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復活されたイエス様と共に歩む 
 

⼾塚教会担当司祭 ⽥丸 篤 
今私たちは、復活節という喜びの時を過ごしていま

す。しかしイエス様が復活された出来事と今を⽣きて
いる⾃分がどうつながるのか、どうつながったらよい
か、それがよくわからないと感じておられる⽅も多い
のではないでしょうか。イエス様が復活されたという
出来事が 2 千年前のことだけでなく、今も私たちと共
に実現しているということ。お姿を⾒ることはできな
くても、イエス様が私たちと共にいてくださる。そう
思うことができるなら、そう信じることができるなら、
私たちはどんなに喜びある⽣活を送ることができる
でしょうか。私たちが⼒を失って歩んでいるとき、私
たちが気づかなくても、復活されたイエス様は、共に
歩んでくださっています。⽀えてくださっています。 

そのイエス様と⾃分とのつながりを普段の⽣活を
通して深めていくために私たちは何を⼤事にしてい
ったらよいでしょうか。私がよく思う、私たちが⼤事
にしたらよいことの⼀つは、普段の⽣活の中でいつも
⼼の中で「イエス様」とイエス様に呼びかけていくこ
とです。⼼の中で「イエス様」とイエス様の名を呼ん
でみること。そうするだけで、私たちはイエス様とつ
ながることができます。イエス様のお姿を私たちが直
接のかたちで⾒ることは、今はできないでしょう。そ
れでも復活されたイエス様は、「私はいつもあなたが
たと共にいる」と約束してくださいました。⽬で⾒え
なくても、イエス様は私たちの中に共にいてくださる。
そのイエス様にいつも⼼の中で「イエス様」と呼びか
けていく、それを⼤事にする。もう⼀つ⼤事にするこ
とをあげるならば、それは私たちが聖堂に⼊る時、イ
エス様に「イエス様、私はあなたに会いに来ました」

と⼼の中でイエス様にあいさつすることです。聖堂は
ただの建物ではありません。イエス様がいつもいてく
ださる場所、私たちを待っていてくださる場所です。
そして私たちが⼼を開いて、イエス様に何でもお話で
きる場所です。聖堂はそういう意味で特別な場所です。
私はこの聖堂で静かな祈りの時間を過ごすことが好
きです。⽬を閉じ、肩の⼒を抜いて、⼼をイエス様に
向けていくこと。それを⼤事にしていくなら、何か⼼
の中が変えられていくことを感じます。⼈間的な思い
ではなく、イエス様が教えてくださるあたたかさと⼼
の平和をいただいて、イエス様の⼼で物事をもう⼀度
⾒つめ直していく。イエス様の⼼に合わせて物事を判
断していく。そのような思いに⾃分がなることができ
るのも、イエス様の前に⾃分を置いて、イエス様と共
に過ごす時間を⼤切にしていくことによって与えら
れるものだと思います。私たちが、私たち⼀⼈ひとり
のことをよく知っていてくださり、その上で導いてく
ださるイエス様との絆、つながりをもっと強めて、イ
エス様とつながって歩むことを通して、私たちも本当
の喜びに与っていきたいと思います。 

   ⼾塚教会だより 
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★★信徒の声★★ 

雑 感 

F H 
「それは⾎を吐きながら続ける悲しいマラソン」 

その台詞が私の頭の⽚隅にちらつく様になったのは、
今現在進⾏形で、ロシアが武⼒でウクライナへ⼀⽅的
に侵攻し、それに伴って各国が⾃国は“どうすればよ
いか”について議論を始めるようになってからです。 
議論の⾏き着く先は⼤体が、いかに“⾃衛⼒”を⾼める
かになっていると思います。では、この冒頭の台詞は
何の台詞かというと、私がこどもの頃に⾒た、特撮も
ののテレビで、「ウルトラセブン」のある回の話の中に
出てくるものです。 

ざっと話の内容をまとめると、宇宙の侵略者から地
球を守るため、⼩惑星すらも破壊するミサイルを開発
し（侵略者への攻撃⼒といわゆる抑⽌⼒として）、その
実験のためにある惑星に向けてミサイルを発射する
際の台詞です。主⼈公が、相⼿がもっと威⼒のある武
器を作って来たら、の問いに、他の隊員が、もっと威
⼒のある武器を作って対抗すればよい、でも相⼿はさ

