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毎⽇が聖霊降臨 
 

担当司祭 ⽥丸 篤 
聖霊降臨はイエス様が復活され昇天されて天の⽗

のもとに戻られた後、イエス様が約束された通りに、
弟⼦たちの上に聖霊が注がれたことを表します。イエ
ス様は地上を去られ天の⽗のもとに戻られましたが、
これからはご⾃分の⽗のもとから送られる聖霊の中
に共にいて働いてくださいます。イエス様のお姿はも
う直接のかたちで⾒ることはできないでしょう。それ
は現代を⽣きている私たちも同じです。それでもイエ
ス様は、今は聖霊の働きを通して弟⼦たちの中で、そ
して私たちの中で共に働いてくださっておられるの
です。これまで⽗である神様から遣わされてイエス様
が地上で⾏なわれてきたことを、今度は弟⼦たちが⾏
なっていくことになります。そして弱い⼈間である弟
⼦たちが、この使命を果たすことができるように聖霊
という神様からの⼒が与えられます。イエス様を置い
て逃げてしまった弟⼦たち、それでもイエス様から聖
霊を受けることで、神様の愛を⽣きる者に変わってい
きました。イエス様が歩まれた道と同じ道を歩むよう
になり、最期は命を捧げるまでになりました。 

 
私たちにとって⼤事なことは、私たちは弟⼦たちと

同じようにその聖霊を受けてどのような働きを⾏っ

ていったらよいかということでしょう。私たちはよく、
霊の識別という⾔葉を使います。霊の識別とは、⾃分
の中に働く聖霊と悪霊の働きを⾒分けていくことで
す。私たちは瞬間、瞬間に聖霊と悪霊の働きを⾒分け
ることはできないかもしれません。それでも何かを⾏
った後で、⾃分の⼼に残っている余韻で⾒分けること
ができます。⾃分の中に喜びと平和、寛容や親切、善
意、誠実を⾏うことを喜ぶ気持ちが残っているなら、
それは⾃分が聖霊の働きを⼤事にして歩んだことの
証しになるでしょう。逆に⾃分の⼼の中に、極度な疲
れ、イライラや⾃分を落ち込ませるような気持ちが尾
を引いているとしたら、それは聖霊ではなく悪霊の働
きに⾃分が聞き従って歩んでいたことの印となるも
のでしょう。聖霊はいつも私たちを励まし、勇気づけ
るように働いてくださいます。私たちが聖霊の働き、
呼びかけに気づいて、その働きに⾃分を合わせて歩ん
でいくなら、きっと⼼に喜びと平和、そしてまた頑張
ろうという気持ちが残るでしょう。聖霊降臨という出
来事を何か特別な⽇の出来事ではなく、私たちにとっ
て毎⽇が聖霊降臨なのだと思うことができたら幸い
です。そのような⼼でいつも歩んでいくことができる
ように祈りたいです。 
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★★信徒の声★★ 
 

