1964(昭和 39)年 主任ドバール師

歴 史 事 項

7・2 教会建設用敷地決定

★日本 OECD に加盟 インドネル

8・29 土地売買契約書取り交わし 300 坪

ー首相死亡

10

聖堂建設基礎工事始まる

11・22 定礎式、保土ヶ谷教会日野神父司式

トンキン湾事件

10

月東海道新幹線開通
東京 オリンピック開催

1965(昭和 40)年 主任ドバール師
2・７ 聖堂完成、初代主任司祭ドバール神父による初ミサ、39 年 10 月 4 ★米、北ベトナムへ爆撃開始
日以降、聖堂完成までの間は、信者宅でミサが捧げられた。

日韓条約成立 家永三郎、教科書検

第１回男子の会(壮年で献堂式準備について話し合い。

定は違憲と国を提訴

式次第：祝別式、記念ミサ、祝賀パーティー

新潟水俣病発生、名神高速道路全

3・１ 献堂式挙行、5:30pm より荒井司教様による祝別式、

通、吉展ちゃん事件の容疑者を逮

6:00pm より 記念ミサ、7:00pm よりパーティー

捕

佐藤首相戦後初の沖縄訪問、

3・24 北側境界地所 24 坪買い入れ、合計 324 坪となる

第二次印パ戦争勃発

8・28 ～29 日、バザー、28 日（土）は 18 時～21 時

ノーベル物理学賞受賞

朝永振一郎

9・21 第１回教会委員会 委員長 関、副 鈴木、書記、上田、会計 西山
12 月 教会便り第 1 号発刊
1966(昭和 41)年 主任ドバール師

★日本の総人口一億人突破

2・6 創設１周年記念ミサ、荒井司教司式

中国で文化大革命

3・19 JOC 発足

法改正(敬老、体育の日)制定、

4・17 教会報名称｢世の光｣に決定 信徒数 330 名

新東京国際空港建設地を成田

4・29 ～5／1 までインド救援募金

市三里塚に決定 フランス、

5・8 司教座聖堂訪問、遠足(三渓園)

NATO 軍から脱退 都教育委員会

5・22 堅信式、荒井司教司式

が次年度の都立高校入試から学校

7・1 教会図書の貸出し開始

群制度導入を決定

上越線の新清

7・3 一粒会発足

水トンネル 貫通

国立劇場開 場

8・10 ～12 日まで夏期学校(於：南林間少年の町)

衆議院黒い 霧解散

国民祝日

8・21 ～9 月 4 日まで教会委員、地区委員、諸係の選挙 委員長関氏
10・30 プラド司祭会総長兼リヨンの司教、アンセル司教によるミサ

注：★は年度の変わりを表す

1966(昭和 41)年 新年の御挨拶－ドバール神父
明けましておめでとうございます。私たちの教会が生まれてから早くも 1 年になります。去年の 2 月 7 日
に始めて御ミサをたてました。そして、3 月 1 日には献堂式があり、荒井司教様にお出で頂きました。(中略
)

信者名簿によれば、昨年の 5 月 1 日には、157 名でしたが、12 月 1 日には、243 名、クリスマスの時には

約 280 名にもなりました。御復活祭の頃には、300 名を越えるものと予想されます。
新聖堂建設
1967 年 5 月 1 日現在、信徒数は 402 名となり、司祭館内の聖堂には収容しきれない状態となった。 その
ため、新聖堂の建設計画が具体化した。新聖堂の定礎式は 1968 年 3 月。

1967(昭和42)年 主任：ドバール神父

★初の建国記念の日 山陽新幹

3・16～18日 黙想会、小岩神父

線起工式 非核三原則決定東京

5・14 初聖体

都知事に美濃部亮吉氏 朝日訴

納骨堂についてのアンケート

訟判決 第３次中東戦争 欧州

6・11 バザーについてのグループ代表者会議

共同体（EC）成立ASEAN結成

主旨：御聖堂建設資金を得るため 賞品：ポータブルテレビ、1500円

公害対策基本法公布 物価：ビー

相当品等 総括責任者：鈴木、書記：和田、植木 男子会代表：和田、

ル120円、かけそば60円、都バス

牧野 婦人会：浜本、古川 大学学連：鈴木 高校学連：神代

、地下鉄30円
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JOC：癸生川
8・26～27日までの2日間、バザー(益金441,336円)
1968(昭和43)年 主任：ドバール神父・ルーベル神父
3・24 新聖堂定礎式 ドバール神父司式

★成田空港建設反対デモ 北爆

4・2 ドバール神父、病気静養のため仏に帰国

全面停止 小笠原返還協定に調

5・

ルーベル神父主任代理司祭として就任(2代目)

印

新聖堂備品設備献金始まる

認定 東大安田講堂占拠、機動隊

イタイイタイ病を公害病と

6・21 婦人会主催の講演会 講師シスター秋山

投入 札幌医大和田教授、初の心

9・22 バザー 益金246,500円余

臓移植手術 川端康成日本人初

10・１ 左近山団地を新しく第11地区とする

のノーベル文学賞受賞 3億円事

11・24 新聖堂献堂式 荒井司教様司式

件

1969(昭和44)年 主任ルーベル神父・伊藤神父
3・16 男子の会主催討論会、テーマ｢大学問題｣

★東洋一の八重洲地下街が開業

5・23 婦人会主催講演会、講師Sr秋山｢子供の導き方｣
6・29 アンセル司教司式のミサ、プラド会の司祭たちはより貧しい教
会に行くことを望み、浅田町教会に行くこととなったとの報告