らに威⼒のある武器を作りますよ。のやり取りの最後
に出てきた主⼈公の台詞です。 

物語は、⽣物は⽣息していないと思っていたその星
から、地球に異星⼈が攻めてきたことから、“⼈間はそ
んな愚かなマラソンを続ける⽣き物ではない”だから
兵器開発ではない別の⽅法で地球を守る、という事に
なったのですが。 

ちょっと話が散らばってしまいましたが、今回のロ
シアの武⼒侵攻にしても、近年盛んに⾔われる、「地球
温暖化」問題にしても、いや、もっと⾝近な⾃分の⾏
動を俯瞰して⾒ても、物語とは反対の“愚かな⾏動”を
している⼈間（⾃分）に私は気づかされます。 

⼈は、いや⾃分は愚かな⼈間です。そんな愚で傲慢
な“私”であることに、神である主に気づかさせていた
だくことに、神様との繋がりを感じ、その繋がりに
⽇々感謝の気持ちを持って⽣きていけたら、と思いま
す。 

 
 
 

ご存知ですか、信徒籍とその転出⼊ 

M N 
皆様、次の数字が何を⽰すものかお判りでしょうか。 

「428,582」  「54,383」  「1,165（内訳︓915 
＋ 250）」 
最初の⼆つの数字は、カトリック中央協議会 司教協
議会事務部広報課が毎年 8⽉頃に発⾏する「カトリッ
ク教会現勢」の中で公表されている、2020年 12⽉末
時点における⽇本全国と横浜教区における在籍信徒
数、最後のひとつは、⼾塚⼩教区が横浜教区に報告し
た、同時点における⼾塚⼩教区（⼾塚教会と原宿教会
（聖⺟の園在住者を含む））の在籍信徒数です。 ここ
で在籍信徒数とは、「信徒籍台帳」に登録されている信
徒の合計⼈数のことを⾔い、聖職者・修道者・神学⽣
や、何らかの理由で 1年以上教会との連絡が途絶えて
しまい不明信徒扱いとなった信徒数は含まれません。 

ところで、「信徒籍台帳」（「信徒記録票」ともいいま

す）がどのようなものかご存知でしょうか。 ⼀般的
に、洗礼を受けた⽅は受洗した教会に在籍（または所
属）しますが、在籍するということは、今後、主にそ
の教会で主⽇ミサを受け、共同体の⼀員として活動を
⾏うということのほかに、⼿続きの⾯からは、その教
会が受洗後速やかに、受洗者を洗礼台帳に登録し、併
せて信徒籍台帳を作成して保管するとともに、その後
の信仰⽣活の中で重要な秘跡（堅信、婚姻など）を受
けた場合の事実が記録され、必要に応じて教区に報告
されるようになることも意味します。 そのため、転
居などのために主⽇ミサに与る教会を変える必要が
ある場合には、転出の⼿続きを⾏ない、今までの在籍
教会から新たな教会に信徒籍台帳を移す必要があり
ます。 信徒籍台帳は受洗者の意向に関わらず作成さ
れるため、在籍教会を変えたことのない信徒の多く、
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例えば、⼾塚⼩教区に在籍する信徒のうち、半数弱の
約 500 名の信徒が⼾塚⼩教区で洗礼を受けています
ので、その多くの⽅が信徒籍台帳や転出⼿続きについ
てご存知ない可能性があり、そこで本紙⾯を拝借して
転出⼿続きについて以下に簡単にご説明します。 
他教会への転出が決まりましたら、先ず「転出証明
書発⾏願い」という⽤紙を⼊⼿します。 ⼾塚⼩教区
では、事務担当（筆者）あるいは受付係から受けるこ
とができます。 この⽤紙に必要事項を記⼊後、在籍
教会の主任神⽗（⼾塚⼩教区では⽥丸神⽗様）に転出
の意向を伝え、提出します。 

その後、主任神⽗が署名した「転出証明書」が準備
され、⼿渡されますので、受け取った「転出証明書」
を出来るだけ速やかに新たな教会の主任神⽗に⼿渡
します。 これらの⼿続きにより、信徒⾃⾝の転出⼿
続きは完了となり、以降は教会間の⼿続きに移ります。 

