判的、否定的な⾔葉、無関⼼はそれだけで平和を

壊し、不和やひいては分裂のきっかけとなる武器にな

るのです。 ⽯巻のボランティアセンターでは⽣死を

分かつ体験をした⼈々との関わりがあり、ともに泣き

慰める⾔葉も⾒つけられずにいることもありました。 

⼼の深いところにまだ傷を負っている⼈々の痛みが

イエスの痛みと重なって、尊いものを垣間⾒させて頂

き⼼が揺さぶられる体験もしました。そこではありの

ままの他者を受け⼊れ、決して否定しない寛⼤さを教

えられました。 
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クリプタ管理委員会では、クリプタ内のお掃除をしてくださる⽅とクリプタ祭壇にお花を⽣けて

くださる⽅を募集しています。お掃除は⽉１回ご都合の良い⽇に 30 分程度、お花はできるだけ週

末にお時間のある⽅にお願いしたいと思います。 

詳細はクリプタ管理委員にお尋ねください。  （クリプタ管理委員. K S） 

 

８⽉の祈り︓ 

私達⼀⼈ひとりの祈りが神に届き、洗礼を受け、堅信で聖霊を受けた若者すべての中から、⼀⼈でも

多く神に奉仕する司祭・修道者の召し出しがあることを願います。また、現在学んでいる神学⽣の

⽅々の上にも、神の⼤いなる導きがありますように。 

9⽉の祈り︓ 

いつくしみ深い⽗よ 

聖霊の息吹きを注ぎ、あなたの招きの声をわたしたちに響かせてください。 神の愛に包まれ、⼀⼈

ひとりが呼びかけに⽿を傾けることができますように。 互いを⼤切にして温かく迎え⼊れる環境の

中で、招かれる道を歩もうとする⼈を⽀える、 責任ある共同体となりますように。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クリプタ委員会からのお願い 

⼀粒会祈りのリレー（8 ⽉・9 ⽉） 
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1. ブックカバー・⽑⽷の帽⼦ 製作サークル 

 8⽉ 31⽇⼗数名の参加を得て有意義なお話と、楽しい時間を過ごしました。 

 次回は 9⽉ 15⽇に「ロザリオ⼊れ」の制作を予定しています。ご指導の O様に感謝です。 9⽉末に出来

た品物を 「⾵のバード」にお届けする予定です。  

かかった材料費は「⾵のバード」に寄付することにしました。 

 

2. 原宿修道院へ布の寄府 

  8⽉ 7⽇から 8⽉ 21⽇まで 続々寄付品が集まり、毎週⼤きなプラ袋に⼊れて ⾞のトランクに⼀杯詰め

込んで修道院までお届けしました。 ご寄付してくださった⽅々  そして何度も⾞で運んでいただいた⽅々に

⼤きな感謝をささげます。有難うございました。修道院から 御礼の連絡をいただきました。 次は 10⽉に実

施を予定しています。 その時はまた ご協⼒くださいますようお願いいたします。 

 

3. ボランティアわかち合いの会 

9⽉ 25⽇（⽇） 

11︓00〜12︓00迄 

場所︓2階集会室 

 

⼾塚教会の福祉活動をもっと知ってい

ただくよう 定期的に 

場所を設けて活動の輪が拡がるように

して⾏きたいと思います。多数のご参

加をお待ちします。 

 

4. 聴く会 

10⽉ 2⽇ （⽇）11︓00 〜12︓00 

場所︓ 於 ⼤聖堂 

講師︓児童養護施設「聖園⼦供の家」施

設⻑ N R⽒ （藤沢市みその台） 

内容︓ 最近の児童福祉擁護の動き、⽅

向について （仮称） 

 

5. 近場の教会との交流 

コロナ禍の影響もあり 近隣教会との交流ができなかった状況の中で 先ず中和⽥教会福祉部との交流を始

めるつもりです。原宿教会とも時機を⾒て交流したいと思っています。季節も良くなるので感染に注意しつつ 

始めたいと思います。福祉部では 掲⽰板の最初に⽰されている 司教様の思い「神の愛をみんなで証ししよ

う︕」⼩さな歩みでも ⼀歩ずつ近づこうと話し合いをしています。 

 

 

福祉部からのお知らせ 
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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 

＜9 ⽉度定例教会委員会（9/11）＞ 

【協議事項】 

(1)南側フェンス修理作業および教会建物裏階段補修

作業について(管財部)︓承認。 

(2)10⽉の主⽇ミサ⽇程表について(典礼部）︓承認 

(3)サンパウロ出店について(典礼部)︓11⽉ 13⽇(⽇)