東大安田講堂に機動隊 国立
大学一期校機動隊の警備下で入
試実施 東京大学は入学試験中

9・21 ルーベル神父お別れの遠足－山中湖

止

9・28 堅信式：荒井司教様司式

疑者永山則夫を逮捕 東名高速

9・30 ルーベル神父、浅田町教会へ転任

道路全線開通 アポロ11号の月

10・１ 伊藤淑雄神父様着任
教会が目指すこと ①各信者の霊性の深化 ②布教、組織として

連続ピストル射殺事件の容

面着陸をテレビで長時間中継放
送

同和対策事業特別措置法公

①地域社会に対し ②求道者特に成年男子に対して ③使徒職の推進

布・施行 大学の運営に関する臨

④子供、信者、求道者 に対する要理教育

時措置法公布 沖縄を72年に返

12・14

司祭館二階集会室増築祝別式 荒井司教様

1970(昭和45)年 主任：伊藤淑雄神父

還する旨の日米共同声明
★核兵器拡散防止条約調印

3・8 信者集会

日本万国博覧会(3月から9月まで

6・7 新委員の発表 委員長 関忠博 委員 矢島惣平、富田次郎、

)

村田大六、佐藤正義、芹沢源吉、牧野三男、熊本洋の各氏
8・4 ～9日まで夏期学校開催
8・9

パウロ会発足 大体65歳以上の方の集まり

日航よど号ハイジャック事件

ビートルズ解散 日米安保条約、
自動延長 都初の歩行者天国実
施

三島由紀夫、市ヶ谷の自衛隊

9・27 26聖人の一人、パウロ三木の名をいただく

に乱入し、割腹自殺

11・22 聖堂内に子供席を設ける 堅信式 荒井司教様
東パキスタン救援募金
1971(昭和46)年 主任：伊藤淑雄神父
2・14 ルーベル神父帰国前に、当教会でミサとお別れ会

★アポロ14号が月面軟着陸沖縄
返還協定調印 イタイイタイ病訴
訟で原告勝訴 江夏9連続奪三振

3・28 信者集会

NHK総合テレビ全カラー化

5・３ 転入信者の紹介を始める（毎月第一日曜日に）

ドル・ショック 米、金・ドル交

8・12 ～14日まで夏期学校、教会宿泊

換停止

9・9

敬老の集い 婦人会が教会の老人を招待

1ドル308円 印パ全面戦争

11・７ 教会の遠足・・大磯のマリア山でみかん狩り等
七・五・三の祝福

★沖縄の施政権返還、沖縄県復活
横井庄一元軍曹、グアム島より

1972(昭和47)年
1・30 信者集会 前年の収支決算と当年の予算説明
4・2

復活の大祝日

7・16 九州水害街頭募金 79,688円
10・6

帰還 浅間山荘事件イタイイタ
イ病、三井金属の控訴棄却 高松
塚古墳壁画

主任伊藤神父入院

11・15 七・五・三
1973(昭和48)年 主任：伊藤神父 田代神父
1・28 伊藤神父退院

★国連事務総長ワルトハイム来

3・18 二俣川出身の鈴木勁介神学生の「司祭志願者受入式」

日

司式：荒井司教様

東独と国交樹立金大中事件

札幌地裁、長沼ナイキ訴訟で自衛

3・28 田代神父、二俣川教会に着任 初めてのミサ

隊に違憲判決

5・20 新教会委員 委員長：武智 委員：青山、金田、小谷、芹沢、

ドル売り殺到で東京外国為替市

三上、梅沢の各氏
6・24 聖体の大祝日 子供の初聖体
9・23 敬老の集い 聖堂掃除を毎日曜日地区ごとで行うことに変更

場閉鎖 円は変動相場制に移行
円急騰
水俣病訴訟で、患者側全面勝訴

10・12 田代神父の「ベテル聖書研究会」、 2年間で聖書全般を研究
12・29 年末大掃除
1974(昭和49)年 主任：伊藤神父 田代神父
1・ 1 新年のミサ 午前零時半より

★日中貿易協定調印

6・2 教会創立十周年記念講演会 講師 藤瀬五郎氏

小野田元少尉ルバング島 より帰

9・8 教会十周年記念バザー 収益787,920円

還

10・6 教会学校5・6年生の父兄会 受験準備、クラブ活動等と子供
の宗教教育をどうするかについて
10・27 十周年記念で聖堂内のマイク増設、乳児室へのスピーカー取
り付け、教会学校教材として幻灯機、スクリーンを購入

名古屋市民、新幹線の騒音・

振動の差し止め等要求、提訴 日
韓大陸棚協定
日中航空協定
米ニクソン大統領辞任

11・28 ドバール、ルーベル両師に時計贈呈

朴大統領狙撃事件

12・ 1 十周年記念式典は、新年1・5に行うと決定

高校進学率90%を超す

1975(昭和50)年 主任：伊藤神父 田代神父
3・27 鈴木勁介・山本紀幸神学生、山手教会で教会奉仕者に選任され
る。小林陽一神学生は助祭に。

★山陽新幹線岡山・博多間開業。
ベトナム戦争終結、南ベトナム臨

3・30 復活祭 もちつき

時革命政府を承認。日本赤軍、ク

5・11 御昇天の祝日、当教会で山手地区一粒会総会

アラルンプール米大使館等占拠。

6・15 講演会・講師：田中澄江さん

人口1億1千万人を突破。
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箱根巡礼：強羅教会

1976(昭和51)年 主任：伊藤神父 田代神父
4・4 大池公園に遠足。18日、復活祭もちつき

★郵便料金値上げ。

5・3 バザー。夏期学校資金調達のため

ロッキード献金事件表面化。24

6・20 横浜地区聖体大会(横浜雙葉学園)

年ぶりに憲法記念式典開催。核拡

8・20 ～22日まで横浜雙葉学園で「第十三回カトリックセミナー」

散防止条約批准。ロッキード事件

9

大学学連「現実の生活の見直し」の年間目標の前期総轄

11・3 鈴木勁介、山本紀幸神学生、助祭叙階、小林陽一助祭は司祭に

で、丸紅前専務大久保利春らを逮
捕。続いて、田中前首相を逮捕。

叙階(静岡、吉原教会)
1977(昭和 52)年 主任：伊藤神父(5 月まで) 田代神父
１・16 成人式の記念

★ロッキード事件、丸紅、児

2・ 6 二十六聖人の記念ミサ

玉、小佐野ルート初公判。日

4・10 復活祭、子供ミサ、もちつき

韓大陸棚協定可決。領海12カ

5・29 聖霊降臨の大祝日。伊藤神父送別会、田代神父主任歓迎会

イリ、漁業専管水域200カイリ

6・１ 伊藤神父、逗子教会へ転任、主任：田代神父。

実施 日本赤軍、日航機ハイ

9・15 敬老の日、一粒会会員総会(横浜カトリックセンター)

