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信仰とは神様の働きを⾒出す⼼の⽬ 

 

担当司祭 ⽥丸 篤 

重い⽪膚病を患っていた１０⼈の⼈がイエス様に

よって清められます。重い⽪膚病は特に苦しみが⼤き

いものです。私は以前イエズス会の修練者だった時、

御殿場の神⼭復⽣病院で、１ヶ⽉の実習をさせていた

だいたことがあります。そこで療養されている⼈々と

の出会いの中で多くのことを学びました。ハンセン病

を患うことで背負うことになった⼤きな苦しみと⼗

字架。しかし同時に清い⼼をもって⽣活している多く

の⽅々と出会うことができました。病気は確かに⼈⽣

の中での⼤きな⼗字架です。でもそれを通して神様の

慈しみに触れることができるなら、⼈⽣のすばらしい

糧になることも本当です。 

 

イエス様の憐れみの業によって重い⽪膚病を患っ

ている１０⼈皆がいやされました。そしてその中の⼀

⼈サマリア⼈が感謝を表すために戻って来ました。そ

してそのサマリア⼈にイエス様は⾔われます。「あな

たの信仰があなたを救った」。なぜ「神の愛があなたを

救った」とは⾔われずに「あなたの信仰があなたを救

った」と⾔われたのでしょうか。そしてここで⾔われ

た信仰とは何でしょうか。信仰とは⽣活の中に神様の

働きを⾒出す⼼の⽬のことです。感謝を表すために戻

ってきたサマリア⼈は、⾃分の⾝に起こった出来事の

中に神様の恵みと慈しみの働きを感じ取ることがで

きました。神様がこの⾃分を憐れんでくださった。神

様がこの⾃分をいやしてくださった。そして真に⽣き

ることができるようにしてくださった。そのことに気

がついたサマリア⼈はイエス様の元に戻ってきまし

た。神様に感謝を表すことが⾃然にできるくらい⽣活

の中に神様の働きを⾒出す⼼の⽬を持っているなら

どんなにすばらしいでしょう。そしてその⼼の⽬がそ

の⼈に真の⾃由と喜びを与えるのだと思います。 

 

信仰とは⽣活の中に神様の働きを⾒出す⼼の⽬の

ことです。何気ない⽇常⽣活の中に神様の働きを感じ

取る⼼のありかたのことです。毎⽇の⽣活の中でいろ

いろなかたちで神様から恵みをいただいているのに、

そのことに気づくことなく体験する出来事をただ流

して過ごしてしまうことがあります。出来事の中に神

様の業を⾒つける⼼の態度、習慣が必要です。もちろ

んすべての出来事を神様に結びつけて捉えることは

不可能でしょう。それでも神様が存在して、働き続け

てくださっておられること、メッセージを送り続けて

くださっておられることを信じていくなら、やはり何

かが⾒えてくるのだと思います。イエス様がこのサマ

リア⼈に⽰されたこと、それは「あなたは、あなたの

信仰の⽬で、神の愛といつくしみの業を⾒、気づくこ

とができました。それこそが救いなのです」というこ

とです。神様がこの私の

ために実際に働いてくだ

さっていることを信仰の

⽬を通して⾒ることがで

きること、それが救いな

のだということです。 

 

   ⼾塚教会だより 
2022 年 10 ⽉号 No.211 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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★信徒の声★★ 
 

聖⺟マリアを想う 
 

F N 

神は⼈を 1 ⼈ではなく、男と⼥につくられた。男も

⼥も共に神の国の⾼みを⽬指すようにつくられた。世

の中、⼥に威張りくさる男どもがいるが、⼥から⽣ま

れない男はただの 1 ⼈もいない。 

神の御⼦イエス・キリストも神の⺟と呼ばれる聖⺟マ

リアから⽣まれた。イエスを⼈として⽣んだ。⼈の⺟

であるから普通の⺟親と同じだ。2 ⼈は、普通の親⼦

関係である。きっとイエスは⺟マリアにそっくりな息

⼦だっただろうと思う。 

 

