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飯田に居ました。こことは全く違う。小さい教会。小
さい教会にもいい事があります。家庭的で、皆の名前
はすぐに覚えた。ただ、ミサに全員が始めから与る事
が難しかった。

⼾塚に来た時は驚くことがいろいろありました。ま
ず、（教会が）大きい、広いって。そして男性の信徒
が多いなと。でも最初に気になったのは、ミサの前。
うるさくてしょうがない。ミサ中もこうだったらどう
しようか、本当に祈りたいという気持ちがあるのかな
と思いま
こちらを向いてくれた。そしてまたビックリしたのは、
原宿はシスターが多いからミサの応答も小さい声だ
ったけれど、ここは大波の様に声が返ってくるのです。
大きな声は心も身体も元気になるような気がします。
最初の挨拶は神父のためにも必要。いきいきとしてく
る。たまにはちょっと⾜りないから、もう⼀度やろ
う︕って。そうすると倍位の声が返って来た。そして、
（ミサの始まる）時間には皆がそろっている。前の教
会では考えられなかった。それが最初の印象。

それから数年前、三階の司祭館である集まり
ました。五人の人がギターでもマンドリンでもない楽
器（ウクレレ︖）を弾いて・・・。ハワイ風の⾳楽の
演奏を初めて聴きました。とても温かな集まりだった。
これも思い出の⼀つ。

 
皆さんに伝えたい事として、今日の福⾳に出て来た
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サマリアの⼥について。それまで近所付き合いすら避
けて来た彼⼥が、決して渇くことのない⽣きた⽔を下
さいとイエズスに言った。そしてそれは私たちの願い
でもあります。⼀年に⼀回だけでなく何度でも、わた
しに⽣きる⽔を与えて下さいって。彼⼥はそれまでと
はうって変わって、町の人々に、私はすごい人に出会
った。⼀緒に話を聴いてと触れ回ったのです。町の人
もこれまでとは全く違う彼⼥を⾒てついて⾏った。私
たちもその望みがあれば。⽣きる⽔を飲ませて下さい
と。主はそれを待っておられます。頼まなければ飲ま
せる事は出来ません。それを飲めば中から泉となって
あふれ出る。イエズスとの出会いを誰にでも話したく
なるのです。

時々信仰について聞きます。すると、教会には⾏き
ますが、私は何も分かりませんという答えが返ってき
ます。けれども⽣きる⽔を飲んだら、中からあふれ出
る。教会ってすごいって。主を知らない人はもったい
ない、可哀想だって。確
祈りが必要。わたしにも⽣きる⽔を飲ませてと。男で
も⼥でも、神父でもそうでない人でも、それを飲まな
ければ、心からあふれ出る事はない。⼀般の人は聖書
を読みません。だから信徒であるあなた方が⽣きた聖
書となるのです。あなたを⾒て、あなたを読んで、そ
して主に心惹かれる。私たち皆がその⼒を約束されて
います。そうなれば⼾塚教会はますます良い教会いに
なります。これからも自分の共同体をずっと愛して下
さい。どうもありがと

教会だより
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    ⼾塚教会主任司祭 中谷 功 
⼾塚教会、原宿教会の皆さん、私とウルバン神父

様は 4 月 12 日（日）復活祭ミサ終了後に⼾塚を発
ちます。コロナウィルスへの対応で復活祭もやむを
得ず非公開ミサとなりました。この紙面を通して
皆々様に、感謝とお別れのご挨拶を申し上げること
になりました。 

4 年間でしたが神さまのお計らいで充実した日々
で、皆様とご⼀緒に信仰を学べたこと、ともに祈ら
れたことを何よりもうれしく思っております。限り
ない神の愛に深く触れさせて頂きました。感謝で⼀

杯です。これからも⽣きる事の中で、神さまに賛美
と感謝と喜びを捧げ続けましょう。ご挨拶の出来な
いたくさんの方々からも、豊かなお祈りを頂きまし
た。有難いことです。 
 大阪の⽣野は焼肉の美味しい所のようです。巡礼
のついでに︖お寄りください。 
お忙しい方には匂いだけを用意いたしておきます。
主の豊かな恵みのうちに祈りつつ。 
  ＜中谷神父週報 2020 年 4 月 12 日 復活の主
日より抜粋＞
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★★ 信徒の声 ★★ 
 

ウルバン神父様によせて 
 

原宿教会 R.Y 
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いないそんな細かな描写まで。神父様は当時そこにい
らしてそれを⾒ていたのですか︖」と、正直なところ
四年前の初めは少しばかりイジワルな思いまで抱い
て拝聴していた私でした。 
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れはこの神父様は人⽣の道のりを神様のみ顔を仰ぐ
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にありがとうございました。 
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にいてくださいますようお祈りいたします。 

 
 
 

ウルバン神父様の思い出 
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いつかは・・と覚悟はしていましたが、ウルバン神

父様が異動される時がとうとう来てしまいました。神
父様が原宿教会におられた４年間、思い返せば本当に
たくさんの思い出があります。 

 