「よりそい」 
O S 

松本委員⻑より⼾塚教会福祉部の歴史として｢⾒え
る化｣して記録を残し、次代に繫げたいとの要望をう
け私の⼾塚教会での４０年の体験をお話しすること
になりました。初めは迷いましたが、３⽉６⽇のカト
リック新聞に〜教皇四旬節メッセージ〜『全ての⼈に
対して善を⾏おう』善⾏は所有するのではなく与える
こと、よい種蒔きで分かち合うことが⼤事です。とあ
るのを⾒て発表する決⼼がつきました。仲間と共に⾏
った助け合いの数々は当⽇資料とし、お配りしました。
どのような⼼がけで実⾏してきたか、その所をお伝え
下さいとのことでした。恥を忍んで報告させていただ
きます。 
 私は元は聖公会の信者でしたが、夫の転勤により⼤
阪に移り，箕⾯市のフランシスコ会系の幼稚園に⼦ど
もが転⼊しました。幼稚園で神⽗による⽗⺟向け⼊⾨
講座が開かれ、カトリックには「ゆるしの秘蹟」があ
ることを知り、私は⼼引かれ、この⽅が⾟いけど信仰
は深まると思い、⼦どもの受洗と共に改宗したのです。
数年過ぎ、箕⾯の⽼⼈ホームでのボランティアがボラ
ンティア⼈⽣の始まりです。 
 ６年後、東京に戻りサレジオ会の下井草教会でニッ
クネームが『⼤丈夫の神⽗様』のイタリア⼈神⽗と出
会いました。その⽅が奨励されていた、イタリア発祥
の「フォコラーレ運動』(フォコラーレとは囲炉裏の意
味)に出会いました。それは第⼆次世界⼤戦中イタリ
アも空襲で明⽇をも知れぬ⽇々の中、今逢っている⼈
を⼤切にし合おうとの運動で、その⼀瞬でよいから⽬
の前にいる⼈の中に『⼗字架上のイエス』を⾒て⼼を
つくして⼤事にするという運動でした。この運動によ
って相⼿を尊重する精神が少し⾝についたかなと思
っています。ボランティアとしては礼拝会のお⼿伝い
として乳児院や⽬の悪い⽅の為の助けとなる縫製な
どをしていました。いよいよ⼾塚へ移転する時に神⽗
様はミサの説教で『皆さんは祈りをよくしてますがほ
とんど⾃分の為のお願いばかり・・・神様もあなた⽅
にお願いをしているのですよ、祈りは聴くことも⼤事、
よく聴いて神の願いを実⾏して下さい』と送り出され
ました。 

 ⼾塚へ来た時は⽊村神⽗で現在の地区制やロザリ
オ会を推奨している頃、ボランティアとしては婦⼈会
員で聖⺟の園でのベッドメイキングでしたが、神⽗様
は教会メンバーのボランティアではなく未洗者を含
めての働き⽅の⽅がいいと⾔って下さったので"太陽
の園”へ⾏き１０年も続け表彰もされましたが、国の
福祉制度が変わり無資格者の奉仕は廃⽌となりまし
た。その後、神⽗様から今年から信徒による『⼊⾨講
座ヘルパー養成講座』が始まるから受けるよう勧めら
れ,１０ヶ⽉学びました。私にとってとても良い講座で
した。この講座を受けた者は必ずグループを持つこと
が課せられるので、私は恐る恐る始めました．その後、
神⽗は銀祝を祝い松本にたたれました。 
 次はケベック会のデュポン神⽗様。故あって⼀ヵ⽉
しか居りませんでしたが、ミサの説教の時［墨書］さ
れた「聴」の漢字を⾒せ［聴くという漢字は⼗⼆分に
⼼を尽くして聴くということです］との⾔葉が⼼に残
っています。 
 続けて来られたカナダスカボーロ会のカーテン神
⽗様は 40 才の新進気鋭のかた、初めて主任になられ
た⽅で張り切っておられました。私が細々と開いてい
た⼊⾨講座を喜び⼤々的に宣伝をし、原宿の信者さん
も集めて下さり、20 名ぐらいで続けました。それは、
静思の祈りの後、分かち合いや様々な表現⽅法も取り
⼊れた、和やかで楽しいものですぐ⼊信者も増え、⻑
く続ける間に親密さも増しましたが、個⼈的には重い
悩みなどを抱えた⽅もおられます。神⽗様に相談しな
がらその⽅に寄り添いつづけました。そうしている間
に他教会からの依頼や教区からの要請も⼊るように
なり難しいケースも多くなりました。そこで他教会の
ボランティア経験者と共に「だんろの会」を起こし、
カーテン師を頭に当時の浜尾司教様に許可をいただ
き⽀えを必要とする⽅々の介添えをする活動を始め
ました．善意だけの援助にならないように顧問として
弁護⼠さんや精神科の先⽣にお願いし、学びながら活
動をしました。⾊々な活動を経験する中で、本当に難
しいケースの時には私は何と⾔っても、主に祈り、共
にいて下さるよう節に祈り続けて活動にあたりまし
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た。その後には、良かったのか悪かったのか迷いの中
でその都度「ゆるしの秘蹟」を受け反省し，ゆるされ、
励まされの繰り返しでした。活動を通して実に多くの
喜びも悲しみも体験し、⼀⼈の⼈⽣以上の経験をいた
しました。カーテン師からキリストの道は「受難を通
り越しての復活です」とたたき込まれました。師は 12
年⼾塚におられ聖堂も新しくなりました。 
 次はケベック会ベンサン神⽗様。この⽅からは本物
のボランティアの姿を学びました。ただ厳しいお⾔葉
「カトリック信者のボランティアは⾃⼰満⾜だ」と⾔
われました。 
 次のバーク神⽗様の徹底した全てを与えるお働き
を⽬の当たりにして⼼打たれ、引き継いだ丸⼭さんに
は脱帽です。 
 時は移り阪神・東北⼤震災を通して⽇本中にボラン
ティア精神も⾏き渡って、ボランティアの形もどんど

