教会はいつも
皆さんのために開かれています。
どなたも、どうぞご遠慮なく
聖堂にお入りください。
初めての方を心から歓迎します。

v ミサの時間 / Mass Schedule
ミサには、どなたでも参列することができます。信者でな
い方も祝福を受けることができますので、ぜひ、お越しく
ださい。
主日のミサ / Sunday Mass：
・土曜日/Sat.6:00 p.m.; 日曜日/Sun.8:30 a.m.,10:00 a.m.
平日のミサ / Weekday Mass：
・月曜日〜土曜日/ Mon.-Sat.7:00 a.m.

The church is always open for you.
Anyone can freely enter the chapel.
We are a welcoming community.

北口

成城学園前

町田

■ケンタッキー

城南信金■

詳細は「月報成城」で発表されます。また、毎週の行事や
勉強会などは、ミサ時のお知らせや 教会掲示板、ホーム
ページでご案内しています。

世

成城教

田

谷

野
川

新宿

南口
ローソン■

教会の年間の主な行事は次のとおりです。

Welcome to Seijo Catholic Church

・初金ミサ（第1金曜日）/ First Friday 10:00 a.m.

小田急線

v 年間の主な行事

仙
川

会

成城二

通

り

成城消防署■

砧農協■

東京都市大
付属中高前■

新年ミサ

1月上旬

教会新年会、成人式

3月または4月

復活祭

5月または6月

初聖体

8月

教会学校練成会

8月15日

聖母の被昇天祭

9月

高齢者の祝祭

お問い合わせはいつでも受け付けています。

10月

聖タデオ祭

受付の者か司祭にお気軽にお尋ねください。

11月中旬

七五三の祝い

12月24日・25日

降誕祭（クリスマス）

ます。

環
八
通
り

砧小■

1月1日

その他、黙想会、共同墓参、転入信徒歓迎会などが行われ

ようこそ
カトリック成城教会へ

カトリック成城教会
〒157-0066 東京都世田谷区成城2-21-16
（小田急線・成城学園前駅下車 南口より徒歩約2分）
www.seijo-church.com

Tel : 03-3417-5211

Fax: 03-3417-0790

受付時間/Reception：
月曜日〜金曜日 /Mon.-Fri.: 9:00 a.m.- 4:00 p.m.
土曜日/Sat.: 9:00 a.m.- 6:00 p.m.
日曜日/Sun.: 8:00 a.m.- 3:00 p.m.
2019.11.第8版
（1000）

www.seijo-church.com

v 開かれた教会を目指して

v 教会の各種の集い

私たち教会員は日曜日ごとに教会に集まり、
ミサ聖祭に参加し、

教会の勉強会

アンジェリコが描いた《キリストの変容》の部分をモチーフ

神を礼拝し、神の教えを分かち合います。新しくお見えになっ

成城教会では、好評の入門講座・勉強会を開講しています。どな

にしたと言われています。毎日曜日の朝、町に響き渡る晴朗

た方々とも親交を深めるように努めています。

たでも、何時からでも参加 できますので、どうぞ気楽にお越し

な音色の鐘の音は、ドイツ・ケルン生まれの鐘です。そして

どうぞ、
はじめての方もご遠慮なくお出でください。

ください。なお、聖書を持参する必要はありません。会費は無料

年 月聖堂にパイプオルガンが設置されました。

です。

年に完成した信徒会館の正面には、信徒たちの手によ

・お祈りを大切にし、
開かれた教会を目指しています

って、ラファエロの作品を模した「キリストの変容」の壁画

・理解・信仰を深めるため、勉強会に出席できます

・初めての方のための入門講座

（求道者の方のための入門講座もあります）

・聖書についての掘り下げた解説を聞きたい方のための講座

・小学生・中高生のための教会学校があります

年

月に設置されました。さらに

年

月に信徒会館にエレベーターの設置、聖堂受付部分の増築、
聖堂内の一部改装、門塀と庭の整備を実施し、庭の一隅にあ

・部会やサークルなど、
様々な奉仕活動に参加できます

るルルドの聖母マリア像に見守られながら、信仰・宣教の拠

活動グループ
教会学校（小学生・中高生）
、
タデオ聖歌隊、
ヨハンナ会、
セシリア会、
エリザベト会、
アンナ会、糸巻の会、手話の会、
ヨゼフ会、
エファタ奉
仕会、
にほんご2019

点としての
「開かれた教会」
を目指して歩んでいます。
喜多見教会は１９７８年、
喜多見駅近くの礼拝会修道院内の聖堂
に移転しましたが、
２０１３年７月、
同聖堂が閉鎖され、
喜多見教会
は成城教会と統合されました。

その他
チャリティーセール： 毎月 回程度
コーヒーサンデー： 第 週を除く毎日曜日 時のミサ後

成城教会聖堂外観

がつくられ、

教会に活動拠点を置く団体： ボーイスカウト世田谷

団

ガールスカウト東京都

団

v 成城教会の歴史

現在、町田教会と共に多摩南宣教協力 体を形成し、司祭巡回
司式ミサなどを行っています。

v カトリックとは
私たちの教会は「カトリック教会」といいます。カトリック
とは、
「 普遍の、全世界の」という意味です。
「 使徒」と呼ばれ

v 教会の組織と運営

小田急線が開通した翌年（１９２８年）
、小田急創業者利光氏の尽力に

るイエスの弟子たちに始まる

よって狛江市岩戸北にできた聖堂が、
成城教会のルーツといえるでしょう。

ーマの司教（教皇とか法王とも呼ばれています）を一致の中

同聖堂は１９３１年、
正式な東京教区の教会、
喜多見教会となりました。

心にして世界各地に広がる教会です。全世界におよそ

所属信徒数は、2019年現在約2500名です。主な地域分布は、世

１９５３年、
喜多見教会から分かれて、
成城の地に新たな宣教の拠点を

人の信者がいます。

年の伝統を受け継ぎ、ロ
億

田谷区の成城、砧、祖師谷、上祖師谷、粕谷、千歳台、大蔵、船橋、

作るため、
成城学園のある閑静な住宅街に日本家屋を求め、
和室での

桜丘、
喜多見、
上用賀、
そして狛江市などです。

ミサが始まりました。

カトリック教会の基本的な単位は「司教区」と呼ばれるそれ

その折、ボストンの大司教 から東京大司教に戦後復興費として

大司教を中心に一つに集まる東京都と千葉県のカトリック

ぞれの地方の教会です。カトリック東京大司教区は、菊地功
現在の教会の運営は、主任司祭の下に、運営委員長、副運営委
員長、各地区代表のほか、
６部会の代表（典礼部会、庶務部会、施

万ドルの寄付が寄せられ 、
大司教区からこのお金をいただき、

信者の共同体です。東京大司教区の中には約

箇所の小教

区があり、信者は日曜日ごとにそれぞれの聖堂に集まって

設部会、財務部会、広報部会、教会学校部会）から構成されてい

これを基金に、初代主任司祭大越師を中心に一丸となって教会

ます。
また、
所属信徒の献金によってすべてが運営されています。

建設に励みました。そして今井兼次氏
（早稲田大学教授）
の設計、

ミサを祝います。教会の活動は、イエス・キリストのメッセー

竹中工務店の施工によって、

ジを伝え、共に祈り、イエスのように信仰と希望と愛を持っ

年 月聖タデオを守護の聖人

とする現聖堂の献堂式を迎えました。

て生きることです。教会の祈りも活動もすべての人に開か

祭壇正面の壁にある、
十字架を囲んで輝く七つの星は、
画家フラ・

れています。

