
カトリック吉祥寺教会お知らせ                     2023年 3月号  

 
━ 出会い、つながり、一致する共同体 ━ 

「Ｏｎｅ ｆｏｒ ａｌｌ，  ｆｏｒ ｏｎｅ， みんなで力を合わせて」 

 

♰ゆるしの秘跡 

 各主日ミサ 45 分前、小聖堂に司祭が待機しています。ゆるしの秘跡をご希望の方は直接小聖堂に

お越しください。予約は不要です。 

3 月 5 日日曜 8:15～9:00、9:45～10:30、3 月 11 日土曜 16:15～17:00、3 月 12 日日曜 8:15～9:00、

9:45～10:30、3 月 18 日土曜 16:15～17:00、3 月 19 日日曜 8:15～9:00、9:45～10:30、3 月 25 日土

曜 16:15～17:00、3 月 26 日日曜 8:15～9:00、9:45～10:30、4 月 1 日土曜 16:15～17:00、4 月 2 日

日曜 8:15～9:00、9:45～10:30 

前の方が小聖堂の中にいらっしゃる間は大聖堂内でお待ちください。終わった方は次にお待ちの

方に声をかけてください。希望者が多くミサ開始時間になっても順番がまわらない場合、ミサ開始後ミ

サ時間中はゆるしの秘跡はおこないませんので、大変恐れ入りますが次の時間帯におこしくださるか、

ミサの時間帯以外に司祭にご依頼くださいますようご理解とご協力をお願いいたします。 

 

✟十字架の道行き 

 四旬節の間中、各主日ミサの開始時間（土曜 17 時、日曜 9 時・10 時半）から、十字架の道行きを行い

ます。ミサの参列者はその場で体の向きを移動する司祭のほうに向けてともに祈ります。十字架の道行

き後、引き続きミサを行います。 

 

♰黙想会 

四旬節の黙想会を下記日程で行います。イエズス会の平林冬樹神父が担当してくださいます。予約不

要です。どちらかの講和とミサにご参加ください。 

 3 月 25 日土曜 15 時～16 時半（講和後に 17 時ミサ）、 

    3 月 26 日日曜 11 時半～13 時（講和前に 10 時半ミサ） 

 

✎マスク・手指消毒について 

 2023 年 3 月 13 日より、マスクの着用は個人の判断が基本となります。吉祥寺教会では主日ミサでは、 

・聖歌を歌う場合は当面マスクをしてください。 

・献金籠は座席間をまわさず聖堂入り口に置く方式を続けます。ミサの前か後に献金をお願いします。 

・手指用の消毒液は引き続き聖堂内に配置いたしますのでご利用ください。 
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・聖堂内の座席は一つのベンチに目安はコロナ前の半分の 5 人程度でベンチの前後は現在の広めの

間隔のままとし、一部の窓を開けての換気も引き続き行います。 

対応を緩和する際は、決まり次第お知らせいたします。長期間のご協力に感謝いたします。 

吉祥寺教会では信徒の多くが 80 歳以上のご高齢者であることもご配慮いただき、今後も体調の悪い

時はミサへの参加をお控えくださいますようお願いします。 

 

♰ 聖週間と復活祭について  

   ①受難（枝）の主日 4 月 1 日（土）、2 日（日）＜予約は不要です＞ 

ミサ時間 1 日（土）17：００／  2 日（日）９：００、１０：３０   

 ※枝の行列は行いません 

   ②聖木曜日（4 月 6 日）、聖金曜日（4 月 7 日）＜予約は不要です＞ 

       ミサ時間 両日共に１８：３０        

※ 聖木曜日の洗足式は行いません。 

   ③復活の聖なる徹夜祭（4 月 8 日土曜日） 要予約・予約は 3/18 より先着順④とどちらか１回    

       ミサ時間 １８：３０         

※Youtube 配信を行います 

   ④復活の主日（日中のミサ）（4 月 9 日日曜日）   ＜日本語ミサのみ予約必要です＞ 

       ミサ時間 日本語のミサ 9:00～  10:30～ 要予約・予約は 3/18 より先着順③とどちらか１回 

          タガログ語のミサ 13:30～  ＜タガログ語のミサは予約不要です＞ 

英語のミサ 15：30～   ＜英語のミサは予約不要です＞ 

       ※ 10:30 のミサは Youtube 配信を行います 

       ※４月の英語・タガログ語のミサは 4/9 のみです。４月は第一週と第三週には英語・タガログ

語のミサはありません。 

There is  no  English Mass on first Sunday of April, and no Tagalogue Mass on third Sunday of April. 

