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四旬節について 

 

戸塚教会担当司祭 田丸 篤 

灰の水曜日(今年は３月２日)から四旬節に入りまし

た。イエス様が宣教生活に入られる前に荒れ野で４０

日間断食され祈られたことにならい、私たちも４０日

間の四旬節を過ごします。皆さんは四旬節と聞くとど

のようなイメージを持たれるでしょうか。私は四旬節

はただ節制をするというより、自分と神様との関わり

をもう一度振り返ってみる時と言えるのではないか

と思います。イエス様が一番願われることは、弱さを

もった人間である私たちが、神様とはどういう方か知

ること、その心にふれること。そして私たちもそのイ

エス様の心に倣い、同じような生き方をするようにな

ることです。イエス様はこの世に人として来られ、ご

自分の姿と行いで、御父がどのような心の方かを明ら

かにしてくださいました。そしてその一番の特徴は、

罪人である人間を裁くのではなく、温かく接し、励ま

し、道を示すことで人間の立ち上がりを助けるという

ことでした。そういう意味での救い主であることを示

そうとされたということです。神様は忍耐といつくし

みの神であること。それが強調されています。同時に

神様がそういう方なら大丈夫だ。何もしなくてもよい

ということではありません。神様がそのような心と態

度の方であることを知るからこそ、その心に応えるよ

うにしていきたいと思うようになること。それが四旬

節の一番大切な心です。何かきまりや掟に反したこと

について反省するというだけが四旬節の過ごし方で

はありません。もっと今まで以上に神様の持っておら

れる心にふれていくこと。そのような努力をしていく

こと。自分でもできることを努めていくこと。そのよ

うな態度を取ることこそ、心を神様の方に向ける真の

回心なのです。イエス様は言われます。「あなたがたは、

忍耐によって命をかち取りなさい」。イエス様が言わ

れた「忍耐」という言葉の語源は「とどまる」という

意味です。それは神様のもとにとどまること、そして

自分が今置かれている場にとどまり続け、そこで神様

の心を生きること。それが真の忍耐の意味です。イエ

ス様もそうであったように神様のみ旨、神様の心に従

って真剣に生きようとすれば、必ず苦しみや反対に直

面するようになります。ここに苦しみの神秘というも

のがあります。しかし私たちにとって福音は、苦しみ

が希望に、そして喜びに変わるという真理です。苦難

のとき神様は必ず一緒にいてくださいます。苦しみを

共にしてくださいます。大事なことはそのイエス様に

つながり心を向け続けることです。今年の四旬節を、

よりイエス様とつながる日々にしていきたいです。そ

して忍耐と十字架を生きることを通して、真の復活の

喜びに与ることができるように祈りたいです。

 

 

 

 

 

 

   戸塚教会だより 
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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★★ 

 

山形県 カトリック鶴岡教会 訪問 

O Y 

私は数年前から、寸暇を見つけては、「月日は百代の

過客にして」で始まる奥の細道をぽつりぽつりと訪ね、

昨年、山形県鶴岡市を訪れる機会を得ました。江戸時

代から庄内地方の中心地であった鶴岡は、出羽三山の

修験場や即身仏の里を擁し、信仰心を育む土地柄であ

ります。この信仰心の篤き鶴岡市には、稀有で特別な

カトリック教会があります。 

 

ロマネスク様式教会建築の傑作として国の重要文

化財に指定されているカトリック鶴岡教会は鶴岡城

址のすぐそばに位置します。この教会の特色の一つで

ある赤い尖塔を持つ白亜の聖堂は、約百二十年前に当

地の福音宣教の拠点として産声をあげました。この聖

堂は、フランス人ダリベル神父からの全財産の寄付に

より明治 36 年（1903）、庄内藩家老屋敷跡に建設。

バジリカ型三廊式の高い天井は蝙蝠傘といわれるリ

ブで構成され、白色が基調の清楚な佇まいです。 

所蔵の文化財として、経費節減のためステンドグラス

を模して透明な紙に聖画を描き半円アーチの窓枠に

おさめられた「窓絵」があり、聖堂内に彩のある気高

い空間をつくり出しています。 また、明治 36 年の献

堂式にフランスのデリヴランド修道院から送られた

「黒い聖母マリア像」は仏教世界の「如来」のふくよ

かな面持ちで内陣の横から参列者を見下ろしておら

れます。旧約聖書の「雅歌」にある乙女の歌の一節、

日焼けした乙女に因んだと説明されておりました。 

 献堂当時はどのような様子であったろうかと想像す

ると、赤い尖塔は米どころの青々とした水田や黄金色

の稲穂によく映え、さぞかし市民の話題となり注目を

集めたことでしょう。また異彩を放つ白亜の聖堂本体

も、旧来の黒瓦の並ぶ商家や屋敷の街並みと調和し、

町のシンボルになったに違いありません。地域文化と

よく調和し、信仰心の篤き人々に抵抗なく受け入れら

れたと思います。 

   

