
月曜日 19:00 　　　 　　　　　一場   修  神父

火曜日 15:30  　　　        一場   修  神父

水曜日 15:30  　　　 　       Sr.ローサ

金曜日 11:00　　　　 　　　　 Sr.ローサ

金曜日 19:15               村上 透磨 神父

火曜日 時間応相談[洗礼準備講座]ユン・サンホ神父

水曜日  10:30　　　　〃　　　 ユン・サンホ神父

金曜日 17:30　　　　〃　　　　菅原 友明神父

土曜日  11:00　　　　〃　　　　菅原 友明神父

土曜日  17:00　　　　〃　　　　菅原 友明神父　　　　　　

※信仰入門講座のお問い合わせは
　rakuto.nyumon.class@gmail.comか
　事務室まで

カトリック河原町教会だより
2019年7・8月

《上野教会訪問》バスツアー
　6月8日（土）ぶどうの会のバスツアーに参加し
ました。行き先は三重県伊賀の上野教会。一場神
父様をはじめ、総勢46名、河原町教会はもとより、
山科・伏見・北白川・亀岡・高槻教会からも参加
されていました。前日の激しい雨で、お天気が心
配されましたが、早朝の曇天も上野教会につく頃
には晴れわたり、木々の緑が目に心地よいさわや
かな遠足日和となりました。出発時の一場神父様
のごあいさつで、この教会訪問では★お世話くだ
さった『ぶどうの会』の発展を、★河原町教会の
福音宣教の広がりを、そして★目下進行中の河原
町教会の改修プロジェクトの成功を祈りましょう
とおっしゃいました。
　聞けば、幕末（1867年）に長崎で起こった『浦
上四番崩れ』で3,414名の信徒が各地に配流され
ましたが、そのうち59名がここ伊賀上野にも流さ
れたとのこと。奇しくもこれら多くの人々の犠牲
の上に、日本の再宣教が始まることになったよう
です。
　上野教会では、信徒の方々が我々を出迎えてく
ださり「こんなに大勢の方に訪問していただき、
ともにごミサに与るのは上野教会が始まって以
来！」と大変喜んでいただきました。バスツアー
恒例のごミサは一場神父様と上野教会の

R・ロドリゲス神父様（メリノール会）との共同
司式で行われました。お説教では『教会のもてな
しの使命』に触れられ、「今、京都教区でも多く
の外国籍の信徒の方々との共生の必要が加速して
おり、多くの宣教会司祭の協力に支えられている
のが現状です。その上に立って、多様な文化、考
え方を受け入れ聖霊の働きに依り頼み、福音の豊
かな広がりを味わいましょう」と話されました。
　その後『とろろ庵』での昼食、買い物のあとは
『伊賀くみひもセンター』での組みひも体験。そ
れぞれ作成したキーホルダーやブレスレットを手
に、旅程をすべてこなし帰途につきました。有意
義な一日を本当にありがとうございました。お迎
えくださった上野教会の方々、お世話くださった
ぶどうの会の皆々様に、心から感謝いたします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   （越知 滋子）

　2019年6月9日（日）午後2時か
ら桂教会において、京都南部地区
合同堅信式が行われました。南部
地区全体で39名が大塚司教から堅
信の秘跡を受けました。河原町教
会の受堅者は5名でした。ミサ後
には、和やかに茶話会のひと時が
もたれました。



カトリック河原町教会だより　2019 . 7・8(2)

【土曜学校】 【中高生会】　
○4月28日（日）初聖体
　新小2　モニカ 掛水愛実さん
　ミサ後のパーティーに
は、菅原師・ユン師、土
曜学校のリーダー、土曜
学校のお友達とその保護
者も出席し、お祝いしま
した。

○5月11日（土）遠足　
　カトリック高槻教会・
高槻城跡公園・JT生命誌
研究館へ行きました。参
加者は、小学生・幼児・
保護者・リーダー計24
名、晴天に恵まれ、楽し
い一日でした。

○5月25日(土)～26日（日）伏見教会にて
・中高生のつどいテーマ：「きつね《もてなし》
ふしみ」 菅原師のお話→夜食のきつ
ねうどんの仕込み→伏見稲荷大社見学→参道で
じゃんけん大会の景品買出し→夕食（師団街道
の餃子専門店）→銭湯（軍人湯）→きつねうど
ん作り・夜食→菅原師のお話→就寝

