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神に感謝 

 

戸塚教会担当司祭 田丸 篤 

昨年の１２月２５日、私の父が帰天した際に皆様か

ら多くの祈りと励ましの言葉をいただいたことを心

から感謝しお礼申し上げます。私の父は九州の佐賀の

シスターが施設長をされている老人ホームで過ごし

ていました。私は毎週土曜日の朝８時半に時間を決め

て父と電話で話すことを続けていました。それも２ヵ

月程前からできなくなり、父の身体が少しずつ弱くな

っていることを感じました。 

１２月２３日に兄から連絡があり、父の様態が悪く

なって入院したことを知りました。それでもその時は

父が亡くなることは想像しませんでした。２４日、２

５日、２６日と主の降誕の夜半ミサ、日中のミサ、聖

家族のミサと教会にとって大事なミサが続いていま

したので、すぐには佐賀に帰ることができず、２７日

の午前中の飛行機を予約しました。２５日１０時から

主の降誕日中のミサを無事に終え、一息ついていたと

ころに父の帰天の連絡がありました。   

２５日は土曜日で１６時から聖家族のミサがあり

ましたので、ミサの始めに父が亡くなったことを皆さ

んに知らせ、共に祈っていただきました。２７日九州

も雪が心配されていましたが、無事に佐賀に帰り、父

の納棺を済ませました。父はボーイスカウトの指導を

していましたので、棺にボーイスカウトのユニホーム

を収めました。２８日通夜、２９日葬儀ミサ・告別式

を父がお世話になっていた老人ホームの聖堂で執り

行いました。シスター方も祈りで支えてくださいまし

た。皆様から多くの祈りをいただいたおかげで、無事

に父を見送ることができました。 

３０日に父が過ごしていた老人ホームの部屋の片

付けをし、３１日戸塚に戻りました。年末という慌た

だしい中ではありましたが、父の葬儀を無事に行い見

送ることができたことに神様の大きな計らいを感じ

感謝しました。父は大学生の時に洗礼を受け、母は結

婚してから、兄と私は幼児洗礼で、私たち家族にとっ

て父が信仰生活の中心でした。私が司祭への道を歩む

ことを決めた時もとても喜んでくれました。今は亡き

母と共に天から見守り支えてくれていると思います。

人はいつか必ず死を迎えます。父は１２月２５日に亡

くなり、神殿で幼きイエス様を抱いて心から神様に感

謝を捧げた老人シメオンのように、天でその喜びに与

ることができたのではと信じています。 

父が亡くなりさびしさはありますが、これから天に

母と父という心強い存在を得ていることを心に留め、

一日一日を大事に過ごしていきたいと思います。父は

電話でいつも最後に神に感謝と口癖のように言って

いました。私もその父に倣い、日々を神様への感謝の

心で過ごしていきたいと思います。 
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『戸塚教会お任せパック』(仮称)の拡大について 

 

教会委員長 M J 

１．初めに   

  『戸塚教会お任せパック』ってご存知ない方が多

いと思います。今回はそのお話をさせていただきます。 

 

２．『戸塚教会お任せパック』(仮称)   

目的 Ⅰ 

 コロナ禍に見舞われた当初、ミサや教会活動の停

止に追い込まれた際に、はっきりしたのは、教会に

来られない方々との交わり手段が大変乏しいとい

うことでした。 

そこで緊急対応策として、教会ホームページ活用、

ミサ動画配信、個人のメール網を動員しての連絡な

ど IT の活用が始まりました。今年に入って、教会

メール連絡網の立ち上げ、普及加速化をみています。 

こうして、来られない方と教会とのつながりを保

ちました。 

 一方で、IT 利用困難な信徒をこの交わりの外にし

ていくわけにはまいりません。そこで様々な理由で

教会に来られない上に、IT 利用困難な信徒向けに、

来られる方や IT 利用信徒との情報格差を乗り越え

るべく、田丸神父の説教原稿などのお届けを柱に、

高齢者に優しい『紙』媒体として発進したのが、『戸

塚教会お任せパック』(仮称)です。 (教会方針の『出

向いていく教会』の象徴でもあります。) 

 

３．経過 

① 2020 年 11 月から知人対象に数人配布で開始

し、年明けより紹介を受けた方を加えて、10 名強の

毎週配布(郵送と直配半々)。その後レジオマリエの

協力を受け、40 数件の利用に拡大しました。 

② 内容 

a.週定番(説教原稿 松本版今週の戸塚教会)  

b.月定番(聖書と典礼 教会だより ミサ予定

表 )  

c.スポット品(祈りカード 心のともしび 片瀬

教会朗読 CD 各種チラシなど) 