に出店予定。 

(4)福祉部活動費の考え⽅(福祉部)︓精算は⽉毎にする。

また、福祉施設訪問などの活動のための交通費を教

会の会計から出すことができるか､司教区事務局に

問い合わせることになった。 

(5)マリア像設置のための寄付の残⾦の使い道につい

て(財務部)︓残⾦が 27 万円余りあるので、残⾦の使

い道について皆さんから意⾒を募ることになった。 

(6)｢オープンデー」再開について(福⾳宣教部)︓①毎⽉

第 1⽇曜⽇ 12時から 13時 30 分に開催。②11⽉ 6

⽇にスタート。③リーフレットを作り､⼊り⼝に置き、

ホームページで広報。④平⽇の来訪者や電話などの

データを集める。⑤来訪者⽤のお茶とお菓⼦の費⽤

を､福⾳宣教部の予算として計上する。 

(7)各部からの予算案について(財務部)︓各活動部から

来年度予算案が提出された。10⽉教会委員会で全体

の予算案を検討。 

(8)教会活動グループ代表者名と連絡先電話番号の協

会内掲⽰について(総務部)︓連絡先は⼊れず、グルー

プの代表者名のみを教会内に掲⽰。 

(9)会計ソフトの導⼊検討について(財務部)︓作業の省

⼒化のため、会計ソフトの導⼊を検討。 

【報告事項】 

【財務部】 

・9/25︓「世界難⺠移住移動の⽇」指定献⾦、24⽇(⼟）、

25⽇(⽇）に実施予定。 

・10/23︓｢世界宣教の⽇｣指定献⾦、22⽇(⼟)、23⽇

(⽇)に実施予定。 

【総務部】 

・B4と B5のコピー⽤紙も使ってもらいたい。 

・7/31︓総務部会開催。①地区アンケート調査結果と

今後の展開、②駐⾞場係ボランティア、③⾼齢者ケ

アの体制作り、④｢信徒のしおり｣作成、⑤教会活動

合同説明会の実施について話し合った。 

・9/10︓｢信徒のしおり｣作成チームミーティング開 

催。原稿の修正および教会活動グループ代表者リス

トの扱いを検討。 

【管財部】 

・7⽉ 14⽇(⽊)︓マリア像補修作 

・7⽉ 20⽇(⽔)︓排⽔管⾼圧洗浄作業  

・7⽉ 27⽇(⽔)︓エレベーター点検作業 

・7⽉ 31⽇(⽇)︓エアコンフィルター等清掃作業 

・8⽉ 19⽇(⾦)︓電気設備点検作業 

・司祭館の照明スイッチの交換が⾏われた。 

・適時みどりの会の活動が⾏われている。 

【典礼部】 

【報告】 

①7/24(⽇)10時ミサ後、マリア像祝福式  

②7/30(⼟)16時、31(⽇)10時…集会祭儀（⽥丸神⽗

様は⼤船教会で司式） 

③平和旬間の祈り…8⽉ 6⽇(⼟)〜15⽇(⽉) 祈りの

リレー（FMM修道院・原宿教会・⼾塚教会） 

④8/15(⽉)聖⺟の被昇天ミサ ※ミサ後に前庭で冷

菓、飲み物の提供。70名参加。 

⑤9/4(⽇)10時ミサ後、教会奉仕者向け（先唱、オル

ガン奏者）「新しいミサ式次第」の説明会開催。信

徒向けの説明は、10⽉より随時開催。 

⑥9/１0(⼟)16時、11(⽇)10時︓敬⽼のお祝いミサ 

⼟曜 24名、⽇曜 52名参加。敬⽼のお祝い対象者

195名。お祝いのプレゼントの配布、ミサ後はお菓

⼦と飲み物の接待（⼟曜⽇はお菓⼦の配布のみ） 

⑦11⽉ 27⽇（待降節第 1 主⽇）より、新しいミサ式

次第によるミサの実施となるため、9⽉より⼾塚教

会のミサでの信仰宣⾔は「ニケア・コンスタンチノ

ープル信条」を唱える。 

【今後の予定】 

①9/18(⽇)「祈りの会」（典礼部・教学部）久我神⽗

様のご指導。 

②9/24(⼟)横浜教区カテキスタ会公開講座（雪ノ下教

会）テーマ︓「新しい式次第〜直前準備講座〜」講

演︓梅村司教 ※⼾塚教会から 2名参加予定。 

③9/25(⽇)10時:初聖体のお祝いミサ（6名を予定）  

④10⽉はロザリオの⽉。ミサ前の祈りは、ロザリオ

の祈りから「栄えの神秘」を唱える。  

⑤10/8〜11/12の各⼟曜⽇ 16時ミサ後、10/9、23 
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〜11/13の各⽇曜⽇ 10時ミサ後は、信徒向けに