神父様が来られた当初、教会に来ている信徒⼀人⼀
人を写真に撮って、名前と顔を覚えておられました。
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事を今この場で⾒聞きしているかのように語ってく
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原宿教会でのミサの風景 



よう導いてくださいました。勉強会を始める前に、神
父様がギ
「来ませ、主よ来ませ、我がもとに来ませ・・」とい
う歌が懐かしく思い出されます。

 
神父様は気さくなお人柄で、度々冗談を言って笑わ

せてくださいました。どんな時にも明るくて、神父様
が⼊院されお⾒舞いに⾏った時にも、こちらのほうが
励まされ慰められて帰ってくるのでした。

 
神父様は、司祭館のお庭でトマトなどの野菜を育て、

自炊し、パンもご自分でこねて焼いておられました。
お昼ご飯はほとんど食べず、⼀日２食のようでした。
服は破れても繕って着ておられ、頭の皮膚の保護のた
めに買った帽子は
贅沢をせず、主に全く信頼して喜びつつ清貧に⽣きる
神父様のお姿は、経済的なことですぐ不安に陥りがち
な私の心を打ちました。大切なことは何かを教えられ
ました。

赦しの秘跡の時には、神父様は「人の良いところを
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

私は、教会学校に通い、神様がどれだけ私達を愛し
てくださっているのかが、よく分かりました。
らは辛い時も悲しい時も神様が⼀緒に寄り添ってく
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合同野外ミサでギター
弾くウルバン神父
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⾒るように。」と何度も忍耐強く教え諭してください
ました。私が負った心の深い傷の癒しのために、時間
を取って祈ってくださったこともありました。心が癒
されていき、人を心から赦せるように少しずつ私が変
えられていく中で、三人の子どもたちも受洗へと導か
れましたこと、心から感謝しています。

 
思い出は他にもたくさんあって書ききれません。神

父様は、ご高齢のお身体で、病の中で、私たちのため
に⼒を尽くしてくださいました。神父様と共に、いつ
もイエス様がおられました。神様は、神父様を通して、
なんと多くのお恵みをお与えくださったことでしょ
う。ただただ感謝するばかりです。

主と共に⽣きる喜びを教えてくださったウルバン
神父様、異動されるのはとても寂しいですが、札幌の
地でもまた、人々に主の愛を注ぎ、主の言葉を伝えて
助け導いていかれることと思います。主のご加護と祝
福がウルバン神父様のうえに豊かにありますよう、心
からお祈りいたします。
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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 
 
＜4 月度臨時教会委員会（4/1）＞ 
・新型コロナウィルス対策に関して。 
 基本は神奈川県発出の不要不急の外出⾃粛規制が

4/24 までの期間であること、周辺教会及び第 5
地区の開催方法を参考に、感染者を出さない、信
徒の安全と健康を考慮した開催方法にする。 
（決定詳細は、4/2 ⼀⻫送信の『お知らせ』参照） 

・コロナ発生時の対応に関して確認。 
⾏政の要請、指⽰に基づく対応をとること、関連
消毒、該当者の来所⾒合わせなどの認識を共有。 

・田丸神父さまの着任後、ミサ典礼方針等、今後に
関する確認を速やかに⾏う。 

 
【報告事項】 
【典礼】 
・2020 年度教区研修会参加者 現時点のエントリ

ー予定者（典礼部以外の方も 4 名） 
・典礼奉仕者養成コース 

（6/6 開講全 10 回 4/26 締切）・・・4 名 
・典礼あれこれ 2020 
 （5/8 開講全 8 回 4/26 締切）・・・4 名 
・大人のための侍者養成コース 
 （4/19 開講全 4 回 4/5 締切）・・・2 名 
【総務】 
・駐⾞場・特別許可証の更新の⼿続きは期限が 3 月

31 ⽇で満了となるので、早めの申請をお願いした。  
【⾏事親睦】 
・復活祭・中⾕神父様の送別パーティーは中⽌。 
【財務】 
・3/21（土）石倉晃泰神父様 司祭叙階 25 周年の

お祝いミサは延期となりましたが、教会を代表し
て 4 名の信徒の皆様がお祝いの訪問をして下さり、
教会からのお祝い 5 万円をお渡しくださいました。
お礼状が教会に届いております。 

・ウルバン神父様の移動に伴い、信徒より霊的花束、
教会より御礼として 5 万円をお渡しいたしました。 

【福祉】 
・なかよし子ども食堂は、新型コロナウイルスの感

染拡大防⽌のため、3 月〜5 月まで活動を休⽌。 
（神の愛を証しする部） 

 
 
 
新型コロナウイルスの予防 

消毒の敢⾏とマスク着⽤のエチケットを 
忘れずにお願いいたします 
＊プリント類は全てお持ち帰り下さい。 
 

5 月は聖⺟月です 
 カトリックでは５月は聖⺟月としています。 
聖⺟月の信⼼は近世からのもので、１８世紀のイタ
リアで盛んとなりました。この５月は、四季折々の
なかで春の訪れと共に⾃然界の実りを最も感じさせ
てくれ、また主の復活の歓びと希望に満ちた月でも
あります。そのような思いをもってこの月をマリア
にささげ、マリア崇拝のために祈り続ける信⼼が伝
統としてなされてきたことは当然のように考えられ
ます。当教会でも主⽇のミサ前に、ロザリオの祈り
を唱えます。 
ミサの始まる１０分前には、席に着くようにいたし
ましょう。                  
 