ん進化するでしょう。まだ⾜りない事もあるでしょう
が知恵を出し合って善⾏を続けられるよう望みます。 
    私の信条は次の三つです。 
1︓⼈間⼀瞬先は闇、いつ命絶えてもいいよう準備して
いたい 
2︓祈りを⼤切に全てを委ねられるようになりたい 
3︓キリスト教はなんと⾔っても希望︕ 
 これらを願いながら⽇々⽣活しているつもりです。
どうぞご⾃分に出来そうなことを無理せず、勇気だけ
は出して歩み始めて下さい。つたない経験を発表させ
ていただき感謝しております。どうぞお若い⽅のご活
躍をお祈りいたします。 

 
［註］本記事は、3 ⽉ 27 ⽇に開催された「福祉部報告

会」で及川さんが話された内容のまとめです 

 
 

乱世に思うこと 
F N 

感染症（コロナ・ウィルス）は、変異を何回も繰り
返して感染拡⼤させる。先が⾒えない。インフルエン
ザのように治療薬が出来るまで忍耐するしかないよ
うだ。パウロは、｢忍耐は煉徳を⽣み、煉徳は希望を⽣
む｣と⾔っている。それを胸に明るく過ごしたい。 
 

｢2.24｣以来、ロシアの⼤軍がウクライナで破壊と殺
戮を続けている。戦場で⼈は残忍になる。獸になる。
この戦争はどうなるのか…。現代の戦争は勝敗に関係
なく、どの国も共倒れになる恐れがある。戦争は⼤規
模な殺し合いであり、殺し合いはかけがえのない⼈格
を破壊し、尊い愛を⽣き埋めにする。戦争は、始めた
ら⽌まらない。1時的に停戦しても、勝敗の決着がつ
くまで終わらない。戦争の歴史が⽰している。 
第２次世界⼤戦の時、私は就学前の⼦どもだった。
我が家に軍の命令で 4⼈の兵⼠が 1 週間ほど滞在し、
幼かった私は兵隊さんたちと仲良くなった。その後、
我が家から最前線に出陣した。4⼈の⾏⽅は不明であ
る。アメリカ爆撃機が⾶来する度にウ~ウ~ウ~と空
襲警報のサイレンが市全域に響き渡り、その瞬間、家
族と庭の竪堀防空壕に⾶び込んだ。縦⽳を爆弾が直撃
したら家族全員が死ぬのは幼かった私にも分かった。

恐怖で凍り付いていた。私は、⽣き残ったが、各地で
私と同年齢の⼦供達が⼤勢⽣命を失なった。その悲し
みは釘となって今も⼼に突き刺さったままである。今
この瞬間にも、同じ無惨なことがウクライナで起きて
いる。ひたすらウクライナの平和を祈るばかりである。 
 