すなわち、両教会の主任神⽗間で「転出『信徒記録
票』送付願い」という⽂書がやり取りされ、最終的に、
異動する信徒の「信徒籍台帳」が新たな教会の主任神

⽗宛に送られ、その受領をもって前在籍教会にとって
は転出⼿続き、新たな教会にとっては転⼊⼿続きが完
了します。  
尚、これら⼀連の⼿続きは、主任神⽗と信徒の間で
取り交わされることが原則となっているようですが、
教会と主任神⽗の事情に応じて、⼾塚⼩教区のように
事務担当が⼀部をサポートする場合があります。 
転出⼊の⼿続きを怠ると、異動後の信徒としての記
録が途絶えてしまい（不明信徒）、例えば洗礼証明書な
どの発⾏を希望する場合や、教会で結婚式や葬儀を挙
げる際、⼿続き上の問題が⽣じてしまう可能性があり
ますので、ぜひ知っておいていただきたいと思います。  
最後に、信徒籍台帳には、常に信徒の最新の連絡先

が反映されていることが重要ですので、在籍教会や所
属地区の変更を伴わない場合で
あっても、住所変更や電話番号の
変更があった場合には、速やかに
事務担当に連絡してください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

復活徹夜祭⾵景 

⾹を焚く 聖書朗読 

開祭 

蝋燭へ
の点⽕ 
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復活の主⽇・受洗式⾵景 

司祭⼊堂 

満席となっている様⼦ 

⽔による洗礼 

聖体拝領 

司祭退堂 

堅信式 

皆さんへの挨拶 

⽥丸神⽗、代⽗⺟と
⼀緒に記念撮影 
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1．復活祭後、初めての主⽇ミサの前後 ４⽉２３⽇（⼟）、24⽇（⽇）に NPO法⼈「空」障害者地域作業所で
ある「⾵のバード」の製品販売会が天候にも恵まれ無事終了しました。販売⾦額８０，５００円は全額福祉作
業所にお渡ししました。 今回 反物の販売を⾏いました。マフラーに使⽤など新しい発想も出てきて好評の
うちに終えることが出来ました。翌⽇「職員が朝礼で通所者に⼾塚教会の販売結果を発表したところ、皆さん
⼤変喜び、もっと頑張って織るという反応があった」との事です。⾃分で織った品物、作った品物が売れると
いうことは、通所者の皆さんの喜びであると同時に⽣き甲斐に通じる事を実感しました。」⼜ 新しい信徒の
⽅々が福祉部の活動に参加していただくようになりました。 これからも施設の訪問、喫茶・⾷事の準備など 
⻑続き出来る活動を通して“キリストの愛を証しする”活動を続けていきたいとおもっています。皆様の温かい
ご⽀援とご協⼒に感謝です。次回は秋⼝に販売を予定しています。今後ともよろしくおねがいします。 

 
２．「ミシン掛けボランティア」募集 
寿町の障害者⽀援施設「⾵のバード」は、障害を持つ利⽤者が織る「さをり織」を使ったポーチやブックカバ
ーといった品物を教会のバザー等で販売しています。ミシンで反物を販売⽤品物に仕⽴てる作業は、ボランテ
ィアが担っています。「⾵のバード」の施設で利⽤者と⼀緒に作業をしていただくのが望ましいのですが、反
物を持ち帰って⾃宅での作業も可能です。ノルマなどはありません。時間の許す範囲での協⼒が基本です。こ
のボランティア活動に関⼼のある⽅は、下記の福祉部員(A C、S J)に連絡ください。お待ちしています。 

!

!

!

!

!