ジャック 東京でアジア初の

12・４ 鈴木勁介助祭、山手教会で司祭に叙階

社会主義インターナショナル

12・11 鈴木新司祭、二俣川で初ミサ

首脳会議。王選手756号ホーム

12・27 ～29日まで、上野毛黙想の家で大学生のための黙想会

ラン国民栄誉賞受賞

1978(昭和53)年 主任：田代神父 原木神父
1・5 ～７日まで、石神井黙想の家で、高校生のための黙想会

★新東京国際空港(成田空港)

1・22 教会増改築のための建設委員会設置

開港、反対派、管制塔に乱入

3・3 共同回心式・黙想会

宮城県沖地震 農林省、農林

3・5 国井神父講演

水産省と改称 北京で日中平

3・26 復活祭、もちつき

和友好条約調印 中国の鄧小

4・2 原木哲夫神父歓迎会

平副首相来日－日中平和友好

一信者の献金により、箱根強羅教会所有の墓地の一区画を取

7

得(聖ヨハネ墓地)
10・22 元栄光学園校長グスタフ・フォス神父の講演会
11・５ 聖ヨハネ墓地への墓参

条約批准書交換 稲荷山古墳
出土の鉄剣に115文字確認
10・16 ヨハネ･パウロⅡ、第
264代ローマ教皇に就任

1979(昭和54)年 主任：田代神父 原木神父
2・11 26聖人祭。書道、絵画、写真展開催

★国公立大学第1回共通一次

4・15 復活祭。聖堂増改築完成祝賀会

試験 米中国交正常化 中国

4・20 ベテル聖書研究会始まる

鄧小平副首相来日 本州・四

7・8

中高生広島巡礼にあたり、広島教区長谷川神父の講演

国連絡橋尾道～今治ルート開

9・1

映画「マザーテレサとその世界」上映

通

9・15 一粒会会員総会(横浜カトリックセンター)

カーター米大統領来日

イラン＝イスラム共和国樹立

10・

上智大学ヨゼフ・ピタウ神父の講演会

エジプト・イスラエル平和条

11・4

聖ヨハネ墓地へ、強羅教会と合同の墓参

約調印 英、保守政権サッチ

11・11 保土ヶ谷教会との交流、情報交換会

ャー内閣成立 朴大統領暗殺

12・16 廃品回収(中学生クリスマス運動の一環)