その聖⺟マリアを正教会では｢⽣神⼥マリア｣と呼

ぶ。神を⽣んだ⺟である。⽣涯の全てを神に捧げ、従

順を貫徹された⼈類最⾼の⼈である。ヨーロッパ各地

にノートルダム(我らが貴婦⼈)⼤聖堂がある。ルルド、

ファティマへの巡礼者もあとを絶たない。 

 

僕は⺟親からマリア崇敬を教えられたが処⼥懐胎

に疑問を抱いた。聖書にみ使いガブリエルがマリアに

｢聖霊があなたに臨み、いと⾼きおんものの⼒が貴⼥

を覆うでしょう｣(ルカ 1ー35‚)と伝えたとある。どう

いうことか。 

アメリカのカトリック聖書学者のレイモンド・ブラ

ウンの指摘にこうある。 

｢…聖霊は懐胎において男性の役割を果たしているの

ではなく、創造⼒として働いている…｣あ、そーかと思

った。神の創造⼒はマリアの懐胎に及んだ。聖⺟の被

昇天(復活)にも及んだ。さらに聖⺟マリアの気持ちに

なってキリストの受難、死、復活を考えてみた…だが、

始めた途端に苦しく耐えられなくなった。 

以前に聖⺟を想い記した⽂がある。以下である。 

 

｢聖⺟マリアに私が捧げる想いは｣ 

1) 際限なく積み重ねられる⼈間の罪に対する聖⺟の

御悲しみである。罪深い⼈類への深い悲泣である。聖

⺟は御⼦イエスの磔刑において全霊を引きちぎられ

た。だが⼼の底を突き破るほどの悲しみを全て受けと

められた。イエスは聖⺟の全てであった。そのイエス

を失ったのだ。 

2) それで聖⺟の悲しみは終わった筈である。神の御

もとで永遠の幸せに浸っておられる筈である。しかし、

ルルドに、ファティマに、各地に聖⺟が出現されるの

は何故か︖ 

今もまだ⼈類のために悲泣されている。⼈類の深い罪

を。聖⺟が⼈類の罪の赦しを御⼦イエスに求め、とり

なし続けているということか…今もいつも…。だとす

れば⼈の世のある限り、聖⺟は悲泣されていることに

なる。聖⺟は御⼦を⼗字架の死を以て御⽗に捧げられ

気が狂わんばかりに懊悩され悲倒されたのではなか

ったのか…。それなのに、今だ⼈類のために悲しんで

いられる。聖⺟は悲しむ為にお⽣まれになったのか。

御⾃分の幸せは何処におありなのであろうか︖ 

3) ⽗と⼦が⺟の悲しみを⾒過ごすだろうか。⺟の悲

しみは、⽗と⼦の悲しみそのものである。 

4) その聖⺟が、今、私を悲しみのうちに⾒つめている。

その⽬差しを感じて私は、狼狽え、恥じる。 

 

聖⺟が、み使いガブリエルに⾔われた⾔葉  

｢わたくしは、主のはしためです。おことばどおり、こ

の⾝になりますように｣とのへりくだった⾔葉を次の

ように受けとめる。 

誰でも誤ちを犯す、だが誤

ちは聖⺟マリアの⾃分へ

の｢ささやき』であると。 

｢もっともっと謙遜になり

ましょうね』という…。 
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主よ、キリシタン時代の信徒が司祭を⼼待ちにしていたときの祈りを聖霊で今の私たち信徒にもお

