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わたしたちがめざしている共同宣教司牧 

 

担当司祭 ⽥丸 篤 

私たちの横浜教区では「共同宣教司牧」を⼤事にし

ています。でも多くの⼈々にはまだこの⾔葉の意味が

それ程知られていないかもしれません。それで今回は、

横浜司教区共同宣教司牧推進チームから出された『わ

たしたちがめざしている共同宣教司牧とは』という⽂

章から⼀部抜粋して紹介したいと思います。 

 「共同宣教司牧とは、わたしたち⼀⼈ひとりが同じ

神の⺠として、イエス様から与えられた使命をいっし

ょに果たしていくことを意味しています。このような

共同宣教司牧を実践していくためには、神の⺠である

教会が⼀つの信仰によって結ばれた信仰共同体であ

り、共に歩み、共に信仰を⽣きていくことが必要です。

⾃分だけの狭い考えの中に閉じこもってしまうよう

な個⼈主義的信仰ではない共同体的な信仰を育んで

いくことが求められているのです。これまでの教会は

どちらかというと聖職者、特に⼩教区の主任司祭を中

⼼に物事が進められ、宣教し、司牧にあたるのは主に

司祭の役割とされ、信徒はそれを助ける、あるいは協

⼒する存在として認識されてきました。共同宣教司牧

では、すべての⼈が信徒・修道者・司祭という枠を超

えて、洗礼を受けた⼀⼈の神の⺠として責任をもって、

基本的な使命を果たすために共同（協働）していくよ

う招かれています。同時に、⼤切なことは共同宣教司

牧が⼀つの⼩教区を超えて⾏われることです。複数の

⼩教区が協⼒しながらいっしょに考え、いっしょに歩

んでいくところに、教会の本質である交わりはより豊

かに実現していきます。」 

 「わたしたち⼀⼈ひとりのキリスト信者が与えられ

た使命は神の国のために働くこと、神の愛といつくし

みを実現させることにあります。そして伝統的にそれ

は三つの具体的な使命に分けられます。「祈ること」

「信仰を伝えること」「愛を証しすること」の三つです。

これら三つの使命はすべての信者が洗礼と堅信を受

けることによって共通に与えられるものです。」 

 「イエス様は様々な場⾯で⼭に登り⽗なる神に祈り

を捧げています。祈りによって神と対話し、願いをさ

さげることはイエス様の基本的な⽣活には⽋かせな

いものでした。また、祈ることという⾔葉のニュアン

スには、⾃らをささげるという意味もあります。イエ

ス様はその⽣涯をとおして⾃分をささげものとして

ささげ、それは⼗字架の上で究極の形で⾒ることがで

きます。わたしたちキリスト者も祈りの中で神を礼拝

し、対話し、願いをささげる

とともに、キリストと⼼を合

わせて⾃らをささげる⽣き

⽅をもって祈ることが求め

られています。」 

 今回このようなかたちで横浜教区からの⽂章を紹

介しましたが、私たちキリスト信者は皆、神様から使

命を与えられています。受け⾝でじっとして何も⾏動

しない態度から、⾃分をささげる⽣き⽅へと変えられ

るよう神様の恵みを祈りたいです。 
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★★信徒の声★★ 
 

どうしてそんなに急ぐの? 

 

A K 

近頃聞こえて来るのは時短、時短、時短 · · · 

⼀説によると現代の⼈が⼀⽇に得る情報量は江⼾時

代の⼈の⼀年分、平安時代の⼈の百年分に相当する

のだそうです。そのせいか特に若い⼈達の中で多く

の情報を得ようとする⼈はいろいろな⽅法でそれを

⾏っているようです。 

例えば気になる⾒出しの本があったとすると、本

⽂をパラパラとつまみ⾷い。そして結果を⾒て、気

に⼊った話であれぱ読むし、そうでなければ次の本

に進む。そうしてなるべく沢⼭の本を読む?のだそう

です。推理⼩説の場合、謎解きに時間を費やすなん

て時間の無駄よねと⾔うことでしょうか。 

例えばポップと⾔われる⾳楽、聞きたいのは“サビ”