そして、この鶴岡教会の布教のアイデアに感心した

ので紹介します。 

全国から観光で訪れる観光客への心遣いとして、お寺

の「おみくじ」を模した「あなたへの聖書の言葉」を

書いた短冊が筒状に丸められ、「おひとつどうぞ」の案

内とともに化粧ザルに収められておりました。たった

一言の聖書の言葉ではあるが、もらった人の心の灯、

人生の指針となることが期待されます。また、黒い聖

母マリア像をイメージさせるシンプルな折り紙もあ

り、良きお土産になっております。弊宅では、「聖書の

言葉」は行方不明になってしまいましたが、聖母像を

イメージした折り紙は飾り棚に鎮座しており、日々我

が家を監視しております。 

 

献堂後、百年以上経過しており、木造の聖堂は老朽

化が懸念されます。貴重な日本の文化遺産として末永

く、維持していただけるよう、また、晴天を衝く尖塔

の十字架が平和のシンボル、道しるべとして永遠に輝

くように祈りたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鶴岡教会正面 

絵窓の一例 
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1. 「ボランティア活動のあゆみを」わかち合う会 

 副題：（戸塚教会信徒による愛を証しする歴史と、未来に向けて)みなさんで分かち合いましょ

う。沢山の方のご参加をお待ちします。 

日 時 ： 3 月 27 日 ミサ後１１：１０～１２：４５ 

場 所 ： 大聖堂にて 

 

2. 「風のバード」作成「さをり織」製品販売会  

4 月 24 日（日）ミサ前後を予定しています。是非ご覧ください。また当日販売に協力していただけ

る方を募集します。福祉部員にお知らせください。 

 

3. 「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。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

にご連絡ください。 

A C  

S J  

 

4. 毛糸の寄付のお願い 

福祉部は、横浜教区ステラマリスの「毛糸の帽子プロジェクト」を、今年もカリタス石巻ベースと協力

して実施します。 

3 月 26 日（土）から 4 月 24 日（日）までエレベーター横に箱を設置しますので、

信徒の皆様に毛糸の寄付をお願いします。 

地球にやさしい帽子を船員さんにプレゼントができるよう、できるだけウールの毛

糸が望ましいです。 

 

5. 福祉部掲示板使用規則及び利用申請書 

多くの皆様に利用していただけるように作りました。掲示板の下に使用規則と利用申請書を吊下げて

おきます。 ご覧ください。 

福祉部委員 M J、担当者 K K 

 

 

福祉部からのお知らせ 
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１. 2022 年度各部の活動方針一覧の【総務部】に

「・福祉部と協力し、普段教会に来られない人を

支援する体制を、レジオマリエや地区世話人の方

と連携しつつ、整備していく。 」とあるが、戸塚

教会における「レジオマリエ」の実態、その活動

状況、並びに総務部を中心とする教会委員会活動

との関係についてご教示ください。  

→ 会長の K さんに伺ったところでは、レジオマリエ

は世界的信徒使徒職団体で、戸塚教会ではバーク神

父様によって 2010 年 1 月に｢善き勧めの聖マリア

プレシディウム」として設立されました。賛助会員

14 名は家でのお祈りで、活動会員 5 名を支えてい

ます。以前は、教会に来られないご高齢の方々を訪

問し、聖書と典礼、教会便り、週報等を届けており

ましたが、現在は、M 委員長が準備する戸塚教会お

任せパック 20 部(神父様のミサ説教、Zoom 講座資

料、今週の戸塚教会等）を手渡し、ポスティングま

たは郵送をしています。他に、教会に来られない方

へ敬老お祝いの案内状やお祝い、レジオマリエ作の

クリスマスカードやご復活祭カードのお届け、関係

の方へ古い枝と新しい枝の交換などをしています。

集会は、２階集会室で第 3 火曜日午後 1 時 20 分か

ら 4 時 30 分まで行っています。どなたでも見学に

いらしてくださいとのことです。  

  教会委員会では今年度も｢出向いていく教会｣と

いう方針の下に、教会に来られない方々とつながっ

て行くことを目指しています。その一つの方法とし

て、｢戸塚教会お任せパック｣をお届けする活動を広

げていこうとしています。レジオマリエは以前から

同様の活動を行ってきておりますので、同じ役割を

率先して行っている地区の信徒の方も、教会内で連

携して活動していきたいと考えております。  

 