感染症で⾃宅で過ごす時間が⻑くなり、こんなこと

を思っている。 
毎⽇、｢電話による詐欺（おれおれ詐欺）事件｣が起き
ている。⼈間狡くなったらお仕舞いだなぁとつくづく
思う。それにしても、⼈間は、他⼈に嘘をつけるが⾃
分の⼼に嘘はつけない。⽣れつき嘘を跳ね返す防壁み
たいなものを誰かが⼼に設けたようだ。⼈間が、⾃分
に嘘をつけないことは、神のいる証しであるという。
⼈間は気⾼くつくられている。更に、⼈の道、⼈とし
て踏み⾏うべき道が⼼に刻み込まれている。 
ウクライナ戦争はロシアが⾃国の利益のためにウク
ライナに突撃した⼈道に反する犯罪だと判定する規
準はそこにある。だが、その規準は⼈間が⾃分で造っ
たものではない。⽣まれながらにしてある規準である。
誰かが⼈間の⼼にインプットしたものとみられる。 
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⼈は物を造るが、⾃然法則は造れない。物も⾃然法
則は造れない。だが、⾃然法則は実在する。そのこと
は、物質界に⾃然法則を設けた誰かが存在しているこ
とを⽰唆している。 
静かに宇宙、⼤⾃然をみると驚愕する。宇宙、⼤⾃
然が、1 刻の狂いもなく正確に動いている。太陽と地
球の回転や周期も狂いなく、太陽から適度な光と暖か
さが、隈無く狂いなく⽣き物に与えられている、空気
中の酸素濃度も 21％に狂いなく設定され保たれてい
る。そうした誰かの⼤いなる計らいによって⼈間は⽣
かされている。そこに、偉⼤な神の慈悲と愛の計らい
をみる。 

その慈愛と愛の計らいで⽣かされていることに感
謝し、その恩に報いるため、⼈は⼩我を捨て、助け合
い、補い合い、許し合い、⼤きな調和と寛容を持たな
ければならないとつくづく思う。海容という⾔葉があ
る。海のように深く広⼤な愛と許しのことだ。イエス
の「敵を愛しなさい」とは、海のように⽣きることだ
ろう。⼤海は、⾬の 1 滴からはじまる。 
 
家の中で改めて思うことは、神が⼈格(⾃由、⾃律)

を⼈間に与えられたのは何故か。 

神の御業の協⼒者となるように望まれたからである
と思う。神は、ミサ聖祭で、御⼦イエスの体を⼈に⾷
べさせ、⾎を飲ませて下さる。御⼦イエスの体と⾎を
飲む⼈間が、神の⼦（⺠）になることを望まれている
からだと思う。 
イエスが⼩さく縮まって⼈に⾷べられ吸収され、⼤き
く⼈を変える。｢⽗が完全であるように、あなた⽅も完
全でありなさい｣ということは、いかなる境遇にあっ
ても、神の⼦（⺠）になりなさい、変わりなさいとい
うことに他ならないのだと思う。造られたものの分際
なのに、神の協⼒者になれるとは、物凄いことだ。 
 

復活祭とは、我欲に⽀配されて、どうしようもない
⼈間が、神の⼦（⺠）に⽣れ変わって、その喜びを天
に向かって叫び、⼼で噛み締める偉⼤な祭⽇であると
思う。⼈間にとって最⼤の奇跡は、｢⾃分が変わるこ
と｣だという。全ての⼈間が、神の⼦（⺠）に⽣れ変わ
れば、世界は平和になる。私達は、そのために⽣かさ
れている。私達は神の御業である世界の平和と幸福造
りの協⼒者となるように期待され⽣かされている。 
「我が魂の救いは、そこにあるんだぞ」と腑甲斐無い
⾃分に⾔い聞かせている⽇々である。 

 
 
 
 
 

洗礼式を迎えて 

C T 
このたび洗礼式を無事迎えることができ、⽥丸神⽗

様をはじめ代⽗である⽶⽥様、私を温かく迎え⼊れて
くださった多くの⼾塚教会信徒の皆様に感謝と喜び
の気持ちでいっぱいです。 
洗礼に与るきっかけは結婚でした。中国出⾝の私は無
宗教で、少々⼾惑いはありましたが、お義⽗さんも結
婚をきっかけに受洗した話を伺いました。「家族なん
だから、同じ信仰を持ったほうがいい」そう⾔ってお
義⽗さんも聖書を学び、洗礼を受けたそうです。なん
だかその話がすっと⼊り私も⼾塚教会に通いはじめ、
皆さんに優しく「天義くん︕」と声をかけていただい
たこと、とても嬉しかったです。 