ソ連軍アフガニスタンへ侵攻

1980(昭和55)年 主任：田代神父 原木神父
1・15 浜尾司教、第7代横浜教区長に就任

★「中ソ友好同盟相互援助条

3・14 ～16日、黙想会

約」失効。イラン･イラク戦争

4・21 ～５・10まで、田代・原木両神父の聖地巡礼

。海自、環太平洋合同演習に

8・15 ～17日まで、中学生合宿、学連夏合宿

初参加。大平首相没。初の衆

8・23 ～25日まで、全国青年大会長崎にて開催、当教会も出席

参同日選挙。情報公開法を求

10・26 教会創立15周年記念ミサ及び信徒大会

める市民運動発足。JOCモスク
ワ五輪不参加決定。

1981(昭和 56)年 主任：原木神父 細井神父
2・23 ～26日まで、ローマ教皇ヨハネ・パウロⅡ訪日 後楽園球場
でのミサの折、当教会婦人4名が奉仕

★2月7日、初の北方領土の日
開催 ヨハネ・パウロⅡ来日

3・ 8 田代神父歓送会 田代師三笠教会へ

、広島で平和をアピール

5・17 細井神父歓迎会

エジプト、サダト大統領暗殺

11・ 8 箱根墓参

福井謙一氏、ノーベル化学賞

11・15 七五三の祝い

受賞 気象衛星ひまわり打上

12・20 クリスマス会

成功

1982(昭和57)年 主任：原木神父 細井神父
2・14 映画「日本二十六聖人」上映。

★500円硬貨発行 東北新幹

3・28 黙想会

線大宮－盛岡間開業 フォー

4・11 復活祭、子供もちつき

クランド紛争起こる 松本智

6・20 青年会、寿町ドキュメントフィルム｢生きる｣上映

津夫（オウム代表・麻原彰晃

6・24 ～7・21日、スリランカで全アジア学生会議、原木神父出席

）

7・25 聖ミカエル合唱隊・ヨゼフ学園合唱隊合同演奏会

が薬事法違反容疑で逮捕され

10・17 中学生主催映画「予告・人間を返せ」上映

る

10・24 講演会。講師：日本カトリック正義と平和協議会

記述が日中共同声明に違反と

委員行宗一氏、テーマ「平和を考える」
11・７ 箱根墓参

中国政府、歴史教科書の

抗議 長崎の被爆者、国連特
別総会で核廃絶の訴え 上越

1983(昭和58)年 主任：バーク神父 原木、細井神父は4月まで

新幹線大宮－新潟間開業

3・20 四旬節のための黙想会
4・3 復活祭 原木・細井両神父の歓送会 バーク神父歓迎会

★青函トンネル開通 元フィ

6・12 堅信式－47名

リピン上院議員アキノ暗殺

横浜オルガン工房と「BR－１S」購入の契約

7

7・22 ～23日、有志による富士登山

米ユネスコ脱退 米原子力空
母、佐世保入港 初の死刑囚

10・16 講演会、荻原神父、「家庭内の教育について」

再審、免田被告に無罪判決

10・30 バザー

東京ディズニーランド開園

12・25 クリスマス、愛の運動

ソ連軍、大韓航空機撃墜

1984(昭和59)年 主任：バーク神父
2・5

二十六聖人祭

ロッキード事件で田中元首相
に有罪判決

4・29 ドバール、ルーベル両神父来日歓迎会

★財田川事件の谷口被告に無

7・8

6月納入の新オルガンで和久径智子さんの演奏

罪判決。グリコ社長誘拐、グ

7・

教会学校等によるミニバザー及び古本市

リコ・森永事件に発展。柔道

9・29 保土ヶ谷教会委員会と当教会委員会との交流会

の山下泰裕六段に国民栄誉賞

10・21 カトリック新聞編集長熊本洋氏講演会、テーマ「信徒の使命」

授与。中・英が1997年香港返
還文書に調印。インド、ガデ

12・25 婦人会ミニバザー

ィー首相暗殺。

★ヨハネ・パウロⅡの言葉：現代人は仕事の奴隷となり、レジャーによって自分を甘やかしてしまい、
体の外部を飾ったり、美しくするために多くの犠牲を払いながら、心を枯渇させてしまい、自分のホー
ムを立派にしながら、家で真にくつろぐことができず、所有物のみを評価し、存在することの重要性を
忘れ、自分の持ち物を自分の神でもあるかのように絶対視しがちである。
1985(昭和 60)年 主任：バーク神父
3・ 3 二十周年記念ミサ、

★かい人21面相を名乗るグル

3・17 雨宮神父、黙想会

ープが森永製品に青酸を入れ

5・26 堅信式、43人受堅

る。東北・上越新幹線の上野

6・23 大和教会で隣接教会(大和、相模原、秦野、厚木、二俣川)との

乗り入れ開業。男女雇用機会

話し合い(テーマ：日本の教会の基本方針と優先課題)

均等法成立。NTT、日本たば

8・ 4 二俣川教会案内改訂版完成

こ産業(株)発足。外国人登録

9・ １保土ヶ谷教会との交流会

で新指紋採取方式開始。日光

10・20 二十周年記念バザー

ジャンボ機墜落、520人死亡。

10・27 講演会、毎日新聞論説委員徳岡孝夫氏

ソ連チェルネンコ書記長没。

11・ 3 平和を求める集い(テーマ：フィリピンと日本)

後任ゴルバチョフ。

1986(昭和61)年 主任：バーク神父
3・21 芹沢雅仁助祭、司祭叙階式 於：当教会

★男女雇用機会均等法施行。

8・ 2 ～5日、四阿高原山の家で、中和田教会中学生会との合同合宿

藤尾文相「日韓併合は韓国に

9・14 敬老の集い

も責任がある」と発言し、罷

9・28 李相鎬氏講演会、「指紋押捺拒否」於・山手教会地下ホール

免さる。社会党委員長に土井

10・26 今まど子氏講演会、テーマ「情報社会を生き抜くために」

たか子氏。フィリピンで、ア

11・16 1987年が「横浜教区五十周年」にあたるため、横浜雙葉学園

キノ大統領就任。ソ連チェル

で教区実行委員と16地区より選出の地区実行委員との会合

ノブイリ原発事故発生。

1987(昭和62)年 主任：バーク神父
2・14 土呂久訪問

★調査捕鯨を巡る日米交渉決

3・ 8 四旬節第一週、横浜教区設立五十周年祝祭開始

裂。国鉄民営化、115年の歴史

4・26 教区五十周年のための七教区の実行委員会が当教会で開催

に幕。沖縄国体で日の丸掲揚

5・17 一粒会主催で女子パウロ会への見学

と君が代斉唱が問題化。民間

6・14 ～21日横浜のカトリックセンターで青年たちの共同生活

労組連合会(連合)発足。プロ

10・11 近隣七教区合同懇談会、於：当教会

野球連続試合出場の衣笠選手

10・25 教会バザー

に国民栄誉賞。大韓航空機撃

11・１ 横浜教区五十周年地区合同ミサ、於：横浜雙葉

墜事件

1988(昭和63)年 主任：バーク神父
3・21 芹沢博仁助祭、司祭に叙階

★青函トンネル開業。瀬戸大

4・24 横浜教区五十周年記念野外ミサ、於 栄光学園約６千人参加

橋開通。リクルート疑惑表面

5・22 聖霊降臨祭、横浜教区設立五十周年祝祭行事終了

化。アフガニスタン和平合意

7・31 納涼大会

文書調印。イラン・イラク戦

10・30 講演会、粕谷浩一神父、「心と世界」

争、7年8ヶ月ぶりに停戦。ソ

11・20 教会再建に関する信徒総会

ウル五輪開催。

★教会創立二十周年に際しての浜尾文郎司教の祝辞、抜粋。
二俣川教会創立二十周年を心からお祝い申し上げます。ヨハネ･パウロⅡ教皇様が 1981 年訪日なさった際、
広島の平和アピールで強調なさった言葉が想い出されます。「過去を振り返ることは将来に責任を持つことで
す」というお言葉です。今二俣川教会としては、これからの将来に大きな責任のある時に来ていると思います。
貴教会の地域社会の人々が、何を喜び、何を苦しみ、何を求めているかをよく調べて下さい。そして教会とし
て、どのように手を差しのべられるかを皆で工夫し、実践して下さい。

1989(平成元)年 主任：バーク神父
3・12

古川勉助祭、司祭に叙階

昭和天皇没(87歳)。平成と改

3・22

林健久神学生、助祭に叙階

元、消費税スタート。リクル

4・23

第二回信徒総会

ート事件で、中曽根元首相を

4・30

白木信一氏、聖ヨゼフ学園にて司祭に叙階

証人喚問。米、ブッシュ大統

7・16

56人の堅信式

領就任。中国天安門事件。ベ

10・15 教会建設委員会発足 教会バザー

ルリンの壁、事実上消滅。佐

10・22 沢田神父講演会「高く、深く、和を広く」

賀吉野ヶ里遺跡で国内最大級

11・ 3 教会建設推進委員会を解散、建設委員会に引継ぎ

の弥生時代の環濠集落を確認

12・30 建設委員会規約と役員決定

。美空ひばりに国民栄誉賞

1990(平成２)年 主任：バーク神父、高橋神父
1・14 青年のミサ、新成人・新社会人のお祝い

★初の大学入試センター試験

3・11 聖マリア小学校校長木村義男神父による黙想会

実施 国際花と緑の博覧会開

第11回地区福音宣教委員会（於：磯子教会）

催

日銀、公定歩合１％引き

3・21 (水)林健久助祭の司祭への叙階式(当教会)