!
３．⽑⽷の帽⼦編み⽅教室 

ステラマリスで⾏っている「船員さんへの⽑⽷の帽⼦編み⽅教室」第⼆回を下記のとおり⾏います。編み物経
験のある⽅も無い⽅もご参加ください。 
       記 
⽇ 時 ︓ 5⽉ 19⽇（⽊）１３︓００ 〜 １５︓００ 
場 所 ︓ 教会 ２階会議室 
持ち物 ︓ ⽑⽷︓お⼿持ちの⽑⽷何でも OK、購⼊する場合は並太 3〜4⽟ 
      （できれば、地球に優しいウール 100％が希望です。） 

福祉部からのお知らせ 
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     ＊福祉部でも⽤意（1⽟ 165円）します。並太⽤棒針 4本または輪針 10号 40㎝、太めのかぎ針 
をお持ちください編み物経験のない⽅にもご指導いたします。今後の活動を続けるためには⼾
塚教会の皆様のご協⼒が必要となります。⼤切な時間を少し作っていただき お友達お誘いあ
わせの上 楽しい教室にご参加ください。お待ちしています。 

 
４．⼥性の家サーラーの⽀援物資ご協⼒お願い 

「⼥性の家サーラー」は、1992 年に開設された⼈⾝売買や配偶者暴⼒などの被害を受けた、主に外国籍⼥性
のためのシェルターです。⼗分な賞味期限内の⾷料品・⽇⽤消耗品(⽯鹸・洗剤・⽣理⽤品・ラップなど)の寄
付を募ります。6⽉ 4⽇(⼟)〜26⽇(⽇)まで、 
教会１階事務所内に設置の箱にお⼊れ下さい。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

福祉部委員 M J、 担当 K K 
 
 
 
 
 
 

 横浜教区第五地区 「５⽉の祈り」 
主よ、あなたの呼びかけに応え、福⾳をのべ伝え、⼈びとと教会に奉仕する司祭が若い⼈びとの
内から沢⼭⽣まれますように。また、私達が⽇々の祈りと⽣活を通して主キリストと結ばれ、⼒
強い愛の証しとなることが出来ますように。 

 
M S 

 
 
 
 
 
 
 

⼀粒会祈りのリレー 

定期的に掲⽰内容を更新
しています。時々掲⽰板を
ご覧ください。 
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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 

＜5 ⽉度定例教会委員会（5/8）＞ 
【協議事項】 
・マリア像設置の業者について(管財部)  
・６⽉の主⽇ミサ⽇程表の作成について（典礼部） 
・インターナショナルミサ(6/26)後の⾏事について
（典礼部・⾏事親睦部） 
・受洗者や転⼊者へのオリエンテーションの実施につ

いて(教学部・典礼部) 
・｢お任せパック｣送付先拡⼤について(総務部・福祉
部) 
・駐⾞場当番について(総務部) 
・第五地区共同宣教司牧委員会事務担当について(委
員⻑) 
・信徒に奉仕を頼みたい仕事の紹介について(総務部) 
・ミサ参加者の地域と年齢層の調査について(総務部) 
・⼾塚教会信徒の「毎⽇(毎週)⾃⼰チェック」につい

て(教学部) 
・⼤掃除について(管財部) 
 
【報告事項】 
【委員⻑】 

 ・第五地区共同宣教司牧委員会｢シノドスアンケート
の回答｣、｢最近のミサ参加及び動画視聴状況｣の説明。
最近は⼟･⽇併せて 150名前後がミサに参加。 

【財務部】 
・四旬節 愛の献⾦￥263,000をカリタスジャパン横浜

⽀部に振込。 
・聖地のための献⾦￥14,000を横浜司教区に振込。 
・イースター献⾦は￥208,443であった。 
・マリア像設置のための募⾦はしばらく継続予定。 
・5/21･22 に世界広報の⽇献⾦(指定献⾦)を⾏う。 
 【総務部】 
・4/24(⽇)に総務部会を開催。内容︓1)地区制の検討、
2)⾼齢者ケアの体制作り、3)｢信徒のしおり｣作成に
ついて、4)駐⾞場係について、5)教会モニター制度に
ついて話し合われた。 
・5/7(⼟)｢信徒のしおり｣作成チームミーティングを
開催。内容︓⽬次案が検討され、各活動部で信徒に参
加を呼びかける活動を報告してもらうことになっ
た。  

【管財部】 
・4/22(⾦)に消防点検(六華)が⾏われた。 
・5/10(⽕)に排⽔管⾼圧洗浄下⾒(鈴⽊設備)予定。 
 

 
 