洗礼式当⽇はもちろんのこと、洗礼を受けるまでの
間に⽥丸神⽗様や代⽗の⽶⽥様、信徒の皆様、こんな
にも多く⽅々に⽀えられてここに⾃分はいるんだと
思えたこと、そして洗礼を受けた喜び、神様の愛と信
仰に満たされ、感謝の⼀⾔では表せないほど幸せな⼀
⽇でした。そして、同⽉ 29 ⽇には結婚式ミサとして
秘跡に与ることができ、⼈⽣最⼤の喜びと感謝に溢れ
た⽉となりました。 
先程申し上げたとおり、結婚をきっかけに洗礼に与り
ましたが、それはあくまできっかけで、洗礼を受ける
ことは私の⼈⽣にとって必然だったのかもしれませ
ん。ただ漠然と⽣き、仕事に忙殺される毎⽇。健康に

受洗者のことば 
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⽣んでくれた両親、仕事に⾏くことができていること、
家族と過ごせていること、これまで当たり前だったこ
とが神様と出会い、すべてが感謝のうちに変わりまし
た。⽥丸神⽗様は⽇頃からイエス様に祈り、お話する
と仰っています。「今⽇も元気に過ごせました。ありが
とうございます。」「私たち家族が今⽇も健康に過ごせ

ますよう、⾒守ってください」教会に通ううち、そし
て洗礼を受けて神様を近くに感じるようになって、⾃
然と⼼の中で神様に話しかけている⾃分がいました。
この気持を忘れず、信者として愛と感謝のうちに過ご
していきたいと思います。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
『ステラマリスの⽑⽷の帽⼦プロジェクト』の報告と案内 
 
１）カリタス⽯巻ベース向け⽑⽷ 
  ５⽉１６⽇ １４０巻の⽑⽷の寄付をいただき発送しました。ご協⼒ありがとうございました。 
 
２）「帽⼦の編み⽅教室」  
5⽉ 19⽇、“ステラ・マリス横浜 ⽑⽷の帽⼦プロジェクト”の活動として⾏いました。久しぶりに編み物を
始めようという⽅、編み物は初めてだという⽅など 11名の⽅が参加してくださいました。ありがとうござ
います。   ワイワイと賑やかなうちに編み進め、あっという間の楽しい 2 時間でした。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  教会２F 集会室にて 
３）「⽑⽷の帽⼦サークル」がスタートします。 
 「編み⽅教室」を受けて、⽉ 1 回 最終⽔曜⽇ 13:00〜15:00に開催予定です。 
  初回は、6⽉ 29⽇(⽔)、2階会議室です。どなたでも、いつでも参加OKです。 
  お待ちしています。 

 
 
 

福祉部からのお知らせ 



6 

 
『⼥性の家サーラーの⽀援物資 』ご協⼒のお願い 

 
１）6⽉ 26⽇(⽇)までの、サーラー⽀援物資寄付のご協⼒ありがとうございます 
対象品については 、箱に注意書きが貼ってありますので ご参照ください 。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２）⼥性の家サーラー ⽀援物資のチェックと梱包のお⼿伝い募集 
教会で集めた⽀援物資の賞味期限チェックと梱包を 6⽉ 26⽇(⽇)11時から 12 時まで 2階集会室で⾏
います。お⼿伝いくださる⽅は、福祉部員までお声がけください。（⽩橋） 

 
『ファミリーホーム 近況』 
ファミリーホーム⽀援グループが⽀援している「ファミリーホームベテル好⼠」様から近況のご連絡をい
ただきました。福祉部の掲⽰板に掲載していますので ご⼀読ください。 

 

⼥性の家サーラー 向け寄付 
 

⾷料品 寄付収集対象品 
⽸詰、レトルト, ⽶、乾麺、調味料、コーヒー、紅茶、スープの素、お茶など 
（賞味期限が⼗分にあるもの） 

 
⽇⽤消耗品 寄付収集対象品 

せっけん（浴⽤、⼿洗い、シャンプーなど） 洗剤（⾷器⽤、洗濯⽤、掃除⽤など） 
衛⽣品（バンドエイド、包帯、⽣理⽤品、ガーゼ、 
脱脂綿、トイレットペーパー、ボックスティッシュなど） 
台所⽤品（スポンジ、ラップ、ジップロック、ビニール袋、ごみ袋など） 

 
集めていないもの ︓⾐類 
 
収 集 期 間 ︓ 6 ⽉ 4 ⽇（⼟）〜6 ⽉ 26 ⽇（⽇）迄 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 
Donations : HOUSE of WOMEN “SAALAA” 

 
House of Women “Saalaa” is a temporary shelter mainly for foreign women who have been 
victims of human trafficking or spousal violence.  
 