上げ ソ連大統領にゴルバチ

4・21 ～22日、第二回横浜教区宣教司牧評議会

ョフ 韓国慮泰愚大統領来日

7・22 今後｢世の光｣の発行は年3～4回とする。教会委員会の議事

女子高生校門圧死事件 イラ

内容等をまとめた｢教会だより｣を毎月第一日曜日に発行する
9・24 横浜地区一粒会大会（於：藤沢教会）

ク、クウェートに侵攻
東西ドイツ統一

1991(平成３)年 主任：バーク神父、高橋神父
1・15 ヨゼフ会新年総会、18日マリア会新年総会

★ソ連ゴルバチョフ大統領来

3・17 スナイダー神父講演会

日、福井県美浜原発で事故発

4・７ お花見

生

牛肉・オレンジ輸入自由

5・23 マリア会、田代神父の清水教会へ巡礼。3・4・5月の3ヶ月

化

長崎雲仙岳で火砕流発生

で牛乳パック計81.4㎏を回収（トイレットペーパー407個分）
7・14 教会建設に関する第1回選考委員会

湾岸戦争 カンボジア和平協
定調印 ソ連解体、独立国家

11・24 加賀乙彦氏講演会

共同体に改変 千代の富士引

12・24 世の光で｢子供の信仰教育｣を特集

退、通算1045勝

1992(平成４)年 主任：バーク神父、高橋神父 4月から鵜飼神父
1・10 マリア会新年総会、60余名参加

★脳死臨調「脳死は人の死で

1・12 ヨゼフ会新年総会 年会費、千円から二千円に

ある」東海道新幹線「のぞみ

3・20 鈴木助祭、司祭に叙階 チャリティーコンサート

」が運行開始 バルセロナ五輪

4・4

南米ウルグァイより中山神父来日

4・19 復活祭ミサ後、バーク、高橋両神父との送別会 贈り物：バー

宮沢首相訪韓、従軍慰安婦問
題で公式謝罪 佐川急便事件

ク師にバイク、高橋師にストラ

で自民党の金丸信元副総裁を

4・23 後任の横須賀大津教会の鵜飼神父着任

起訴 国連平和維持活動協力

6・28 26聖人会練成会 聖ペトロ聖座への献金

法案可決、名古屋市の服部剛

8・ 6 ～15 平和旬間

丈君が米で交換留学中銃で撃

10・18 教会バザー 世界宣教の日

たれて死亡日本人宇宙飛行士

11・22 重兼芳子氏講演会 聖書週間(15～22)

毛利衛ら7人が搭乗したスペ
ースシャトル打ち上

1993(平成５)年 主任：鵜飼神父
2・21 堅信式 教会学校で佐古神学生より堅信式の話

★チェコとスロバキアが分離

4・ 4 三浦海岸教会献堂式 本柳神学生が来る

公定歩合引下げ2.5% 皇太子

4・11 復活祭 再建9号発行

徳仁親王成婚 内閣不信任案

5・ 8 修善寺の［虹の郷］に子供同伴の遠足

可決、八党派連立の細川内閣

5・30 磯子教会で一粒会第三地区会議開催

成立 曙が外国人初の横綱に

6・27 逗子教会で、第37回湘南地区聖歌隊交歓会

昇進 米クリントン新政権発

11・ 7 教会再建のための信徒総会 移転推進委員会発足

足

11・21 吉山神父講演会｢性教育について｣

米露STARTⅡ調印 マースト

12・15 中山神父ウルグァイへ帰国 ストラ贈呈

リヒト条約発効

北海道南西沖地震発生

1994(平成６)年 主任：鵜飼神父、河野神父
2・27 横浜地区｢聖歌のつどい｣山手教会で開催

★南ア黒人初の大統領にマン

4・ 3 復活祭 教会誌｢世の光｣復活

デラ氏選出 中華航空機、名

4・10 当教会建設中、中和田教会借用についての打合せ

古屋空港着陸直前に墜落 社

5・ 1 河野神父歓迎会

会･自民・さきがけ3党連立の

5・14 建設業者の入札 岡山建設に決定

村山内閣発足 青森三内丸山

5・31 岡山建設との契約 見積額18,850万円

遺跡で縄文時代最大の集落出

6・26 起工式

現

12・25 セントメリー幼稚園、中和田教会でXマスミサ

関西空港開港 大江健三

郎ノーベル文学賞受賞

1995(平成７)年 主任：鵜飼神父、河野神父
3・ 5 灰の式、洗礼志願式 於：中和田、セントメリー
3・31 役所検査無事終了

★阪神大震災発生 地下鉄サ

4・12 聖堂関係の引越

リン事件発生 東京都知事に

4・28 ドバール師来日(～５・17)