③ 反応  

A： 『教会とつないでくれた』『お説教を毎週読め

てうれしい』『教会の今の雰囲気を写真で見て和む』 

『認知症の方には写真ものが喜ばれている』『○○

の祈りを入れてください』『HP を見られるようにな

ったが、スマホ画面が小さくて紙がありがたい』『パ

ソコンは夫のものなので頻繁には使いづらく、あり

がたい』『教会にたまに来られたときに気軽に挨拶

をかわせる関係になった(松本所感)』 

 Ｂ： 献金依頼が入ったチラシなどで、プレッシャ

ーを感じていると推察される反応 

④ 4 月ころから田丸神父より、『教会内福祉』とい

う位置づけにして、教会全体に対象者を広げましょ

うとの指示が出されましたが、福祉部では対応しき

れませんでした。 

 

４． 『戸塚教会お任せパック』(仮称)   

目的 Ⅱ と条件 

① 当初は 2>の目的で始めましたが、教会の方向性

を練っていく過程で、教会の構造改革の必要性(長

期財政，信徒数の問題の根本対策)を痛感しました。

普通、改革は製品サービス  工程  意識価値観の

三軸で考えますが、戸塚教会の歴史的な、人・物質

的資源には恵まれているのに衰退しはじめたとい

う矛盾に着目し、 

意識として「教会に来られない方」という一点に集

中して進めていく仮説を持ちました。。コロナはこ

の矛盾をはっきり可視化させてくれました。この意

識転換が起きると、すべての教会活動が自然と刷新

されていく予感がします。衰退のサイクルから成長

発展のサイクルへ。ですから一部の人の運営ではな

く、信徒の多くが参加できるスタイルを目指したい

と思います。 

 

② 配布は顔の見える関係を大切にしたい。配布員

一人あたり 5-10 人くらい。 

教会委員長のことば 
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③ 既存の関係を壊さない。レジオマリエやご近所

付き合いなどで、説教原稿などの配布がおこなわれ

ているので、それを支援する形(訪問できないとき

の発送代替、お届けしたいものの代理調達など) 

また、既存の地区にとらわれないこと。とりこぼれ

ているところを補填する役割を。 

④メニューの充実へ   

教会に来られない方の目線に立ち、お定まりの定

食(レディーメイド)=>選べる(パターンメイド)メ

ニューの充実=>希望に応えて仕立てるへ(オーダ

ーメイド) 

 この方向性のためにも、顔の見える関係が大切に

なります。 

 

５．拡大へ 

まだまだ多くの来られない方がいらっしゃいます。

ご聖体のお届けや地区会活性化の課題と並行して、拡

大を考えています。利用者のご紹介やご近所への配達

協力、さらにお届け品の充実などへの信徒の皆さまへ

の協力を募りたいと思います。詳細は関係部署と協議

の上、発表したいと思いますが、まずは誌上にてお知

らせまで。 

 

 

 

  定番品   発行単位 提供日 目安 

1 説教原稿   週単位 火曜日 

2 主日ミサ日程表   月単位 前月第 4 週便 

3 聖書と典礼   月単位 前月第 4 週便 

4 "今週の戸塚教会"facebook 記事   週単位 火曜日 

5 ミサ前の祈り   月単位 前月第 4 週便 

6 信仰を深める講座 田丸神父原稿   月単位 第三土曜日 

7 教区報   年 3 回程度 教会入荷都度 

8 共同宣教司牧ニュース   年 2 回程度 教会入荷都度 

9 一粒会ニュース     教会入荷都度  

spot 品       

1 "からしだね”CD(片瀬教会製)   月単位   

2 祈りのカード各種    教会入荷都度   

3 信徒向け各種お知らせ チラシ お任せ 発行都度   

4 他教会関係案内チラシ お任せ 教会入荷都度   

5 心のともしび   余剰有のとき    

      

特別注文       

1 説教原稿 過去分     過去二年分 

2 信仰を深める講座 田丸師原稿     第一回~直近 

3 今週の戸塚教会 写真記事     過去一年分 

4 ミサ動画 戸塚教会諸活動動画   USB 貸し出し 二年分 
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★★信徒の声★★

 

 

 

ベルナデッタ A M さんは、昨年 11 月 8 日に帰天されました。生前親交のあった有志の方々に彼女を偲

んで追悼文を寄せて頂きました。 

 