２. 総務部の中の「教会法務グループ」の実態につ

いてご教示ください。  

→ 教会法務とは、信者台帳の管理や転出入の書類の

作成などを行う業務で、「委員会･活動部と活動内容」

(p.14)には、｢活動グループ名｣として「教会法務グ

ループ」とありますが、現在は信徒の個人情報保護

の観点からも担当者を限定しており、｢教会法務担

当｣と名称を変更した方がふさわしいと思われま

す。  

 

 

３. 壁のスクリーンと Zoom の参加者の画面が重

なり、財務の収支報告書がとても見にくかったで

す。せっかく見やすくと拡大してスクリーンに映

してくださったと思うのですが、説明していても

画面がよく見えなくて残念でした。次回はぜひ改

善してくださるようお願いいたします。  

→ 今回の信徒大会は、コロナ禍ということもあり、

初めて Zoom 参加を取り入れて開催しました。今後

は資料の映し方などについても工夫していきたい

と思っております。  

 

４. 各部会の活動報告・方針はとても良くわかるよ

うにプリントされていて、読んでわかりました。  

→ 信徒大会の 1 週間前に大会資料をお渡しするこ

とで、少しでもわかりやすい報告ができているとす

れば、たいへんありがたいことです。  

 

５. 神父様のお説教のコピーを拝見しながらお説

教を聞いていると、ただ聞いているだけに比べて、

頭に内容が入ってきやすいので、すごくありがた

いです。そして、持ち帰ったものをミサに来られ

なかった母に渡すこともできるので、一石二鳥だ

なあと思っています。本当にありがとうございま

す。  

→ 田丸神父様のご協力もあって、説教のプリントを

お渡しできています。戸塚教会のインターネットサ

イトにも説教がアップされていますので、ご利用く

ださい。  

 

６. 聖堂入り口のマリア像設置も皆のいこいの場

となると思うので、とても良いと思います。  

→ たくさんのご賛同のご意見をいただいておりま

す。３月の教会委員会でマリア像を設置することが

決定されました。今後とも皆様のご協力をお願いい

たします。  

2022 年度信徒大会に関するご質問･ご意見と回答 

世界代表司教会議（シノドス）に向けてのアンケート 

①過去に教会委員を経験した人を中心にメールで、教区作

成のアンケートを送り、3 月末までに返信を総務で集約します。

②信徒の皆さまには 3/26(土)から質問をわかりやすくした、信

仰の振り返りアンケートを配り、メール連絡網でも送信します。

③4/3(日)の黙想会で、一緒に信仰の振り返りをします。  
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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 

＜3 月度定例教会委員会（3/13）＞ 

 

【協議事項】 

・シノドスのアンケートについて(神父様) 

・聖母像の設置について(神父様) 

・駐車場の管理について(管財部) 

・教会の共用ＰＣの購入について(総務部) 

・4 月の主日ミサ日程表の作成について（典礼部） 

・復活の主日の行事について（典礼部） 

・信徒大会の質問･意見への回答について(総務部) 

・｢信徒のしおり｣作成について(総務部) 

・カリタス ウクライナ危機人道支援 募金について 

 

【報告事項】 

【委員長】 

・ミサ動画視聴動向：ミサ参加急増中、動画視聴は

減気味（灰の水曜日など突出例もあり）。 

【財務】 

・四旬節愛の献金 聖木曜日４/14 のミサ前まで。  

(イースターまでの献金の予定) 聖地のための献金 

聖木曜日 4/14 ､イースター献金 4/16,17   

皆様のご協力とお祈りをお願いいたします。 

【総務】 

・総務部会 2/27 開催。内容：1)信徒大会について、

2)空気清浄機募金について、3)地区制について、

4)高齢者ケアの体制作りについて、5)「信徒のし

おり」作成について。3/19(土)2 時～今年度の地

区世話人会を開催予定。  

【管財】 

・2/16 ガス給湯器交換、3/1～3 浴室工事（司祭館） 

・2/14 以降、大型空気清浄機 1 台、小型空気清浄機 

3 台の購入手続きを開始。2/28 大型空気清浄機 納

品、3/2 大聖堂に設置。小型空気清浄機は 3 月 11

日納品、12 日より可動。 

・3/8 警備会社 防犯窓枠センサー交換工事   

・3/10 電話回線確認作業(新システムに移行のため) 

・その他 駐車場段差ブロック交換予定 

【典礼】 

・灰の水曜日 3/2､10 時（60 名）、20 時（33 名）  

 