と⾔われる部分だけ。前奏も前ふりも何故あるの?っ

て具合。事実いきなりサビから⼊る曲が増えている

そうです。 

演歌の前奏の時ナレーションを流す歌番組、無くな

りましたね。短い⻑いは別として流れてくる前奏で

アァ私の好きな曲が始まる!と⼼踊らせたなんて、ハ

ァ? なんの話? なのでしょう。 

スタンダードと呼ばれる曲には前奏もちょっとだ

けあって、その後⻑々とその場の状況の説明があっ

て、やっとサビの部分ヘと⾔う曲が幾つか⾒られま

す。 

スターダスト、昼も夜も、ふたりでお茶を、の曲に

その傾向は顕著です。 

どの曲も有名な曲ですので、60 代以上の⼈に尋ねれ

ば、きっと聞かせてくれるでしょう。 

 

最後にもうひとつ、ｘｙｚ世代の⼈からすれば⾔

ってる意味分かんない!世代の昭和時代の我々が気に

なること。 

栄養学的にいうと、先ず野菜を⾷べて、次にお⾁

やおさかな等たんばく質の⾼いものと付け合せ、最

後にごはんを⾷べるのが良いそうで、これを実践す

るといわゆるおかずっ⾷いの⼦が増え､最後のしろい

ご飯はふりかけでと⾔うことになります． 

⾷事はご飯とおかずとおつゆを交互に⾷べましょう

などと⾔ったら、体に良い⾷べ⽅をしているんだか

らどう⾷べようと勝⼿でしょうと⾔われそう。ひど

い話になると、朝シャンを 5分ですませドライヤー

をセット、髪を乾かしながら、朝⾷を取る⼈たちも

いるとか。 

もう何をか⾔わんやです。 

彼らは溢れる情報の中から⾃分に必要な情報を

得、まわりの仲間たちから置いて⾏かれるのを恐れ

て常にスマホで新しい情報を追いかけます。 

 

いくら情報が溢れている世界に⾝を置いているか

らといって、こんな⽣き⽅をしたいとあなたは思い

ますか? 私は本当に⾃分に必要なものはそんなに沢

⼭あるとは思えません。 

⾃分だけの時の流れにどっぷりと浸かり、友と他愛

ないお喋りにうつつを抜かし、美味しいものを⽬と

⾆で味わい、好きな本なら何度も読み返し、そして

何よりも⼼静かにお祈りするひとときを持ちたいと

願います。 

祈りのひとときは神様との会話のひとときなのだ

と誰かがいっていました。それは何にも代えがたい

⾄福の時なのです。 
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すべての⼈とともに歩み、それぞれの賜物が輝くように奉仕する司祭、修道者の召し出しをお与え下

さい。 

私達⼀⼈ひとりもあなたの呼びかけを受け⼊れ、それに応えていくことができますように。 

 

⾳楽の散歩道 

シューベルトの”冬の旅”、北欧の⺠謡 

 

                  I T 

Ⅰ.菩提樹 Der Lindenbaum (独) 

 F．シューベルト（１７９７―１８２８）晩年の前年、

連作歌曲“冬の旅”Winterreise”第 5曲、１８２７年作 

の”冬の旅”（リ－ト）の成⽴時の状況については、シ

ューベルトの友⼈のひとり、ヨーゼフ・フォン・シュ

パウン（１７８８―１８６５）が１８５８年に書いた

回想に詳細が記されている。 

シューベルトは、「私は、リートのどの曲にもまし

て気に⼊っているのだ。きみたちは、いずれは気に⼊

ってくれるだろう。」と云っている。”これ以上、すば

らしいドイツ語リートは、おそらくないことであろ

う。”この歌曲集は、もちろん,シューベルトひとりの

⼿で成⽴したものではない。ウイルヘルム・ミュラー

の詩があり、偶然、シューべルトの⼿に⼊ったからこ

そ、歌曲集がその後に⽣きる我々の財産になったので

ある。 

――菩提樹の歌詞（要約）︔さすらいの途中、⻘年は、

市⾨の前の菩提樹に憩いの場を⾒出す。・・・―― 

オーストリアの⼭深く、伝統と歴史のある修道院の近

傍に 1本の菩提樹が聳えている。シューベルトは、こ

の地で、Ｌindenbaumを作曲したと云われている。 

 