We are asking for donations of food, daily  consumables (soaps, detergents, sanitary supplies 
and others) that are still within a sufficient expiration  date.  
Sorry but we are not accepting any clothes.  
 
Please put your donations in the box provided in the 1F Church office from June 4th to 26th.  
We are deeply grateful for your help.  

Thank you! 
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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 
＜６⽉度定例教会委員会（6/12）＞ 
【協議事項】 
・７⽉の主⽇ミサ⽇程表の作成について（典礼部） 
・⼾塚教会｢オープン・デー｣開催について（教学部） 
・インターナショナルミサ(6/26)後の⾏事内容につ

いて（⾏事親睦部） 
・地区アンケートの結果(中間報告)について(総務

部) 
・駐⾞当番に配布するプリントについて(総務部) 
・教会活動合同説明会について(総務部) 
・ホームページの改変内容について(総務部) 
・教会委員推薦委員候補者について 
【報告事項】 

【委員⻑】 
 ・最近のミサ参加及び動画視聴状況について説明。 
【財務部】 
・世界広報の⽇献⾦￥41,000を横浜司教区に振込。 
・マリア像設置のための募⾦、⽬標額￥1,500,000に
達したので募⾦は終了。 

   すべての⽀払い完了後、会計報告の予定。 
＊皆様のたくさんのお祈りと献⾦に感謝いたします。 
・聖ペトロ使徒座への献⾦を、6/25,26 に実施予定。 
 多くの皆様のご協⼒とお祈りをお願いいたします。 
【総務部】 
・５/21〜6/12まで４週にわたり、無記名で地区別
ミサ参加者と年齢層のアンケート調査を⾏った。 
・教会だより５⽉号に｢お任せパック｣送付希望を募
るプリントを⼊れ、希望者を募ったが、現在まで希
望者がいない状況であり、⽅策を検討中。 
・6/4(⼟)に総務部会を開催。内容︓1)地区のアンケ
ート調査結果について、２)駐⾞場当番について、 
３)⾼齢者ケアの体制作り、4)｢信徒のしおり｣作成
について、5)転⼊者・受洗者のオリエンテーション
について話し合われた。 
・6/11(⼟)｢信徒のしおり｣作成チームミーティング
を開催。教会の活動紹介の内容を検討し、⽬次案を
決定した。  

【管財部】 
・5/10(⽕)に鈴⽊設備が排⽔管⾼圧洗浄の下⾒。 
・5/13(⾦)に NTTによる電話設備更新作業。 
・5/15(⽇)に原⽯材店が下⾒。 
・5/22(⽇)に⼤型空気清浄機のフィルター掃除。 
・5/23(⽉)に NTTによる追加作業。 
・5/30(⽉)に信徒による⼤扉メンテナンス。 

・マリア像の台座⼯事は、原⽯材店に￥699,000の
⾒積りで発注した。 
・排⽔管⾼圧洗浄は⾒積りが￥102,300(税抜き)で、
7/20(⽔)に実施予定。 
・消防署の⽴⼊検査が 6/24(⾦)11時予定。 

【典礼部】 
【報告】 
・祈りの会が 5/15(⽇)11:15〜12:15 に聖堂におい

て久我神⽗様ご指導で⾏われた。 
・横浜教区典礼研修会が動画視聴（聖堂）で⾏われ、
6/4(⼟)14 名、6/5(⽇)50 名が参加し、その後各グ
ループでの分かち合いが⾏われた。5/7(⼟)の典礼
部事前研修会にも9名が参加し、視聴と分かち合い。 