一粒会祈りのリレー 

5 月は⼾塚教会が⼀粒会のリレー当番です。 
主⽇ミサの共同祈願において、⼀粒会と司祭・修道
者の召命のために祈りましょう。 
『いつも私たちと共にいて下さる神さま、司祭・修
道者の召命への私たちの祈りを強めて下さい。 
 あなたが呼ばれた司祭・修道者を、⼀層支え導い

てくださいますように、あなたを信頼して祈る私
たちをお導きください。 
主キリストによって、アーメン。』 

（以上典礼部） 
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ミサの時間
 
 
 
 
⼾塚教会 

主日のミサ
平日のミサ

               
 
原宿教会・聖⺟の園修道院等

 主日のミサ

平日のミサ
 
 

＊⾏事等は変更になる場合があります。

日 曜日

19 日 

26 日 

3 日 

10 日 

17 日 

24 日 

31 日 

7 日 

14 日 

21 日 

ミサの時間 

主日のミサ  
平日のミサ  

               

原宿教会・聖⺟の園修道院等
主日のミサ  

（うち、
平日のミサ  

＊⾏事等は変更になる場合があります。

曜日 

 復活節第

 復活節第

 復活節第

 復活節第

 復活節第

 主の昇天
English 

 聖霊降臨の主日

 三位一体の主日

 キリストの聖体

 年間第 12

  土曜日 16︓
  月曜日と木曜日のみ

                                  

原宿教会・聖⺟の園修道院等   
  日曜日 09︓

（うち、月 1
  ⽕曜日、⽔曜日、⾦曜日、土曜日に修道院

＊⾏事等は変更になる場合があります。

教会

復活節第 2 主日（神のいつくしみの主日）

復活節第 3 主日 

復活節第 4 主日 

復活節第 5 主日 

復活節第 6 主日  

主の昇天 
 Mass（14

聖霊降臨の主日 

三位一体の主日 

キリストの聖体 

12 主日 

︓30、日曜日
月曜日と木曜日のみ 07

                   

︓00   
回⽼⼈ホームで

⽕曜日、⽔曜日、⾦曜日、土曜日に修道院

＊⾏事等は変更になる場合があります。

教会暦 

（神のいつくしみの主日）

 

14︓00〜） 

、日曜日 11︓00  
07︓00 

                   

回⽼⼈ホームでミサ︓16
⽕曜日、⽔曜日、⾦曜日、土曜日に修道院

＊⾏事等は変更になる場合があります。 

（神のいつくしみの主日） 11

11

聖歌隊練習
祈りの集い

⼾塚教会委員会
教会学校

原宿委員会
教会学校
Sr.
祈りの集い

 教会学校

 

聖歌隊練習
祈りの集い

⼾塚教会委員会
教会学校

原宿委員会
教会学校
Sr.
祈りの集い

244-0002

045-881

http://totsuka

245-0063 

                   

16︓00〜・月
⽕曜日、⽔曜日、⾦曜日、土曜日に修道院ミサ 

11 時 非公開ミサ

11 時 非公開ミサ

聖歌隊練習  
祈りの集い 

⼾塚教会委員会
教会学校 

原宿委員会 聖歌隊練習
教会学校 
Sr.鈴木のお話し会
祈りの集い 

教会学校 

聖歌隊練習  
祈りの集い 

⼾塚教会委員会
教会学校 

原宿委員会 聖歌隊練習
教会学校 
Sr.鈴木のお話し会
祈りの集い 

「戸塚教会」

0002  横浜市戸塚区矢部町

881-8882（電話）

http://totsuka-church.wixsite.com/catholic

「原宿教会」

0063  横浜市戸塚区原宿

（電話） 045

                         

月 1 回介護修道院で
 07︓00 

⾏事 

非公開ミサ 

非公開ミサ 

  

⼾塚教会委員会  

聖歌隊練習 

鈴木のお話し会 

 

⼾塚教会委員会 

聖歌隊練習 

鈴木のお話し会 

「戸塚教会」 

横浜市戸塚区矢部町

（電話） 045-865

church.wixsite.com/catholic

「原宿教会」 

横浜市戸塚区原宿

045-851-7880

                

回介護修道院でミサ︓

 

 

横浜市戸塚区矢部町 641 

865-2026(FAX)

church.wixsite.com/catholic 

横浜市戸塚区原宿 4-35-1 

7880 

               

︓9︓00〜）

掃除
お茶当番

 

 

 

 

 

掃除
川上/矢部

 

 

 

掃除
名瀬/舞岡

(FAX) 

                                

〜） 

掃除 
お茶当番 

 

 

 

 

 

掃除 
矢部 

 

 

 

掃除 
舞岡 

                 