朝食（いなり寿司）作り→朝食→ミサ
準備（共同祈願作成・役割決め）
・主日のミサから青年たち合流（ベトナムの青
年も）→集合写真→聖母女学院本館見学→昼食
（バーベキュー・ベトナム料理フォー）→じゃ
んけん大会
　中高生10名、青年約20名、ベトナムの青年
40名～50名参加　2日間晴天に恵まれ、すべて
のプログラムを無事終え、ベトナムの方たちや

他小教区他ブロックの中高生、青年たちと祈り、
学び、そして同じ食卓を囲んで楽しく交流する
ことができました。会場になった、伏見教会の
スタッフ、信者の皆様に感謝いたします。
　河原町教会の中高生参加者の感想文をお読み
ください。　　　　　　　　（教育部　奥埜さと子）

2019年度洛東ブロック年間計画：「教会の＜もてなし＞の使命」をテーマにして、四
旬節黙想会、子どもとともにささげるミサ、中高生・青年のつどい、平和旬間行事、典礼
学習会を行う。

○6月 9日（日）南部地区合同堅信式
　新中1  ガブリエラ スハディ マイコさん
　今年は桂教会で行われ、河原町からは、成人
のかた5名も一緒に受堅され、式の後、桂教会
の皆様がご用意くださったお祝いのパーティー
で楽しくすごしまた。

○6月30日（日）コーヒーショップ   
  　　　　　　  （済州教区交流）

【洛東ブロック　中高生＆青年のつどい】洛東ブロック教育合同部会主催

25日（土）

26日（日）

新年度、主の恵みのうちに歩みはじめました。

2019.4月～6月　土曜学校・中高生会・青年の活動2019.4月～6月　土曜学校・中高生会・青年の活動
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　今回の合宿で、伏見稲荷大社に行きました。伏見稲荷大社といえば、たくさんの鳥居があり、合
計約10,000基もあります。その中の一つで、千本鳥居というのがあります。僕たちはそこへ行きま
した。そこをくぐると目が回りました。鳥居は日本各地から送られており、有名であることがわか
ります。また、菅原神父様の分かち合いで、伏見稲荷大社とカトリックがつながっているというお
話で、イエスの十字架の上に書かれている文字で、「INRI」が稲荷と関係があるのではないかとい
うことや、イスラエル王国が南北に分裂して、アッシリア王国に滅ぼされて十二部族中の十部族が
滅亡したという話で、その子孫が今の日本人ではないかという話もすごくおもしろかったです。今
回の合宿で、キリスト教と仏教の境目が少なくなったと感じた。

　今回の合宿は、中学になって初めての合宿です。中学生としての責任と自覚を持って、行動する
ように心がけました。特に伏見稲荷神大社では、小学生の頃とは違い、観光客などのめいわくにな
らないように配慮し、稲荷の文化にふれることができました。また、千本鳥居をくぐるとき、いつ
も過ごしている雰囲気とは断然ちがい、心が真っ白になり、何かに守られている感じがし、不思議
でした。そしてその夜の神父様のお話で、まさか日本の鳥居と、羊の血でぬった入り口とのつなが
りがあったことが初耳でびっくりしました。このことから、もっとキリスト教と日本文化とのつな
がりの話を知りたくなりました。他にも、軍人湯や餃子などの伏見の観光グルメも、みんなで仲良
く楽しむことができました。本当に興味深く、印象に残った合宿でした。

　「中高生のつどい」への参加は2回目となるが、今年も昨年同様、途中からの参加となってしまっ
た。着いたら、すぐ晩ごはんを食べるという時間からの参加だった。伏見稲荷大社には行けなかっ
たので、作文に書くことが半分なくなってしまった。夜食にきつねうどんを作ったが、うどん作り
は初めての経験だった。手打ちうどんは売っているが、今回作ってみると、大きさがバラバラで、
とてもうどんとはいえない代物だった。ただ、材料も少なく、簡単に作れるものだったので、家で
も作ってみたいと思った。

中1  スハディ マイコ

中３  古川  達也

高２  古川 智也

中 高 生 の つ ど い に 参 加 し て
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曜日日月 行　　　事　　　予　　　定

◇　2019年 7月～9月の行事予定　◇（予定は変更になる場合があります）
★地下改修、聖堂免震、新会館建設(前庭)の順で改築工事が行われています。

[年間第14主日]評議会7月例会 10:30ミサ後
[年間第15主日]
[年間第16主日]
洛東ブロック会議(河原町教会)
[年間第17主日]
[年間第18主日]洛東ブロック平和旬間行事ミサ10:30・講演13:00（桃山教会）　
～7（水）教区 中学生広島平和巡礼
[主の変容]　　　　　　　　      日本カトリック平和旬間（15日まで）
～10（土）土曜学校錬成会
[年間第19主日]平和祈願ミサ　評議会8月例会 10:30ミサ後
[聖母の被昇天] 7:00・10:30ミサ
[年間第20主日]
[年間第21主日]田中司教霊名のお祝い 10:30ミサ中
教区 教会学校教師研修会 10:00