青島幸男氏 村山首相、戦後5

4・29 濱尾司教、司教叙階25周年

0年に際しアジア諸国の人々

5・ 3 献堂式、パーティ

に謝罪 野茂投手、大リーグ

5・27 チャリティーコンサート、６・24、７・22にも

ドジャース入団 フランス、

7・22 田代和生、上原功、熊本建郎各師司祭叙階25周年

ムルロア環礁で地下核実験

10・29 新聖堂での初の新築感謝・ふれあいバザー
11・19 一粒会企画｢呼ばれています！いつも｣細井神父
1996(平成８)年 主任：鈴木真神父、河野神父

イスラエル、ラビン首相暗殺
沖縄で米兵による小学生暴
行事件

1・14 ヨゼフ会新年会 19日：マリア会新年会
3・10 山手教会で信徒養成セミナー｢教会って何？｣

★薬害エイズ訴訟、正式和解

4・ 7 鵜飼師送別会、復活祭ミサ後

東京地検、前帝京大学副学長

4・13 渡邊裕成司祭叙階 14日：鈴木真神父歓迎会

、ミドリ十字の元・前・現社

5・19 パウロ・グリン神父講演会

長等を逮捕 アトランタ五輪

5・25 保土ヶ谷区のぞみグループの｢手話ダンスの夕べ｣
7・ 7 堅信式、濱尾司教

沖縄米軍基地縮小で日米合
意病原性大腸菌O－157による

10・27 ふれあいバザー 売上げは建設返済、福祉へ寄付

食中毒、全国で猛威 藤子不

11・17 山手・二俣川の中・高・青年神山復生病院訪問

二雄、遠藤周作死去、広島原

12・ 8 東京教区の三好満神父の講演会｢福祉の理念｣

爆ドームが世界遺産に登録さ
れる

1997(平成９)年 主任：鈴木真神父、渡邊神父
2・ 2 26聖人殉教400年記念ミサ 濱尾司教司式

★茨城県東海村で爆発事故と

2・ 4 ～7日、横浜教区の、26聖人殉教400年記念長崎巡礼

放射能漏れ事故 災発生消費

大浦天主堂、ドロ記念館、西坂、天草

税５％導入 神戸連続児童殺

3・30 復活祭パーティの中で河野神父送別会

傷事件 英領香港、中国に返

4・ 7 54名の、13日間のイタリア巡礼、バーク師

還

5・10 26聖人殉教400年祭実行委員会発足

ヌ文化振興法成立 臓器移植

5・13 渡邊裕成神父歓迎会

法成立 マザー・テレサ死去

6・29 講演会｢宣教400年の歩み｣尾原悟神父

長野新幹線開業 北海道拓殖

8・10 横浜教区｢97平和旬間｣本田哲郎神父講演会

銀行、山一証券経営破綻 地

11・23 26聖人殉教400年祭実行委員会主催｢江戸切支丹巡礼｣浅草教

ダイアナ妃事故死 アイ

球温暖化防止京都会議

会、切支丹屋敷跡、高輪教会等
12・ 7 鈴木勁介神父による｢26聖人殉教400年｣閉祭ミサ
1998(平成10)年 主任：鈴木真神父、渡邊神父
1・18 成人、新社会人のお祝い 青年によるミサ

★奈良県天理市の黒塚古墳で

2・25 灰の水曜日

銅鏡34枚が出土 冬季オリン

3・ 8 建設資金返済についての信徒大会

ピック長野で開催 携帯電話

3・22 芹沢博仁神父叙階10周年のお祝い

とPHS4000万台突破 奈良県

4・12 復活祭 ミサ後パーティー

明日香村のキトラ古墳で星宿

6・27 司祭召命の集い 於：葉山祈りの家

などの壁画を確認 同村飛鳥

8・ 9 国際平和ミサ、平和の集い 於：中原教会

池遺跡で、日本最古の貨幣｢富

9・13 敬老の集い

本銭｣出土 サッカーW杯日本

12・12 共同回心式

初出場 印パ核実験

1999(平成11)年 主任：鈴木真神父、渡邊神父
2・17 灰の水曜日
2・28 黙想会、金子神父

★EU単一通貨ユーロを仮想通

3・27 ヨハネ・パウロⅡ、横浜教区長に梅村師を任命

貨として導入 コロンビア大

3・28 枝の主日ミサに鶴見教会ボーイスカウトが参加

地震が発生、犠牲者1000人以

5・15 梅村昌弘師、白柳枢機卿の司式により司教に叙階 於：横浜雙

上

葉学園 司教18名、司祭200名参加

臓器移植法施行後初の脳

器移植手術 山口県光市母子

5・30 白木信一神父、叙階10周年のお祝い

殺害事件 地方分権一括法成

8・ 8 平和旬間 鶴見教会で国際平和ミサ

立

8・12 近藤雅弘神父の講演会｢人間関係の鍵・愛｣

施設「JCO」で臨界事故が発生

11・14 磯子教会で第3地区宣教委員会、七五三のお祝い
12・11 共同回心式、イエズス会イバニエス神父

東海村の民間ウラン加工

マカオがポルトガルから中
国に返還

2000(平成12) 主任：鈴木真神父、渡邊神父
1・16 新成人、新社会人のお祝い

★1984年のグリコ森永事件の

3・19 林健久神父叙階10周年のお祝い

時効成立 小渕・竹下元首相死

7・ 2 ドバール神父叙階50周年(金祝)