・横浜教区 2022 年度研修<共同宣教司牧サポート神
奈川>の申し込み状況。管理・運営者養成 1名、傾
聴奉仕者養成/基礎 2 名･実践 2 名、祈りのヘルパー
第 1･1名、聖書研修(継続)1名。6/11(⼟)｢信徒･修
道者･司祭がともに信仰を分かち合う交流会｣2 名。 

【今後の予定】 
・祈りの会が 6/19(⽇)の 11:00〜12:00 に聖堂にお

いて久我神⽗様ご指導で⾏われる。 
・インターナショナルミサが６/26(⽇) 10時より⾏わ

れ、ミサ後インターナショナルグループによるコー
ラスが予定されている。 

【教学部】 
・5/8(⽇)に「イエス様と対話しましょう」の家庭⽤
ポスターを配布。階段下にも掲⽰。ホームページで
も公開。 
・6/4(⼟)･5(⽇)に横浜教区典礼研修会(典礼部･教学

部)が⾏われ、計 73名が参加、7 組で分かち合いを
実施。 
・6/18(⼟)に「Zoomで⾏う信仰を深める講座」が⽥
丸神⽗様ご指導で実施。次回は 7/16(⼟)予定。 
・6/19(⽇)11:00〜12:00に「祈りの会」(典礼部･教
学部)が久我神⽗様のご指導で⾏われる。 
・7/3(⽇)に｢その⽇のミサの福⾳を味わう集い｣が⽥
丸神⽗様のご指導で⾏われる。 
・［2022 年第 1 回横浜教区⼀粒会第五地区委員会］
(3/20 開催)議事概要…①3/21 司祭叙階式(⽔上健
次助祭)、10/10に総会を神奈川第１地区担当で実
施予定。11/23にザビエル祭を実施予定。②献⾦収
⼊が￥4,866,000 の減収。③会員数調査は隔年の
ため今年度はなし。④第 5 地区祈りのリレーは今
年度も実施。⑤委員⻑は司牧実習神学⽣と教会学
校・信徒との交流会を検討。地区指導司祭は⼤船教
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神様、司祭を召し出すあなたの愛の招きに、私達の⼼を開かせてください。 

また、先⽉助祭叙階されたフィー助祭やこの夏の休暇中藤沢教会に戻ってこられるグェップ神学⽣、
そして全ての神学⽣が神様に守られ、その歩みの中であなたへの希望と信頼を深めていくことができ
ますように。 

 

会マルコ神⽗である。   
・横浜教区の召命錬成会が夏に実施予定。 

【福⾳宣教部】 
・5 ⽉ 15 ⽇に今年度の第 1 回とつか合同クリスマス

実⾏委員会が zoom で 11 団体･15 名が参加し開催
された。内容は YMCAの難⺠⽀援活動の紹介、マジ
ック公演、朗読などを検討しつつ、礼拝･祈祷会を主
とする。次回 9/4の会議で役割分担を決定。 

【福祉部】 
・サーラーの家の⽀援物資は、6/26に品物チェック

の上、⼥性部員により現地納品予定。 
・ホランティア分かち合い第 3 回を 9/26ミサ後に、

また「聞く会」を 10/2に実施予定。 
・6/11に藤沢教会で近隣教会との福祉活動情報交換

会が⾏われた。 
・さをり織りミシンかけボランティアは応募がない

ので、別の⽅策を検討。 

・先⽉実施の編み⽅教室の好評を受け、⽑⽷の帽⼦編
みサークルを⽴ち上げ。毎⽉最終⽔曜 13-15時。   
・フリーマーケットは、⾏事親睦部と協調して実施に
向けて対応する。 
・福祉部広報強化中。 
 
聖ペトロ使徒座への献⾦ 6 ⽉ 26 ⽇(⽇) 
 今年度は 6 ⽉ 25 ⽇･26 ⽇に指定献⾦｢聖ペトロ使
徒座への献⾦」を⾏います。教皇様は毎年、世界各地
を訪問し、⼈々の苦しみや悩みを聞き、優しい笑顔で
⼒づけ、数々の援助を与えます。私たちも世界中の苦
しんでいる⼈々のために祈りと献⾦を捧げましょう。 

    (財務部) 
 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  M S  

⼀粒会祈りのリレー（6 ⽉） 