 O E  

先日の御ミサで、あなたが帰天されたと知り、あ

まりの突然の事で、本当に驚いています。 

昨年の春からコロナ感染で御ミサも地区別になり、

お会いする事も無かったのですが、お元気で別の日

の御ミサにあづかられているのだと思っていまし

た。 

今、あなたの事を思い出しています。教会の聖歌隊

の一員として、また、香部屋の係や汲沢地区の世話

役など気持ちよく引き受けて、働いて下さいました

ね。静かな、そして優しい微笑を浮かべたあなた

は、実に誠実な方でした。どうぞ、安らかにお眠り

ください。心から感謝をしています。 

     

M K 

A さんの訃報を知り本当に驚いています。 

彼女とクリプタの掃除を始めたのは 10 年位前からで

す.最初の 9 年近くは 2 人で一緒に始め、2020 年 1 月

からは 1 人づつに別れ掃除することになりました。彼

女はすごく丁寧で真面目な性格のため手を抜くこと

なく、いやな顔ひとつせず何事も一生懸命でした。長

い間ご苦労様でした。 

どうか天国でゆっくり身体を休め戸塚教会を見守っ

て下さい。

 

M F 

11 月は死者の月です。親しい人を偲び、死者のため

のミサに与っていましたが、今年あらたに戸塚教会の

友が加わることになりました。 

A さんとは聖歌隊の仲間として知り合い、同じ汲沢

地区という事もあり、教会外での福祉活動でも、ご一

緒する機会を頂きました。また教会においても、香部

屋担当のお一人として 2019 年から主日のミサ準備を

してくださり、誠実なご性格からどんな奉仕にも嫌が

ることなく引き受けて下さった事を、想い出します。 

ここ数年闘病もあり、その中でも遠方でのご親族の

介護など、精神的にも体力的にも大変な思いをされな

がらも、いつもと変わらないご様子でミサに来られて

いました。 

コロナ禍で地区別のミサが始まり、教会から聖歌隊

の歌声も聴こえなくなった中でのお別れ、皆で見送る

ことは出来ませんでしたが、主のもとに導かれ、永遠

のいのちに与り、安らかなるみ心で私たちを見守って

いることを信じています。 

 

Y M 

突然のお別れをどのように受けとめたらよいので

しょうか？ ご家族のお悲しみを思いますと言葉に

なりません。心よりおくやみを申し上げます。 

横浜に引っ越しをしてきて戸塚教会で親しくさせて

いただいて、いつもお会いすると目を見開いて、笑顔

で接して下さいました。ごミサの後、帰り道、坂道を

おしゃべりをしながら歩いたことが忘れられません。 

お知らせをいただいた時、大好きな聖歌「神ともにい

まして」が心の中で流れました。 

大切な人にお会い出来ましたか？ 百代さんにお会

いしたとき、たくさんお話しが出来るように大切に

日々を過ごしていきたいと思います。 

 

A M さんを偲んで 
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H M  

私は A さんと『木曜日聖書勉強会』をご一緒しま

した。マルコ神父様のお話の中で、気になったこと

などを帰り道によく話し合いました。A さんは物静

かで熱心に神父様のお話に耳を傾けていらっしゃい

ました。 

その後聖歌隊でもご一緒し、練習の後に４～５人で

食事に行きましたが、その時の笑顔が忘れられませ

ん。 

一昨年お里帰りで、九州に行かれていた時にいただ

いたカードには「今 九州にいますが懐かしさを通り

こし、戸塚が懐かしくなっています。」と書かれてい

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福祉部 K K 

１． 昨年 11/7 開催した「ボランテイア活動の「わかち合い」まとめが出来ました。今後の活動の参考の為、

新設の掲示板などを通して 信者の方々と共に考えたいと思っています。 

２． 福祉部掲示板が 1 月 12 日に出来ました。 

場所 ：教会 1 階ロビーから２階へ上る階段  左側の壁面 

目的 ：福祉部の活動をもっと知っていただくため定期的に掲示内容を更新する予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みなさんに親しんでいただける掲示板にしたいです。 活動に興味を持っていただける方は ご連絡くださ

い。最後に設置にご協力いただいた方々に紙面をお借りして御礼申し上げます。大変ありがとうございまし

た。 

 