与えください。 そして、⼀⼈でも多くの⼦どもたちや⻘年が教会へ導かれ、司祭召命への道を⼀歩

⼀歩歩んで⾏くことができますように︕ 

「国際平和」への道」―マリア像建⽴に因むー 

                                           I T 

8⽉ 15⽇は「聖⺟被昇天」の祭⽇です。「聖⺟被

昇天」はかなり古くから伝承として祝われていたので

すが、教義として制定されたのは、1950 年ではない

かと思われます。皆様ご存知の通り、9 ⽉には、9 ⽉

8⽇（⽊）「聖⺟の⽣誕」の祝⽇、15⽇は、「悲しみ

の聖⺟」の記念⽇があります。 

この度、⼾塚教会正⾯に建⽴された清らかなマリア

像は、新型コロナウイルスの感染拡⼤、異常気象、世

界中に広がった国際緊張と分断、インフレ、物価上昇

等の経済危機に遭遇した現代の中、マリア様の慈しみ

と優しさには、私たちの⼼が癒され、明⽇に向かって

明るい希望の光となることでしょう。 

コロナウイルスによって少々後退した⾳楽、⽂化、

絵画、美術等、芸術の求める「美しさ」は、歴史上も

常に変わらず、世界中の⼈々の⼼に響く価値観として、

国境を越え、⼤切なものであります。国境の上に厳然

として輝くマリア様の慈しみは、国際社会の上に希望

の光として、悪によって乱される私たち⼈の弱さを⽀

える⼒となることでしょう。 

私たちはいつも真摯に祈りを捧げ、世界中の⼈々が

真の国際平和実現に向かって協調してゆくことが平

和実現への道標と信じます。 

 

 

 

 

l 他の教会にあるマリア像よりも現代⾵というか、若々しいなといった第⼀印象でした。 

台座のどこか（正⾯でなくてもよい）に設置年⽉⽇やロザリオの聖⺟である旨の銘板を付けたらよいと

思います。（50 代 男性） 

 

l マリアさま、親は⺟の愛を受けて育ったのに⼦どもたちは成⻑期に⺟を亡くしました。⺟のいない⼦ど

もたちも、⺟のいる⼦どもたちも、いつもあなたの純⽩のお姿を思い出してその愛と慈しみに包まれま

すように︕ (70 代 男性) 

 

l マリア様の御像を初めて⾒たとき、⾜元に星があるのに気づきました。娘の洗礼名に頂いたのが、マ

リアステラですので思わず娘を思い、⼾塚教会にこのマリア様が来て下さったことに深く感謝いたし

ました。これから先、ロザリオの祈りを唱え捧げることで信仰を深めることができますように。ま

た、地域の⽅々にとってもこの御像が癒しと安らぎの存在となりますように。（６０代 ⼥性） 

 

 

 

 

 

 

 

 

⼀粒会祈りのリレー（10 ⽉） 

マリア像設置に際し⼀⾔ 
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１． ボランティアわかち合いの会 第三回 

9⽉ 25⽇ ミサ後 11︓00〜12︓00迄 「ボランティアわかち合いの会」を開きました。 

① Mさんからファミリーホーム「ベテル好⼠」と交流する当教会の協⼒者とホームの交流の内容・ホームの

⼈的構成 事業内容・等 具体的な内容についてお話を聞くことが出来ました。 教会からの⽀援につい

ては⾦銭的な⽀援もありがたいとのことです。今後とも交流を続けてゆきたいとのことです。ホームから

家族で旅⾏に⾏った際の写真付き礼状もいただきました。 

② Y さんからは 原宿の修道会スタッフとして活動している中で、⾷器磨きなどに使う⽊綿の古布の寄附を

要請され、多くの布が集まった御礼と修道院でのボランティア募集について活動内容の説明と修道院の現

状について説明がありました。 

関⼼のある⽅は福祉部（担当︓A）までご連絡ください。Yさんにお伝えします。 

③ F さんからは 寿町の「⾵のバード」への⽉１回程度訪問して⾷事を作り、⼀緒に⾷事をしたり、話をす

ることで利⽤者が名前を覚えて、呼びかけてくれた喜びと 時間を掛けて続けて活動を続けることの⼤切

さを お話いただきました。 福祉部としても「さをり織り」でつながった反物等の⽀援だけでなくそれ

を利⽤した ブックカバーやロザリオ⼊れの制作等 新商品の開発を考えて⻑い交流が出来るように奮闘

中です。  

 