Ⅱ, 北欧の⺠謡（アイルランド、スコットランド） 

アイルランド⺠謡︔ 

イギリスの⺠謡の中で、グレート・ブリテン島に次ぐ

第２の島、アイルランドは、古くからケルト系の諸⺠

族が住み、アングロサクソンを主体とする英国とは⾳

楽、⾔語、宗教、⾵俗が⼤きく異なり、北アイルラン

ドに多少、プロテスタントがいるが、⼤半はカトリッ

クである。英語は第２の公⽤語であり、そのため、こ

の地の⺠謡は、古⾵で変化に富み、スコットランドよ

り感情が深いと云われている。 

この地の⺠謡は特に、有名である。 

――（例）“夏の名残りのバラ”Ｔhe Last Rose of Ｓ

ummer”（英）（⽇本名︔庭の千草）―― 

スコットランド⺠謡︔ 

グレート・ブリテン島北部のブリティー、オ－タニー、

シェツトランド各諸島からなるスコットランドは、ス

コッチ同様、⺠謡の分野も有名である。――（例）“ア

ンニーローリー”（⽇本名、原語名も同様） 

 

［後記］今年、3年⽬を迎える私の拙い発表会（ソロ）

は、8 ⽉初旬に実⾏します。コロナ禍、国際緊張下の

中、平和を求めて上述 の 3曲（菩提樹（独）、夏の

名残りのバラ（英）、アンニーロ－リー（⽇））に加

えて、例年のグレゴリオ聖歌に代え、⽇本⼈に最も親

しまれている抒情歌⾚とんぼと致しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⼀粒会祈りのリレー（7 ⽉） 
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１．⼾塚教会「⽑⽷の帽⼦サークル」が始まりました。 

５⽉に開催「編み⽅教室」が好評をいただきましたので 引き続き下記の様に開催することになりました。 

記 

呼び名 ︓⼾塚教会「⽑⽷の帽⼦ サークル」   

次 回 ︓ ７/２７（⽔）１３︓００〜１５︓００  

以後 毎⽉ 最終⽔曜⽇︔同じ時間 

場 所 ︓ 教会２階 集会室 

どなたでも ⾃由に参加できます。 

どうぞお気軽にご参加をお待ちしています。 

＊ ⽑⽷の帽⼦は 11 ⽉に集めます。 

 ＜担当︓ A C・K Nまで ご連絡ください。＞ 

 

＃「2022 年 船員の⽇メッセージ」 

教皇庁 総合⼈間開発省は、7 ⽉の第 2⽇曜⽇を「船員の

⽇」と定め、世界中の司牧者、信徒に船員たちのために祈

るよう呼びかけています。⽇本カトリック難⺠移住移動者

委員会も、船員たちとその家族のために祈るよう皆様に呼

びかけます。 

「私たちはみな同じ船に乗っている」 

船は歴史を旅する教会のシンボル 

委員⻑ ⼭野内 倫昭 司教 

参考︓カトリック中央協議会 「2022 年 

船員の⽇メッセージ」より 

 

２．「サーラーの家」⽀援物資のご協⼒ 御礼 

⼥性の家サーラーへの⽀援物資は、これまで以上に多くの物資が集まりました。 

皆さんのご厚意に感謝致します。⽀援物資は、⼥性福祉部員達によりサーラーに届けられました。 

代表の⾦さんから⼾塚教会への感謝の⾔葉をいただき、サーラーの現状などを伺いました。 

次回は、11 ⽉を予定しています。今後とも、皆様のご協⼒をお願いいたします。 

 

３．「ボランティア わかち合いの会 （第 3 回⽬）」を開催します。 

ボランティア活動に関わっていらっしゃる⽅々、また、今後 関わりたいと考えておいでの⽅々の 

情報や意⾒交換の集まりです。どうぞ お気軽に参加ください。 

「ボランティア わかち合いの会 （第 3 回⽬）」 

⽇ 時 ︓ 9 ⽉ 25 ⽇（⽇）11:15~12:30 

場 所 ︓ ２階 集会室 にて 

 