福祉部からのお知らせ 
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主の降誕(夜半ミサ)風景 

1 階ロビーのクリスマス

ツリーと馬小屋 

正面壁面のイルミネー

ション 

司祭入堂 祭壇の前の聖家族象 

神父説教 
開祭 
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数分の沈黙の様子 拝領祈願 

聖体拝領 

退堂 

ミサ終了後お茶とお

菓子のサービス 

屋外入口のイルミネ

ーション 
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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 

＜1 月度定例教会委員会（1/23）＞ 

 

【協議事項】※1 月号編集（1/18）現在 

・外部掲示板について（広報）  

・主日のミサ日程表の作成について(典礼部）  

・21 年度ふりかえりと 22 年度方針  

★詳細は、23 日以降の毎月教会委員会・議事録 

（1 階委員会掲示板に掲示）をご覧ください。 

【報告事項】 

【財務】 

・宣教地召命促進の日献金 横浜司教区に振込。 

・2021 年度決算資料を横浜司教区に送付。 

・2021 年カトリック戸塚教会信徒数の報告（横浜司教区） 

 

【典礼】 

・祈りの会(典礼・教学)12/19、1/16(日)10 時ミサ後 

久我神父様（参加者 20 名前後。2 月以降も継続） 

・主の降誕(祭) 12/24(金)16:00/20:00(夜半ミサ) 

12/25(土)10:00(日中ミサ)※3 回中 1 回を選択  

・新年ミサ 神の母聖マリア 2022 年 1/1(土)11:00 

自由参加 (0 時ミサはなし)  

・新成人のお祝いミサ 1/9(日)10:00 (出席 1 名・欠席 

6 名)記念品贈呈 ※ミサ後、スープとお菓子を提供 

 

【教学】 

・教会図書の棚卸しを実施。全 663 冊のうち 37 冊

が行方不明。行方不明図書 1 階･2 階書棚に掲示。 

・12/18、1/15(土)「Zoom で行う信仰を深める講座」

田丸神父様。(参加者 15 名前後。2 月以降も継続) 

 

【福祉】 

・愛の献金、サーラーの家寄贈 別紙報告参照 

 

教区典礼研修会（各教会にてオンライン開催） 

2/11～6/5 希望日申込みによる配信となります。 

 

灰の水曜日 3/2(水)10 時、20 時 

古い枝の回収箱の設置（1/22～2/20）、灰作りは

聖母の園にて 2/22 雨天は 2/24。 

 

十字架の道行き 3/11～4/8 の毎週金曜日 10:00

ミサ後に十字架の道行き（7 時のミサはなし） 

 

入信志願式 

合同志願式(藤沢教会)3/6 予定。中止の場合は、戸

塚教会にて志願式を実施。  

 

黙想会 (3/5 または 3/6 を予定：田丸神父様) 

ゆるしの秘跡は四旬節中の火曜日～土曜日(3/15～ 

19、22～26)14 時～15 時 予約制、田丸神父様 

 

枝の主日 

 4/9(土)16:00、4/10(日)10:00   

 

聖週間 

聖木曜日（主の晩餐）4/14 

聖金曜日（主の受難）4/15 

復活の主日(復活徹夜祭) 4/16(土)、復活の主日(日中

のミサ) 4/17(日)10:00 洗礼式  (以上 典礼部) 

 

信徒大会について：再掲 

2 月 13 日（日）10：00 のミサ後に信徒大会を開催

します。これに先立ち、2 月 5 日（土）より資料を

配布いたします。戸塚教会の運営にかかわる大きな

議題及び、2022 年度の活動方針などを話し合いま

す。信徒の皆様の参加があって初めて実りあるもの

となりますので、多くの皆様のご出席をお願いいた

します。             (教会委員会) 

 

世界こども助け合いの日（献金）：再掲 

 1 月 31 日（日）は『世界こども助け合いの日』の

指定献金です。すべての子供の命が世界のあらゆる

国々で守られますように、皆様のお祈りと献金をお

願いいたします。 

四旬節 愛の献金 

教皇様は毎年、四旬節に向けてメッセージを発表

し、キリストを信じるすべての人が四旬節の精神を

よく理解して、回心と愛のわざを励むよう呼びかけ

ます。この呼びかけに答えて教会は虐げられ、差別

され、見捨てられ、いのちの危機にさらされている

人たちとの共感を大切にするよう一人ひとりに訴え

とともに、四旬節中の「愛の献金」を奨励していま

す。この献金はカリタスジャパンを通して海外諸国と

日本各地に送られ、難民、貧困、失業、飢餓などに

苦しむ多くの人々のいのちを守るために使われま

す。               (以上 財務部) 

 