教区 小教区評議会役員交流会 10:30
[年間第23主日]
[十字架称賛]
[年間第24主日]敬老感謝ミサ 10:30  ミサ後懇親会
[年間第25主日]　　　　　　　　　　　   世界難民移住移動者の日
[年間第26主日]教会美化デー
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[年間第22主日]評議会9月例会 10:30ミサ後
防災の日ミサ(伏見教会)                       被造物を大切にする世界祈願日

〒604-8006　京都市中京区河原町三条上る下丸屋町４２３  担当司祭：一場 修
TEL：075-231-4785　 FAX：075-211-8021    ＵＲＬ：http://CatholicKawaramachi.Kyoto

カトリック河原町教会だより　2019.7・8 カトリック河原町教会広報部発行

（１Ｆ集会室）

月曜日 19:00 　　　 　　　　　一場   修  神父

火曜日 15:30  　　　        一場   修  神父

水曜日 15:30  　　　 　       Sr.ローサ

金曜日 11:00　　　　 　　　　 Sr.ローサ

金曜日 19:15               村上 透磨 神父

火曜日 時間応相談[洗礼準備講座]ユン・サンホ神父

水曜日  10:30　　　　〃　　　 ユン・サンホ神父

金曜日 17:30　　　　〃　　　　菅原 友明神父

土曜日  11:00　　　　〃　　　　菅原 友明神父

土曜日  17:00　　　　〃　　　　菅原 友明神父　　　　　　

※信仰入門講座のお問い合わせは
　rakuto.nyumon.class@gmail.comか
　事務室まで

信仰の学びのお知らせ

◇信徒養成講座◇

◇英文で学ぶ『ラウダート・シ』読書会◇

木曜日     15:45〜16:45 信徒養成講座

　　　　　　　　　　　　　　　　　 一場   修  神父

第1土曜日19:30〜20:15 信徒養成講座

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 菅原 友明神父

指導：Sr. メリー・レベッカ・我部

(1F集会室/毎月 第2・4木曜日)

14:00〜15:30

◇主日の福音を読む集い◇

　　　　　 毎週日曜日9:30〜10:15

(3F・301号室)

◇南部地区信徒養成講座◇

大塚 乾隆神父「典礼を学ぶ」

（ヴィリオンホール）

7月17日(水)

13:30〜14:50

◇信仰入門講座◇
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河原町教会　ミサの時間
日曜日  （主日のミサ）

  （主日のミサ）

＊英語ミサ            （第2・4週）

7:00

火曜日
月曜日

6:30
6:30

水曜日 6:30
木曜日 6:30
金曜日 18:30

18:30

土曜日 6:30 18:30

10:30

12:00

・感謝ミサ　　2019年9月15日(日)10:30
・懇 親 会　　ミサ後　ヴィリオンホール

詩篇92

今年も10時半のミサで、75歳以上の方のために敬老感謝ミサがささげられます。
ミサ後はリニューアルされたヴィリオンホールにて、敬老懇親会を予定しております。
河原町教会在籍で、該当される方はぜひご参加ください。

今年も10時半のミサで、75歳以上の方のために敬老感謝ミサがささげられます。
ミサ後はリニューアルされたヴィリオンホールにて、敬老懇親会を予定しております。
河原町教会在籍で、該当される方はぜひご参加ください。

いと高き者よ、主をほめまつること、み名を賛美することはよい。
あしたにあなたの愛を告げ、真夜中にあなたの真実を告げることも。
十弦琴と六弦琴に合わせ、竪琴の妙なる調べとともに。

主よ、あなたはそのみ業をもって私を喜ばせられ、
御手の業を見て私は呼ばわる、
「主のみ業の偉大さよ。御はかりごとの深さよ」。
悪人が草のように生え出、不正な者が栄えても、
それは永久に滅ぼされるためなのだ。

正しい者はしゅろのように栄え、レバノンの杉のように育ち、
主の家に移され、われらの神の門に茂る。
彼らは年老いてなお実を結び、さわやかに生き生きとして、
主は正しいものと告げる。
私の岩、主にはいつわりがない。
　　　　　　　  （詩編92  1~6 , 8 ,13~16　フェデリコ・バルバロ訳）