４．聖書カバーを⼀緒に作ってみませんか︖ 

8 ⽉ 4⽇(⽊)午前 10時から。場所は 2 階集会室。⾵のバードのさおり織を使って、聖書カバーを皆さんで楽し

く作りましょう︕初⼼者の⽅でも⼤丈夫です。詳細は後⽇ ポスターなどでお知らせします。 

                  ⽂責 福祉部 K K 

 

福祉部からのお知らせ 
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報告：地区アンケート結果 
総務部 

 5⽉ 22⽇(⼟)から 6⽉ 12⽇(⽇)まで 4 週間にわたってご協⼒をいただいた地区アンケートの結果が出まし

たので、報告します。ご協⼒を感謝します。 

 主⽇のミサに参加された⼈を対象に、無記名で地区･町名と 20 歳ごとに区切られた年齢層を選択するアンケ

ートを⾏いました。⼟曜⽇･⽇曜⽇のミサごとに 1 ⼈ 1 枚(⼟⽇の両⽅のミサに参加した⼈はどちらかの⽇に１

枚)のアンケート⽤紙に回答してもらいました。なかには、アンケートを提出しなかった⼈もいらしたようで、こ

の報告はあくまでも回収したアンケートによります。 

まず、地区別のミサ参加者数についてですが、主⽇の⼟曜⽇と⽇曜⽇を合わせて、ミサの参加者は平均して

132.8⼈です。⼟曜⽇のミサは 40⼈から 50⼈、⽇曜⽇のミサは 80⼈から 90⼈です。参加者が多い順に、川

上地区 31.3 ⼈、舞岡地区 20.8 ⼈、汲沢地区 16.8 ⼈、⼾塚地区 16.0 ⼈、吉⽥地区 15.0 ⼈、⽮部地区 13.5

⼈、上⽮部地区 10.8⼈、名瀬地区 8.8⼈となります。参考までに、ミサ参加者の右欄に名簿上の地区の在籍者

数を⼊れました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区･年齢層 0〜19歳 20〜39歳 40〜59歳 60〜79歳 80歳〜 参加者数(⼈) 在籍者数(⼈)

川上地区 4.8 0.0 6.0 17.0 3.5 31.3 195

名瀬地区 0.3 0.5 1.5 3.5 3.0 8.8 58

上⽮部地区 0.5 1.3 2.3 6.8 0.0 10.8 121

⽮部地区 1.3 1.5 3.5 5.3 2.0 13.5 136

吉⽥地区 0.8 0.5 1.0 9.0 3.8 15.0 108

舞岡地区 0.0 0.3 3.0 11.5 6.0 20.8 146

⼾塚地区 1.3 0.3 5.8 6.8 2.0 16.0 89

汲沢地区 0.3 1.0 1.8 10.3 3.5 16.8 87

年齢層別合計(⼈) 9.0 5.3 24.8 70.0 23.8 132.8 940

年齢層別⽐率(%) 6.8 4.0 18.6 52.7 17.9 100.0

表 地区別･年齢層別ミサ平均参加者数(⼈)と地区在籍者数(⼈)
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 次に、年齢層についてですが、20歳

ごとという⽐較的⼤きな分類になっ

たためか、半分以上の参加者は 60 歳

から 79 歳までで、全体の 52.7％(70

⼈)になりました。次に多いのが、40

歳から 59 歳の 18.6％(24.8⼈)、80

歳以上の 17.9％(23.8⼈)です。19 歳

以下は 6.9％(9 ⼈)で、20 歳から 39

歳は 4％(5.3⼈)でした。 

 皆様には、地区内の町名･区名につ

いても回答していただきましたが、こ

のデータは、今後、地区割の変更を検

討する際の参考資料にしていきたい

と考えております。また、クリスマス

や復活祭などの⼤きなミサのデータ

も知っておきたいところです。 

 コロナ禍以前は、地区ごとに聖堂の掃除や⾏事のお茶出しなどを⾏ってきました。⽇常⽣活が平常化していく

とき、地区での活動をどのようにやっていくかも含めて、皆様のご意⾒を伺いながら、地区割の変更も課題の⼀

つとして検討していきたいと考えております。 

 
 
 
 
 

60～79歳
52.7％

40～59歳
18.6％

80歳～
17.9％

0～19歳
6.8％

20～39歳
4.0％

年齢層別比率

60〜79 40〜59 80〜 0〜19 20〜39
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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 