・5/13(⾦)に電話設備更新作業 (NTT)予定。 
・6/3(⾦)11時〜12 時関東電気保安協会検査予定 

【典礼部】 
【報告】 
・聖週間のミサは、4/14聖⽊曜⽇ 60名、4/15聖⾦
曜⽇50名、4/16(⼟)復活徹夜祭 130名。 

・復活の主⽇は、4/17(⽇)10時ミサ約 200名。洗礼
式は 2 名（男性1名、⼥性1名）が受けた。 

【今後の予定】 
・横浜教区典礼研修会（各教会にてオンライン配信） 

   6/4(⼟)12:45〜15:00 と 6/5(⽇)11:15〜13:30
に⾏われる。申し込みは不要。いずれか1回に出席。
会場︓⼾塚教会聖堂 

・侍者を始めた⼦どもたち対象にした侍者会の研修会
が 6/18(⼟)より毎⽉第 3 ⼟曜⽇ 14:30〜15:30に
⽥丸神⽗様のご指導で⾏われる。 

・祈りの会が 5/15(⽇)、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、ミサ後に⾏事が予定されている。 

・2022 年度横浜教区共同宣教司牧サポートチームよ
り、研修会の募集が⾏われている。詳細はロビー掲
⽰板の研修会⼀覧を参照。 

【教学部】 
・5/1(⽇)に「その⽇のミサの福⾳を味わう集い」が
⽥丸神⽗様ご指導で実施された｡次回は 7/3(⽇)。 
・5/14(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された｡次回は 6/18(⼟)｡ 
・毎週の｢⼊⾨講座」(⽕･⼟)、「信仰を深める講座」
(⽊)、隔週の教会学校(第 2･4⼟)は継続開催中。 

【福⾳宣教部】 
・5⽉ 15⽇に今年度の第 1回⼾塚合同クリスマス実

⾏委員会が zoomで開催予定である。司会は⽇本基
督教団岡安牧師である。例年通り、参加費として各
団体から 5,000円徴収を提案される⾒込み。 

【福祉部】 
・⾵のバード第⼆回販売会が⾏われ、売上は 80,500
円であった。多くの売り上げがあったことは、通所
者の皆さんの喜びであり、⽣きがいに通じることを
実感したとの報告をもらった。 
・⾵のバード「ミシン掛けボランティア」を募集。  
・⽑⽷の帽⼦編み⽅教室が 5/19(⽊)13:00〜15:00

に⼾塚教会 2階集会室で⾏われる。   
・⼥性の家サーラーの⽀援物資ご協⼒お願いを 6/4 
(⼟)から 6/26⽇(⽇)まで⾏う。 
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世界広報の⽇の献⾦  ５⽉ 22 ⽇（⽇） 
「世界広報の⽇」は福⾳宣教の分野の中でも特に新聞、
雑誌、テレビ、ラジオ、映画、インターネットなどの
広報媒体を⽤いて⾏う宣教について、教会全体で考え、
反省し、祈り、献⾦を捧げる⽇です。第２バチカン公
会議の最初公⽂書として出された「広報機関に関する
教令」によって、全世界で毎年この⽇を記念するよう
に定めました。（財務部）               
 
2022 年度の地区世話⼈ 
⼾塚教会には、諸活動を活性化させるため、また地域
の信徒の親睦を深め、相互扶助を⽬指すことを⽬的と
して、地区制があります。地区の信徒で、(1)教会から
の情報の伝達、②⾏事のお茶出しや聖堂掃除などの当 

 
番、(3)転⼊者のオリエンテーションなどの活動を⾏
います。地区の皆様のご協⼒をお願いいたします。 

各地区には、正副の世話⼈が置かれています。今年
度の正副世話⼈各 1名が決まりました。詳細は、教会 
掲⽰板をご覧ください。  
 
川上地区︓川上町･前⽥町･品濃町･平⼾･平⼾町･区外 
名瀬地区︓名瀬町･秋葉町･区外 
上⽮部地区︓上⽮部町･⿃が丘･区外 
⽮部地区︓⽮部町･横浜市外 
吉⽥地区︓吉⽥町･上倉⽥町･下倉⽥町･区外 
舞岡地区︓上柏尾町･柏尾町･舞岡町･南舞岡･区外 
⼾塚地区︓⼾塚町 
汲沢地区︓汲沢･汲沢町･区外      (総務部) 
 

 
 
 