「新しいミサの式次第」の説明を 20 分程度⾏う。  

⑥11/5(⼟)10時 30 分〜︓クリプタ合同慰霊追悼ミ

サ（参加者限定） 

⑦11/13(⽇)10時︓七五三のお祝いミサ  

【教学部】 

・8/27(⼟) 初聖体⼦供たち向けの特別講義･説明会  

・9/17(⼟)「Zoomで⾏う信仰を深める講座」⽥丸神

⽗様ご指導。 

・9/18(⽇)「祈りの会」(典礼部･教学部)久我神⽗様

ご指導。２階集会室。 

・教会学校…9⽉から、第２・第４⽇曜⽇ 9:00-9:45

開催に変更。 

・⼀粒会⼤会(横浜教区)…10/10(⽉･祝)にカリタス学

園で開催。⼾塚教会から 6名参加予定。  

・横浜教区の神学⽣との交流会…10/23(⽇)実施で調

整中。 

・⼾塚教会オープン・デイ…準備中。福⾳宣教部とも

話し合い実施。 

【福⾳宣教部】 

・9/4(⽇)｢第 2回とつか合同クリスマス実⾏委員会｣

開催。12⽉ 10⽇(⼟)2時〜3時 30 分に対⾯と

Zoomで⾏う。ウクライナとミャンマーの避難⺠の

痛みを分かち合う。⽥丸神⽗は導きの祈り担当。1

団体 4･5名参加可能。当⽇の⼟曜のミサはない。 

【広報部】 

・｢2022 年クリプタ合同慰霊追悼ミサについて｣のお

知らせを⼾塚教会ホームページに掲載。 

 

【福祉部】 

・8/31(⽔)｢福祉部運営チームミーティング｣開催。 

・9/25(⽇)11:15〜12:30 ボランティアわかち合いの

会 

・9/28(⽔)13:00〜15:00 ⽑⽷の帽⼦編みサークル 

・10⽉︓愛の献⾦寄付先・⾦額の検討 

・10⽉︓原宿修道院⽤の古布集め 

・10/2(⽇)11:15〜12:30 聴く会(聖園⼦供の･N R施

設⻑） 

・10/19(⽔)10 時〜12 時福祉部運営チームミーティ

ング 

・10/26(⽔)13:00〜15:00 ⽑⽷の帽⼦編サークル  

・11⽉︓サーラーの家・品物集め  

・11⽉︓ステラ・マリス⽑⽷の帽⼦受け渡し等（カリ

タス⽯巻ベース分を含む） 

・11/20(⽇)︓福祉バザー 

・12⽉︓愛の献⾦・寄付実⾏、サーラーの家品物集め  

【⾏事親睦部】 

・11/20(⽇)開催予定の｢福祉パザー｣のときに、信徒

の⼿作りの物品販売を検討中。 

 

世界難⺠移住移動者の⽇(9/25)献⾦ 

 おもに滞⽇・在⽇外国⼈、海外からの移住労働者、

定住・条約難⺠、外国⼈船員や国際交通機関の乗組員

とその家族のために「祈り・司牧的協⼒・献⾦」が捧

げられ、⽇本カトリック難⺠移住移動者委員会を通じ

て、幅広く⽀援に役⽴てられています。  (財務部) 

 

 

 

 

 

 

皆様のご協⼒により、⼾塚教会前庭にマリア像を設置することができました。多くの⽅々からご寄

付をいただいたおかげで、27万円あまりが残っています。マリア像周辺の整備にこのお⾦を使いたい

と考えております。 

 つきましては、残⾦の使い道について皆様のお考えを伺いたく思います。いいアイデアがありまし

たら、どうぞ聖堂⼊り⼝にある意⾒箱にお⼊れください。10 ⽉ 2⽇(⽇)までにお願いいたします。 

 わからないことがありましたら、教会委員にお尋ねください。 (総務担当・T H) 

教会委員会からのお願い 
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