去 非拘束名簿式比例代表並

11・ 3 ドバール神父、日本政府より｢勲五等瑞宝章｣受賞

立制導入 シドニー五輪マラ

11・11 大聖年巡礼、神山復生病院、御殿場教会

ソンで高橋尚子金メダル世田

11・26 堅信式、受堅者60人

谷一家殺人事件

2001(平成13)年 主任：鈴木真神父
2・ 4 26聖人のお祝い

★大阪教育大学付属池田小学

3・24 共同回心式

校児童殺傷事件 明石花火大

4・15 復活祭、渡邊神父、保土ヶ谷教会へ移動、送別会

会の見物客11人死亡 東京デ

5・13 転入信徒の集い、バーベキュー大会

ィズニーシー開園 日本初の

5・31 ミサ後鵜飼神父叙階20周年のお祝い贈呈

狂牛病感染の乳用牛を発見米

7・ 8 新信徒の集い

同時多発テロ事件 米アフガ

10・ 4 日本司教協議会の米同時多発テロに関する声明

ニスタンへ空爆開始 野依良

10・26 当教会と立正佼成会合同の世界平和のための祈り

治ノーベル化学賞受賞 皇太

11・25 防災訓練、大掃除

子妃・雅子様第1子ご出産

2002(平成14)年 主任：ケン神父
3・ 3 黙想会、鹿島田教会ソン神父

★欧州12ヶ国で単一通貨ユー

3・17 青年のギター伴奏のミサ、鈴木神父叙階10周年

ロが流通開始 日・韓共催のサ

3・31 復活祭、ミサ後鈴木神父送別会

ッカーＷ杯で日本はベスト16

4・ 7 ケニス・メーザー(ケン)神父歓迎会

、韓国はベスト4、優勝ブラジ

5・19 ミサ後、転入信徒の集まりと、バーベキュー大会

ル 北朝鮮の金正日総書記が

6・ 9 ミサ後、ケン神父叙階20周年祝賀会

日本人拉致事件を認め謝罪

7・23 ～28日 カナダ、トロントで世界青年大会

田中耕一氏がノーベル化学賞

9・29 ピエール・ロバート師講演会『風の中に種をまく』

、東大小柴昌俊名誉教授が物

11・24 堅信式 受堅者12人

理学賞を受賞 日本人拉致被

12・8 鈴木勁介神父、叙階25周年(銀祝)祝賀会

害者5人帰国

2003(平成15)年 主任：ケン神父
2・ 9 26聖人祭、昨年度決算、今年度予算の説明

★北朝鮮が核拡散防止条約（N

3・30 一日黙想会、指導マウリツィオ神父

PT）から脱退 横綱貴乃花引

4・19 復活徹夜祭、行列を作って入堂

退

6・ 6 マリア会主催｢多国籍料理を楽しむ会｣

綱に昇進 イラク戦争

8・24 第三地区福音宣教委員会代表者会議

新型肺炎SARS猛威 宮城県

9・28 日本カトリック信徒宣教者会活動報告

北部と北海道釧路沖で地震発

朝青龍モンゴル人初の横

10・24 横浜市総合リハビリテーションセンター見学

生

11・30 避難訓練、｢脳卒中リハビリと介護｣の講演会

横綱武蔵丸引退 米軍がイラ

12・13 共同回心式、21日、教会のクリスマス会

クのフセイン元大統領を拘束

東海道新幹線品川駅開業

2004(平成16)年 主任：マウリツィオ神父、林神父
2・29 合同洗礼志願式 於：藤沢教会

★自衛隊をイラクへ派遣 狂

3・28 一日黙想会、アトメント会白木信一神父

牛病のため米国産牛肉の輸入

4・11 復活祭、ケン神父米帰国のための送別会

停止 福井県の美浜原発で蒸

4・18 マウリツィオ、林大樹両神父の歓迎会

気漏れ事故、作業員5人死亡

5・23 地区世話人・連絡員の集まり

アテネ五輪 マリナーズイチ

7・ 4 マウリツィオ神父銀祝のお祝い

ロー、シーズン最多安打記録

7・11 松浦悟郎司教講演会｢命への奉仕｣と懇談会

を84年ぶりに更新262安打 東

8・15 ミサ中、成人と幼児の洗礼式

北楽天イーグルス誕生 イン

9・19 敬老の祝い、23日：一粒会大会

ドネシアのスマトラ島沖でM

12・19 子供のミサで聖劇

9.0の地震発生

2005(平成17)年 主任：ジャック神父
2・ 6 堅信式(19人)、26聖人のお祝い

★京都議定書発効 個人情報

2・13 伊藤聰助祭、沖縄で司祭に叙階

保護法全面施行 愛知で日本

3・27 復活祭、マウリツィオ神父は藤が丘教会、林神父は富士吉田教

国際博覧会開催 尼崎で福知

会へ移動 後任はジャック・グルニエ神父

山線脱線事故 知床、世界自

4・ 2 教皇ヨハネ・パウロⅡ死去(84歳)

然遺産に登録 郵政民営化法

9・23 ～25日、第31回カトリック｢正義と平和｣全国集会(於：横浜

案成立 車の暴走でサレジオ

11・

雙葉学園)

学院生徒3人死亡、6人重傷マ

聖堂大規模改修工事

ンションの耐震強度偽装問題

12・４ 入院中の伊藤淑雄神父に金祝のお祝い贈呈
2006(平成18)年 主任：ジャック神父

★ライブドア事件 冬季トリ

2・ 5 26聖人の祝日、提灯行列、説明パネルの掲示等

ノオリンピック オウム真理

2・19 伊藤利之氏｢介護保険について｣の講演会

教松本被告の死刑確定 阪神

3・ 5 藤沢教会にて横浜教区合同入信志願式

金本選手、904試合連続全イニ

3・26 鵜飼神父叙階25年(銀祝)のお祝い

ング出場で世界新記録 耐震

5・21 第40回世界広報の日

強度偽装事件の容疑者逮捕サ

8・11 ～14日、第三地区高校生大会(於：長野清泉女学院)