 

 

 

 

・3/6 入信志願式。復活の主日（4/17）洗礼式 

・サンパウロの出店と販売 3/6(日)9 時～12 時（教

会前庭）  

【教学】 

・3/6(日)田丸神父様による｢福音を味わう集い｣を開

催。非常に好評のため、皆様にもお薦めします。 

・教会学校の新 1 年生を調査、1 名(信徒)が該当。 

未洗礼の児童にも案内。 

・4/3(日)11:00-13:00 四旬節黙想会テーマ「わた

しの信仰」(指導:田丸神父様、典礼部･教学部)。 

(開講講座) 

・毎週 火(10:30-12:00)=｢入門講座｣ 

    木(10:00-11:30)=｢信仰を深める講座｣ 

    土(18:30-20:00)=｢入門講座｣ 

・第 1 日曜(11:00-12:00)=｢福音を味わう集い｣ 

・第 3 土曜(11:00-12:00)=｢Zoom による信仰を深

める講座｣ 

・第３日曜(11:00-12:00)=「祈りの会(心を一つに

して典礼に与るために)久我神父様」 

・第２/４土曜(15:00-16:00)=教会学校 

【広報】 

・教会だより 3 月号紙面で信徒大会の質問・意見へ

の回答を掲載。 

【福祉】 

・福祉部掲示板利用細則運用開始。利用状況をみて

適時改定の予定 

・風のバード:第２回販売 4/24 予定(第１回のデータ

をもとに品揃え検討中) 

・毛糸のプロジェクト:A)現地フランス人司祭の強い

希望があり、本年も実施。I さんの協力で編み方教

室開催準備中。B) 春先は毛糸が集まりやすいので

3/26(日)~4/24(日)に募集予定。環境保護を考慮

し、自然繊維を推奨。方法は従来通り。 

・聞く会 聖園子供の家打合せ(3/7)  

・3/27 ミサ後 わかち合いの会  

【行事親睦】 

・イースターエッグ募集と配付は感染予防対策の上、

実施。 

 

★詳細は、教会委員会･議事録(1 階委員会掲示板)を

ご覧ください。   
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教区典礼研修会（各教会にてオンライン開催） 

実施日は後日お知らせいたします。 

 

十字架の道行き 3/4～4/8  

毎週金曜日 10 時ミサ後。(7 時のミサはなし) 

 

ゆるしの秘跡 

ゆるしの秘跡は四旬節中 3/15～19、22～26(火曜日

～土曜日)14 時～15 時、事前予約制：田丸神父様 

 

黙想会   

4/3(日)11 時～13 時 聖堂：田丸神父様 

 

枝の主日  

4/9(土)16 時、4/10(日)10 時   

※枝は 4/24(日)までお持ち帰りいただけます。 

枝の準備を 4/9(土)10 時～戸塚教会にて行います。

お手伝い頂ける方は、軍手又はゴム手袋、カッター

や枝切ハサミ等、持参をお願いします。 

 

聖週間 

聖木曜日(主の晩餐) 4/14 19:30 洗足式なし 

聖金曜日(主の受難) 4/15 19:30 

復活徹夜祭  4/16(土)19:00 

※各自カップろうそくをご持参ください。 

復活の主日 4/17(日)10:00 洗礼式 3 名を予定。   

(以上 典礼部)  

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A traditional Ukrainian pysanka with bird motifs 

イースターエッグ 4/17(日) 

可愛い絵柄のシール等で飾ったゆで玉子をご寄付く

ださい。玉子は固ゆででお願いします。玉子を飾る

際には、殻を通して染み込んでしまうため、水彩絵

の具、油性・水性マジックは使用しないでくださ

い。イースター当日に、1 階事務室にて集めますので

よろしくお願いいたします。     

（行事親睦部） 

 

カリタス ウクライナ危機人道支援 募金 

カリタスジャパンの呼びかけに応えて 3/19(土)、

3/20(日)、26(土)、27(日)の各ミサ後に、募金活動

を行います。カリタスジャパンへの送金は戸塚教会

名義で 3/28 の週に行います。  

※尚、カリタスジャパンのホームページにインター

ネットサービスやクレジットカード等での募金受付

方法も紹介されています。         

(福祉部) 

 

      
 

 
 
 
 
 
 

 

A traditional Ukrainian pysanka with rake motifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

A traditional Ukrainian pysanka with spirals 

写真はウクライナの伝統的なロウケツ染めの
「プィーサンカ」というイースターエッグです。
Wikipedia 英語版より     （広報委員） 