＜7 ⽉度定例教会委員会（7/10）＞ 

【協議事項】 

（１)横浜教区の神学⽣と教会との交流会について(教

学部）︓10⽉23⽇のミサ前に教会学校で､ ミサ

後に信徒との交流会を⾏うことになった。   

（2）教会学校の開催曜⽇の変更について(教学部) ︓

9⽉から第 2･第 4⽇曜⽇の 9時から 9時 45分の

開催になった。 

（3）教会建物南側⽔栓⽴ち上げ及び近辺の⼟留め作

業、南側フェンスの修理について(管財部) ︓ 

承認された。 

（4）｢地区アンケート｣の報告について(総務部) ︓

｢教会だより 7 ⽉号｣に掲載される。 

（5）敬⽼のお祝いのお知らせの内容について(総務

部) ︓敬⽼のお祝いに出られなかった⼈を対象に、

教会への希望を尋ねるアンケートを⾏うことにな

った。 

（6）8 ⽉の主⽇のミサ⽇程表の作成について（典礼

部）︓⼀部修正の上、承認された。  

（７）ミサの中でのお知らせについて（典礼部）︓

毎週⽔曜⽇ 24時までにお知らせの原稿を典礼部担

当委員にメールする。締め切りを過ぎたものは、

お知らせのある担当者が直接、前に出て伝える。 

（8）Zoomの契約更新について(総務部) ︓1年間の

契約更新が承認された。 

（9）マリア像の祝別式について（神⽗様）︓7⽉

24⽇ミサ後に聖堂でロザリオ⼀環を唱え、そのあ

と御像の前で祝別を⾏う。マリア像周辺の整備に

ついては、皆さんの意⾒・希望を寄せてもらい、

整理して依頼することになった。 

（10）記念カードの印刷について(有志)︓有志より

提案されたマリア像設置の記念カード作成が承認

され、印刷代はマリア像の募⾦から出すことが承

認された。 

（11）飲み物の提供について(⾏事親睦部）︓夏の

間、少量の紙パックの飲み物を提供することが承

認された。 

(12）合唱隊の聖堂使⽤について(管財部)︓コロナ感 

染状況も鑑み、外部の合唱グループが聖堂で歌う

ことは時期尚早であり、断ることになった。 

(13)来年度の予算書の提出について(財務部)︓9⽉の

教会委員会には各部の来年度予算書を提出しても

らいたいと要請があった。 

(14）フリー・マーケットの開催について(⾏事親睦

部)︓11⽉ 20 ⽇に福祉施設に呼びかけて施設の物

品を販売する福祉バザーを開催することになっ

た。 

  

【報告事項】 

【委員⻑】 

・｢横浜第5地区第 2回共同宣教司牧委員会議事録

(案)｣が紹介され、説明があった。 

・ミサ参加者は平均して 150⼈くらいだったが、ペ

トロ･パウロの祝⽇は 210⼈ぐらいだった。ミサ動

画の視聴は 70から 100の間で推移している。 

【財務部】 

・聖ペトロ使徒座への献⾦72,000円、6/27に横浜

司教区に振込。たくさんのお祈りと献⾦、ありが

とうございました。 

・マリアご像の代⾦ 591,800円 ⽀払い完了。す

べての⼯事等完了後、会計報告の予定。たくさん

のご協⼒に感謝いたします。 

 【総務部】 

・6⽉下旬に、駐⾞場ボランティアのお願い・駐⾞位

置図などを関係者に配布した。7 ⽉から⽇曜⽇のミ

サ前後に､11名が交代で駐⾞場整理を担当。  

・5/22〜6/12まで 4 週間に⾏った地区アンケート

結果報告が完成。教会だより 7 ⽉号掲載。  

・6⽉11⽇(⼟)､7 ⽉ 9⽇(⼟)に｢信徒のしおり｣作成

チームミーティングを⾏い、｢信徒のしおり｣案の

チェックを⾏った。今後、関係者に配布し、チェ

ックをお願いする予定。  

【管財部】 

・6⽉14⽇(⽕)︓1階受付、2 階の電熱噐を使⽤不可

にし、電気ケトルを置くための台を設置(信徒)  