Instead, there will be Tagalogue Mass  at 1:30 pm and English Mass at 3:30pm on Easter Sunday.         

 

 ♰ ミサ予約について 

4 月 8 日（土）復活の聖なる徹夜祭 18：30～・9 日（日）の復活の主日の９時～・10：30～の日本語ミサ

は、3 回のうちいずれか１回のみご参加いただけます。事前予約が必要です。予約は、ホームページ

は３月１８日（土）から、電話は 3 月 24 日（金）・３月３１日（金）10 時～16 時の間に受け付けます。 

  

♰堅信式のための勉強会 

 ２０２３年６月１０日土曜日１７時のミサで堅信式を予定しています。 

堅信式に向けての勉強会を、５月１３日土曜から毎週１回計５回開催します。時間は１５：３０から１時間、

引き続き１７時のミサにご参加ください。５回目となる６月１０日は代父母も参加してのリハーサルです。 

この勉強会の申込を３月１０日～４月３０日まで受け付けます。対象は中学２年生以上です。 

詳しくは３月１０日以降に聖堂前で配布する説明書やホームページをご覧ください。 



♰異動 

2023 年 4 月 1 日付で、下記ご異動が決まっています 

離任  Ａｄｒｉａｎｕｓ Ｆａｎｉ（アンディ）神父→オーストラリアへ留学 

       荒田啓示神父 →神言修道会管区本部法人事務局長に     

着任  森 智宏神父 南山教会より 

        Tｒａｎ Ｎａｍ Ｐｈｏｎｇ（フォン）神父 南山教会より 

 荒田神父とアンディ神父のこれまでのお働きに感謝し、新任地でのご健康とご活躍をお祈りしましょう。

後任の森神父とフォン神父は、復活祭後にご着任の予定です。尚、会食を伴う歓送迎会は残念ですが

今回は開催しない予定ですのでご了承ください。 

 

✎教会新地区割制度 追加説明会 

 下記日程で、新しく導入を計画している地区割制度の追加説明会を開催予定です。主に前回 12 月

の説明会後に地区割準備委員会で話し合われた内容に基づき、同アンケートで多かった質問に対する

説明を中心に行います。説明内容は二回とも同じ内容で、ヨゼフ会・マリア会・日曜学校保護者向けに

行った（行う）内容とも同じです。事前予約不要でどなたでもご参加ただけます。 

 2023 年 4 月 22 日(土)18 時～ 大聖堂 

          4 月 23 日（日）11 時半～ 大聖堂 

 

🚗2023年度駐車許可証の交付 

北広場駐車許可証の申し込みを、ホームページまたは聖堂前で配布中の用紙にて 3/19 まで受け付 

け中です。駐車できるのは、主日のミサや平日のお掃除等各種教会活など教会にご用のある時のみ 

です。教会活動以外で駐車された場合、許可証は無効となりますのでご注意ください。許可証の配布 

はお申込み後２週間以降の下記日程です。 

12000 円を目安に献金をお持ちください。詳しくはホームページもご覧ください。 

 🚗駐車許可証の配布日   聖堂入り口 L 字カウンターにお越しください 

3 月 25 日（土）16:30〜18:30、  3 月 26 日（日）8:30〜12:00、  

4 月 1 日（土）16:30〜18:30、   4 月 2 日（日）8:30〜12:00    

 

🚲2023年度駐輪場シールの交付 

藤棚下の駐輪スペースの利用シールの申し込みを、ホームページまたは聖堂前で配布している書面

にて、3/19 まで受け付け中です。駐輪許可シールの配布は下記日程です。2500 円を目安に献金をご

持参ください。 

 ※北側駐輪スペースを利用されるスカウトの皆様へは別途ご案内しています。 

  🚲駐輪場シールの配布日   聖堂入り口 L 字カウンターにお越しください 

3 月 25 日（土）16:30〜18:30、  3 月 26 日（日）8:30〜12:00、  

4 月 1 日（土）16:30〜18:30、   4 月 2 日（日）8:30〜12:00    
 

 