＃ 2階集会室で司会者の和やかな雰囲気作りもあり 質問や回答を本⾳で分かち合うことが出来るようにな

りつつあると感じました。これからも素直な気持ちで＜神様の愛をみんなで証しする＞分かち合いの会を続け

ていきたいと思います。 

 

２．中和⽥教会 訪問 

９⽉号でお話した 近隣教会との交流スタートの第⼀歩として 9⽉ 27⽇（⽕）中和⽥教会が主催している

「マリアカフェ」を訪問し新教会建設後初めての福祉交流会を開きました。御聖堂と⼩聖堂があり⼤きなロビ

ーは⼤テーブルが 2 セット置かれ ミサの後には信徒同⼠の会話が出来るようになっています。キッチンも広

く使いやすそうでした。２階は 20畳程の集会室（シャーワー設備有り）が１部屋。福祉活動の紹介と問題点

を率直にお話しすることが出来ました。現在ミサにあずかる信徒は毎週約 50名とのことです。今回、参加者

は⼾塚教会３名、中和⽥教会 8名（含教会委員⻑ O様）の計 11名でした。次回は⼾塚教会福祉部⼥性メン

バーも訪問して再度交流を図りたいと思います。美味しいケーキとコーヒーをごちそうになりました。平⽇で

すが毎週⽕曜⽇に 開いています。信徒でなくても⾃由に参加できるそうです。 

お近くの⽅はお誘いあわせの上 是⾮⼀度訪問なさってください。 

 

３．ブックカバー・⽑⽷の帽⼦ 製作サークル 

9 ⽉ 15 ⽇にブックカバーサークルを、９⽉ 28 ⽇に⽑⽷の帽⼦サークルを開きました。コロナ対策の空気清

浄機は動いています。ご安⼼ください。 

次回は 10 ⽉ 26 ⽇︓13 時〜15 時に「⽑⽷の帽⼦サークル」を教会２階集会室で開く予定です。時間を作っ

て指と腕とを動かし 楽しい会話を交えるサークルにお招きします。 

お気軽にご参加ください。先ずはお⽴ち寄りください。 お待ちしています。 

 

４．その他 

Ø 原宿修道院向古布（⽊綿希望）回収︓10⽉ 1 ⽇~10⽉２３⽇迄 実施します。 

Ø ⼾塚教会福祉バザー︓11 ⽉ 20⽇実施予定。福祉関連施設に出店を呼び掛けています。 

Ø 10⽉ 2 ⽇に開催した聴く会、「聖園⼦供の家」野際良介施設⻑講演は 誌⾯の都合で 11 ⽉号に掲載

予定です。 

 