ッカーW杯ドイツ大会

9・17 敬老の集い 70歳と88歳になる方々

秋篠宮さま男子ご出産。名前

11・12 七五三のお祝い

は「悠仁」さま 福島佐藤知

11・

事逮捕

19、26日、子供の共同回心式

12・24 19：00のミサは外国籍の方々のため
2007(平成19)年 主任：ジャック神父

★「不二家」消費期限偽表示

2・ 4 26聖人のミサ バーク神父金祝のお祝い

長崎市の伊藤一長市長が拳銃

2・12 藤沢教会で、教区春期典礼研修会

で撃たれ死亡 ロシアのエリ

3・ 9 世界祈禱日・於：日本バプテスト横浜教会

ツィン前大統領死去 松岡利

3・24 今泉神学生、上野毛カルメル修道院で叙階

勝農林水産相首吊り自殺 教

5・13 磯子教会で50周年記念式典

育改革関連3法が国会で可決、

7・21 ユリの会、チャリティーコンサート

成立 新潟中越沖地震

7・22 ミサ後、車椅子安全操作講習

沖縄の集団自決問題拡大 郵

10・14 堅信式

政民営化スタート 赤福、吉

11・10 東京巡礼

兆製造年月日、産地等偽装

11・11 濱尾枢機卿通夜
2008(平成20)年 主任：ジャック神父

★時津風部屋力士傷害致死事

1・13 青年のミサ、昨年8月に叙階された濱田神父司式

件

3・ 7 世界祈禱日 世界キリスト教女性信者の集会

歳の少女を強姦 イージス艦

4・13 復活節第四主日：世界召命祈願の日

あたご衝突事故、漁師2名が行

6・15 ～22日、ケベック市で第49回国際聖体大会

方不明 チベット・ラサで大

6・28 ～09年6月29日まで｢聖パウロの年｣

規模暴動 サブプライムロー

7・13 第三地区共同宣教司牧委員会・親睦会

ン問題で、米リーマン・ブラ

沖縄県の米海兵隊員が14

10・ 5 ～11月24日、188殉教者のための特別な祈り

ザーズ、AIG等が破綻秋葉原通

11・24 ペトロ岐部と187殉教者、長崎で列福

り魔事件

12・21 ミサ中に典礼への奉仕として教会学校による聖劇
2009(平成21)年 主任：ジャック神父
1・11 新司祭谷脇慎太郎神父の初ミサで青年のミサ

★オバマ大統領就任 裁判員

3・ 8 ～22日、静岡西部移住労働者支援の献品・募金

制度始まる ゼネラルモータ

4・17 聖ペトロ聖パウロ労働宣教会レミ神父の講演会

ーズ破産 足利事件で菅家利

5・ 9 お母さんに贈るチャリティーコンサート

和さん釈放 新疆ウイグル自

6・23 マリア会巡礼遠足、カテドラル・巣鴨地蔵通り

治区で暴動発生。衆議院総選

9・13 敬老の日 招待は満77歳、記念品は70歳以上

挙で民主党が歴史的勝利イチ

10・25 バザーに替えてふれあいデー、利益13万4千円

ローがメジャー初の9年連続2

11・29 堅信式、20名

00本安打 普天間問題、沖縄

12・12 共同回心式、黙想会 植栗神父

で強い反発

2010(平成22)年 主任：ジャック神父
2・14 信徒集会：名簿の個人情報開示範囲等

★ハイチでＭ7.0、首都直撃、

2・21 マリア会のハイチ地震災害救援募金活動

大統領宮殿倒壊 朝青龍引退

3・13 黙想会と共同回心式

足利事件再審、菅家さん無罪

3・28 枝の主日ミサ後、｢聖書と音楽による瞑想｣

裁判長が謝罪 ギリシャで財

4・25 世界召命祈願日 ｢召命の集い｣

政危機 国債暴落 ノーベル

6・20 ～7月11日まで、納骨堂建設のアンケート

平和賞に獄中の民主活動家、

7・ 4 ドバール神父叙階60周年の祈りと記念写真展

劉暁波氏 チリ鉱山落盤事故

7・ 5 アンナ会主催茶話会とミニリサイクルショップ

、33人救出完了メドベージェ

9・26 世界難民移住移動者の日

フ露大統領、国後島訪問

2011(平成23)年 主任：ジャック神父
1・23 末吉町教会建て替え支援のため第1回準備委員会

★宮城県沖約130キロで巨大

1・30 第三地区共同宣教司牧委員会

地震発生。震度７、Ｍ9.0と観

2・13 信徒集会、共同納骨堂の件等

測史上最大規模 死者・不明

2・20 第1回教会案内編集委員会、次回は3月27日

約2万人 福島原発1～3号機

5・ 3 第三地区合同バザール 於：山手教会

メルトダウン 浜岡原発停止

5・22 東日本大震災援助のための古着市

米、ビン・ラディンを殺害

7・26 磯子、港南、保土ヶ谷、二俣川の4教会が共同管理・運営する墓地

サッカーなでしこ初優勝

を梅村司教が承認
9・ 4 ボリビアデー
11・23 来年の横浜天主堂献堂150周年記念のためのミサ

アラブの春でリビアのカダフ
ィ大佐死去 北朝鮮の金正日
総書記死去

2012(平成24)年 主任：李廷胤神父
2・19 信徒集会

★東京スカイツリー完成

4・ 8 復活祭、ジャック神父磯子へ転任、

オウム平田、後に菊地、高橋

4・15 李廷胤神父歓迎会

容疑者逮捕 露プーチン大統

5・ 4 ～6日、被災地の今を見るバスツアー：南三陸

領復帰 北鮮金正恩氏が第一

5・27 聖霊降臨、26聖人列聖150周年、溝部司教ミサ

書記に オスプレー配備問題

同日川崎臨港警察官が貝塚教会内に無断立入り
9・16 敬老の集い、77歳以上

ロンドン五輪 消費税増税法
可決 山中教授、ノーベル嘗

10・28 チャリティーバザー

受賞 オバマ大統領再選 中

11・24 横浜天主堂献堂150周年記念ミサ・講演

国国家主席に習近平氏 韓国

11・25 王たるキリスト 韓国李基憲司教との懇談会

は朴槿恵氏、女性初

2013(平成 25)年 主任：李廷胤神父
2・17 信徒集会 教会50周年に向けた説明会

富士山が世界文化遺産に登録

3・17 ベトナム人タム神父のミサと黙想会

参議院選挙で自公勝利 1960

4・22 ～26日、李神父と12名の韓国巡礼

年以来初の人事院勧告なし

5・19 末吉町教会再建支援演奏会 芹沢神父叙階25周年のお祝い

福島原発汚染水問題深刻化

5・25 ～26日、李神父と中高生が南三陸訪問

東京地検、原発事故の責任者

6・ 9 5月6日に叙階された田邊新司祭の初ミサと祝賀

全員を不起訴処分 2020年の

6・15 19日の両日、ジャック神父の送別会

東京五輪開催決定 楽天田中

7・21 梅村司教による堅信式、16名

開幕24連勝 東京地検特捜部

9・16 ｢一つになろう７つの教会｣の催し、三地区合同

、徳田毅衆議院議員の姉ら6

10・10 ～11月末まで空調設備取替え工事

人を逮捕 特定秘密保護法強

11・ 4 李神父司式、共同墓地追悼ミサ

行採決 猪瀬東京都知事辞任

11・23 神学院ザビエル祭