・6⽉24⽇(⾦)︓消防⽴⼊検査  

・7 ⽉ 1⽇(⾦)︓信徒⽴ち会いの下、マリア像台座設 

 置のための基礎⼯事(原⽯材店) を実施 
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・7 ⽉ 7⽇(⽊)︓マリア像設置作業が⾏われた 

・7 ⽉ 14⽇(⽊)︓マリア像設置の仕上げ作業(ザビエ

ル⼯房) 

・7 ⽉ 20 ⽇(⽔)︓排⽔管等⾼圧洗浄作業(予定)  

・7 ⽉ 27⽇(⽔)︓エレベーター点検(予定) 

・7 ⽉ 31⽇(⽇)︓エアコン・フィルターの掃除 

・8 ⽉ 19⽇(⾦)︓関東電気保安協会の点検 

・緑の会活動(適時)  

【典礼部】 

【報告】  

①6/19(⽇)11時〜12時「祈りの会」久我神⽗様の

ご指導。17名参加 ※終了後に分かち合い。  

②6/26(⽇)10時〜インターナショナルミサ 約150

名が参加（内、30 名が英語グループ） 

【今後の予定】  

①7/17(⽇)11時〜12時「祈りの会」久我神⽗様ご

指導  

②7/30(⼟)､31⽇(⽇)は主⽇のミサが集会祭儀に変

更。（⽥丸神⽗様は⼤船教会の司式を担当）  

③8/6(⼟)〜8/15(⽉)平和旬間の祈りのリレー

（FMM修道院・原宿教会・⼾塚教会）詳細の案内

あり。  

④8/15(⽉)10時〜聖⺟被昇天ミサ ※各⾃カップろ

うそくに祈りの⾔葉を書いた紙を貼り、持参し奉

納する。  

⑤9/10（⼟）､11⽇(⽇) 敬⽼のお祝いミサ 案内

状対象者︓75歳以上にはがきで通知。記念品   

⑥新しいミサの式次第についての勉強会︓9⽉以降の

⽇程を調整中。 

⑦初聖体 9/25(⽇)10時ミサ 対象者︓6 名  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【教学部】 

・７/3(⽇)「その⽇のミサの福⾳を味わう集い」  

⽥丸神⽗様ご指導。8 ⽉以降はしばらく休⽌。  

・７/16(⼟)「Zoomで⾏う信仰を深める講座」  

⽥丸神⽗様ご指導。 8 ⽉は休⽌。9/17(⼟)再開。 

・7/17(⽇)「祈りの会」（典礼部･教学部）久我神⽗

様ご指導。 8 ⽉は休⽌。9/18(⽇)再開。 

・その他各講座とも､8 ⽉末まで休み。9 ⽉から再開 

・教会学校について －8 ⽉は夏休み。ただし、初聖

体(9/25)の準備の特別講義を 8/27(⼟)14:30か 

ら実施。 －9 ⽉から、教会学校の時間を毎⽉第２･

第４⽇曜⽇ 9:00-9:45の開催に変更。  

・6⽉教会委員会で認可の「⼾塚教会オープン･デ

ー」は、9 ⽉以降に開始。  

・横浜教区⼀粒会⼤会（4年ぶり） ・10⽉10 ⽇

（⽉）スポーツの⽇ 12︓00〜15︓00 ・カリタス

⼥⼦中学⾼等学校（川崎市多摩区）。 Zoom参加

もできる予定。 

【福祉部】 

・サーラーの家の⽀援物資は、6 ⽉ 26 ⽇(⽇)に品物

チェックの上、現地に送付された。 

・ボランティア分かち合いを 9 ⽉ 25 ⽇(⽇)ミサ後に

⾏う予定。 

・10 ⽉ 2 ⽇(⽇)の｢聞く会｣では、聖園の養護施設⻑

の講演が予定されている。 

・ステラマリスのための⽑⽷の帽⼦編みサークルがで

きて、毎⽉最終⽔曜⽇ 13時〜15時に集まり。 

【⾏事親睦部】 

・6 ⽉ 26 ⽇(⽇)のインターナショナルミサ後、イン

ターナショナル・グループと聖歌隊の合唱が披露さ

れた。前庭では､飲み物とお菓⼦が提供された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