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 

＜10 ⽉度定例教会委員会（10/9）＞ 

【協議事項】 

(1)⼤掃除について(管財部)︓11/20(⽇)は福祉バザー

のため、11/27(⽇)に⾏う。詳細は後⽇お知らせ。 

(2)11 ⽉主⽇ミサ⽇程表について(典礼部）︓承認。 

(3)ホームページに載せる｢オーブンデー｣のお知らせ

⽂について(福⾳宣教部）:⼀部修正の上、承認。 

(4)マリア像設置のための寄付の残⾦の使い道、周辺整

備について(総務部)︓①｢ロザリオの聖⺟｣のプレート

を付ける､②季節の鉢植えを管理するグループを作

る､③周辺整備後の残⾦は⼀般会計にいれ、今後は管

財部が予算を計上し、管理していくことが決まった。 

(5)⾼齢者アンケートの報告と今後の対策について(総

務部)︓57 名から回答があり、お任せパック新規希望

者が 11名いた。朗読・お知らせの声が聞きにくいと

の声があり､今後も対策を考えていくことになった。 

(6)｢信徒のしおり｣の発⾏、教会活動グループ代表者名

の掲⽰について(総務部)︓10 ⽉ 16 ⽇(⽇)までに修

正を指摘してもらい、10⽉中に発⾏予定である。 

(7)｢⼾塚教会パンフレット｣の印刷について(総務部・

福⾳宣教部)︓｢オープンデー｣に向け｢⼾塚教会パン

フレット｣を⼀部修正の上、印刷することになった。 

(8)⼾塚教会ホームページの写真の差し替えについて

（広報部）︓マリア像が設置されたので、ホームペー

ジの写真を⼀度差し替えることになった。 

(9)2023 年度予算書の審議と承認(財務部)︓各活動部

の詳細な予算・決算の管理については 12 ⽉に改めて

検討することとし、予算書は原案通り承認された。 

(10)コピー⽤紙の購⼊について(財務部)︓今までの業

者が紙の取り扱いを⽌めたので､アスクルを通して

購⼊することになる。 

(11)会計ソフトの導⼊について(財務部)︓経理の知識

が必要、A3プリンタを使うなど課題もあり、今後も

検討していく。 

(12)交通費・謝礼の⽀出について(財務部)︓活動部で謝

礼や交通費を⽀出するときは、事前に教会委員会の

承認をとってほしいと要請があった。 

 

 

【報告事項】 

【委員⻑】 

・直近のミサ参加者・動画視聴動向など 

・第五地区のミサ、聖歌、バザー等の制限状況 

【財務部】 

・「世界難⺠移住移動の⽇｣献⾦¥90,000 を横浜教区へ

振込。 

・｢世界宣教の⽇｣10/21･22、｢宣教地召命促進の⽇｣

11/5･6､指定献⾦。いずれも⼟⽇２⽇にわたり実施

予定｡ 

   多くの皆様のご協⼒とお祈りをお願いいたします。 

・2023 年⼾塚教会予算書の作成と承認、横浜司教区に

送付。 

【総務部】 

・マリア像の周辺整備について、8件の意⾒が寄せられ

た。 

・10/1(⼟)︓総務部会開催。①地区制・教会活動の今後

の展開、②⾼齢者ケアの体制作り、③ ｢信徒のしお

り｣の作成、④駐⾞場ボランティア、⑤マリア像の周

辺整備について話し合った。 

・10/8(⼟)︓｢信徒のしおり｣作成チームミーティング

開催。最終的な原稿チェック、教会活動グループ代表

者リストの扱いについて確認。 

【管財部】 

・9/21(⽔)︓建物裏階段補修作業(藤⽊⼯務店)、建物南

側⽔栓⽴ち上げ作業(信徒) 

・9/26(⽉)︓⽔栓⽴ち上げ、接続作業(信徒) 

・9/29(⽊)︓排⽔改善作業、⽔栓⽴ち上げ作業終了(信

徒) 

・9/30(⾦)︓建物南側フェンス修復作業(藤⽊⼯務店) 

【今後の予定】 

・10/11(⽕)︓エレベーター点検作業 

・10/14(⾦)︓消防設備点検(六華) 

・10/21(⾦)︓電気設備点検(関東電気保安協会) 

・11/10(⽊)︓ガラス清掃(藤⽊⼯務店)  