２０２３年 3月－4月の典礼と教会の主な行事 

５日（日） 四旬節第二主日 

15：30～英語ミサ 

ミサ前 45分ゆるしの秘跡・ミサ開始時間から十字架の道行き 

典礼奉仕者連絡会  

日曜学校 

10日（金）  堅信式に向けての勉強会 申込開始 

11日（土）  ミサ前 45分ゆるしの秘跡・ミサ開始時間から十字架の道行き 

財務委員会 

12日（日） 四旬節第三主日 ミサ前 45分ゆるしの秘跡・ミサ開始時間から十字架の道行き 

18日（土）  ミサ前 45分ゆるしの秘跡・ミサ開始時間から十字架の道行き 

 地区割準備委員会 

4/8聖土曜日・4/9復活の主日のミサ予約開始（いずれか１回） 

19日（日） 四旬節第四主日 

15：30～タガログ語のミサ 

ミサ前 45分ゆるしの秘跡・ミサ開始時間から十字架の道行き 

日曜学校（終業）  駐車・駐輪許可証申込〆切 

🥬ふくしま野菜販売 

２４日（金）  4/8聖土曜日・4/9復活の主日のミサ電話予約１０時～１６時 

２５日（土） 黙想会 15時～16時半 ミサ前 45分ゆるしの秘跡・ミサ開始時間から十字架の道行き 

駐車・駐輪許可証交付 

26日（日） 四旬節第五主日 

黙想会 11時半～13時 

ミサ前 45分ゆるしの秘跡・ミサ開始時間から十字架の道行き 

 駐車許可証交付 

一粒会献金 

３１日（金）  4/8聖土曜日・4/9復活の主日のミサ電話予約１０時～１６時 

4月 1日（土）  ミサ前 45分ゆるしの秘跡・ミサ開始時間から十字架の道行き 

駐車許可証交付 

財務委員会  教会委員会 

2日（日） 受難の主日（枝の主日） 

（英語ミサはありません） 

ミサ前 45分ゆるしの秘跡・ミサ開始時間から十字架の道行き 

駐車許可証交付 

典礼奉仕者連絡会 

6日（木） 聖木曜日 

主の晩餐の夕べのミサ 18：30～ 

 

 7日（金） 聖金曜日 主の受難 18：30～ 

大斎・小斎 

 

 8日（土） 聖土曜日 

復活の聖なる徹夜祭 18：30～要予約 

洗礼式 

18：30ミサ Youtube配信を行います 

ルアッハー４月号発行 

 9日（日） 復活の主日 

日本語ミサ９時～、１０時半～要予約 

タガログ語ミサ 13時半～予約不要 

英語ミサ １５時半～予約不要 

復活祭特別献金 

１０時半ミサ Youtube配信を行います 

 16日（日） 復活節第二主日 

（タガログ語ミサはありません） 

 

 22日（土）  18時～地区割制度追加説明会予定（大聖堂） 

 23日（日） 復活節第三主日 13時～地区割制追加度説明会予定（大聖堂） 

 30日（日） 復活節第四主日 

世界召命祈願の日 

一粒会献金 

堅信式に向けての勉強会申込〆切 

※ミサ・行事は中止、変更の可能性があります。メール、ホームページ、掲示板をご確認ください。 

※教会維持献金は郵便振替での払い込みができます。口座番号 00120-1-106084 加入者名 カトリック吉祥寺教会  

※教会事務室は火曜、水曜、金曜、土曜、日曜日の９時３０分から１７時まで開いています。お問合せの電話や事務手続き

が必要な方はこの時間内にお願いします。緊急の場合は時間外でも 0422-44-0181にお電話ください。 

なお、3/21火曜と 4/29 土曜は祝日のため事務室はお休みです。 

※売店はミサがある土・日の９時半～１７時までの営業です。    次号ルアッハー4月号は 4月 8日発行予定です 