【典礼部】 

【報告】 

①9/18(⽇)「祈りの会」（典礼部・教学部）久我神⽗様

のご指導。15名参加。 

②9/24(⼟)横浜教区カテキスタ会公開講座（雪ノ下教

会）講演︓梅村司教 ⼾塚教会から 3名参加。 

③9/25(⽇)10時:初聖体のお祝いミサ ⼥⼦ 5名。 

【今後の予定】  

①新しいミサについての説明会︓⽥丸神⽗様のご指導 



6 

10/8〜11/12 の各⼟曜⽇ 16時ミサ後、10/9、23〜

11/13の各⽇曜⽇ 10時ミサ後の 20分程度。 

なお、11/6(⽇)は 10時ミサ後に「新しいミサの式次

第の模擬ミサ」を予定。 

②11/5(⼟)10時 30分〜︓クリプタ合同慰霊追悼ミサ

（参加者限定）Zoomにて LIVE 配信の予定。 

③11/5(⼟)、6(⽇)は⼾塚教会に関係する死者のための

祈りを⾏う。依頼書にて申し込み。 

④11/13(⽇)10 時ミサ 七五三のお祝いミサを⾏う。

(申込み受付中)。当⽇はサンパウロの出店予定。 

⑤11/26(⼟)13 時〜 クリスマスの飾りつけ(聖堂内） 

 11/27(⽇)10 時ミサ後､クリスマスの飾りつけ（⼊

⼝・前庭）※⼊⼝は１３時迄に終了とする。 

⑥12 ⽉のミサ⽇程について 

・待降節第 3 主⽇︓12/10(⼟)16時ミサはなし。11 ⽇

(⽇)10時ミサのみ。 

・12/24(⼟)主の降誕（夜半のミサ）18時〜、 

12/25(⽇)主の降誕（⽇中のミサ）10時〜 

 12/31(⼟)ミサはなし。 

【教学部】 

・10/15(⼟)「Zoomで⾏う信仰を深める講座」⽥丸神

⽗様ご指導。 

・10/16(⽇)「祈りの会」(典礼部･教学部)久我神⽗様

ご指導。２階集会室。 

・12 ⽉ 4⽇(⽇)ミサ後に、待降節の黙想会を予定して

いる。 

☆教会学校☆ 

・9/25(⽇)10時︓初聖体のお祝いミサ(5名)。動画＆

写真撮影。 

☆⼀粒会☆ 

・10/10(⽉･祝)︓⼀粒会⼤会(横浜教区) 於カリタス

学園。⼾塚教会から 6 名参加予定。  

・10/23(⽇) 横浜教区の神学⽣来訪…9:00-9:45(⼦

どもの交流会)、11:15-12:00(信徒の交流会)  

【福⾳宣教部】 

・外の掲⽰板にオープンデーの案内を 10/20 に掲⽰。 

・12 ⽉のオープンデーは 4⽇(⽇)の黙想会終了後、13

時から 14時 30分まで⾏う。 

 

 

 

 

 

・オープンデーのスタッフは現状 4 名であり、場合に

よって⼈⼿不⾜になるおそれがある。 

・来年 1 ⽉のオープンデーの実施については未定。 

【福祉部】 

①9/25(⽇) ボランティアわかち合いの会 19名参加 

 

②9/27(⽕)中和⽥教会訪問 愛を証しする部⾨の地区

的交流(福祉活動現況とマリアカフェ) 

③9/28(⽔)ブックカバー・⽑⽷の帽⼦製作サークル 

約 10名参加 

④10/2(⽇)｢聴く会｣(児童養護施設･聖園⼦供の家施設

⻑) 41名参加。詳細は教会だより 11 ⽉号掲載予定。 

⑤⼾塚教会ミニバザー 11/20 実施予定。福祉関連施

設に出店を呼びかけている(現在 4施設出店予定) 

⑥サーラーの家・⾒守りボランティア依頼があり、対応

調整中 

【今後の予定】 

・10⽉︓愛の献⾦寄付先・⾦額の検討 

・10/1(⼟)〜23(⽇)︓原宿修道院⽤の古布集め 

・10/7(⾦）15:00︓「⾵のバード」品物引き渡し（ F

さん) 

・10/19(⽔)10:00〜12:00︓福祉部運営チームミーテ

ィング 

・10/26(⽔)13:00〜15:00︓⽑⽷の帽⼦編みサークル 

・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 ⽉ 9⽇(⽔)10:00〜12:00︓福祉部運営チームミ

ーティング 

・11/20(⽇)︓福祉バザー 

・12 ⽉︓愛の献⾦・寄付実⾏  

【⾏事親睦部】 

・11/20(⽇)に実施の｢福祉バザー｣に参加して、信徒の

⼿作り物品販売の申込⽤紙を聖堂⼊り⼝に置いた。 

・12/24(⼟)･25(⽇)のミサ後に飲み物を⽤意する予定

である。 

 

 


