
教会の歩む方向性は？

に気づかされました。私自身、このようなビ
ジョンになったのは、驚きであり、また納得で
もありました。
　参加者の方々とこの案を検討しましたが、今

までのワークショップの
中で、一番盛り上がりま
した（かえって疲れた人
もいたが）。
　特に、現代社会の人び
との叫びは何かという問
いかけには、深刻な問題
や熱い意見が寄せられ、
前に向かって歩んでいき
たいという希望を感じる
ことができました。この
議論に参加した人が教会
全体の人数から見れば、
ごく一部だったのはもっ
たいないと思ったくらい
です。

　これからビジョン案を
確定し、アクション・プ
ランを具体的に考えてい
く作業に入ります。これ
からの歩みについて、意
見のある方はぜひお知ら

せください。

　また、次の 2つの問いを皆さんも考えてみて
ください。
質問 1．皆さんのまわりでどのような「痛み・
　苦しみの声」が聞こえてくるでしょうか。
質 問 2．皆さんが分かち合いたい「福音の喜
び」はどのようなものでしょうか。

英　隆一朗

　昨年の 4月より、教会生活見直しワーク
ショップを始めて 1年が経とうとしています。
非常に強い関心を示してくださる方もおられれ
ば、全く興味のない方もおられます。この 1年
間、スタッフと共に皆さん
の意見を聞きながら、これ
からの歩む方向性を求めて
きました。
　 2月28日（日）の第 5回
ワークショップにて、次の
ようなビジョンを案として
提案しました。それは以下
のようなものです。
　私たちは、祈りにもとづ
く使徒的共同体を生きてい
きます。
　現代の社会では、孤独や
貧困、過度の競争原理や格
差など、反福音的なものに
苦しめられています。それ
に対して、私たちは自分た
ちの殻に閉じこもることは
しません。
　私たちは、同伴者イエ
ス・キリストの使徒として、
貧しい人や弱い人の声を聴
き、仲間と（日本人も外国
人も、老いも若きも）共に、福音の喜びを分か
ち合っていく使命を生きていきます。

　教会の中の問題について、多くの人から膨大
な意見をいただき、私自身も教会内の問題をい
ろいろと思い巡らしていました。しかしながら、
最終的には、私たちは教会の内部に目を向ける
のではなく、この社会に向かって開かれている
ことが、私たちの教会の使命であるということ
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2016 年度の「霊操の会」に関するお知らせ

　2015年度から祈りを深めることを目指し「霊操の基礎を学ぶ会」を始めました。今年度もこれ
を継続し、さらに深めることにいたします。

Ⅰ．【今年度参加できなかった方々を対象にした「霊操の会」】
　　指導司祭：英神父
　　開催概要： 第 2・4金曜日の夕方のミサのあと午後 7時から、今年度と同じ内容の講義を 30分

して、そのあと希望者は 30分ほど黙想をする形の講座とする。初回は、5 月 13 日。
参加申し込みは不要。出欠はとりません。

　　日時： 全 22回（ 5 /13・27　 6 /10・24　 7 / 8・22　 9 / 9・23　10/14・28　11/11・25 
12/ 9　2017/ 1 /13・27　 2 /10・24　 3 /10・24　 4 /28　 5 /12・26）

　　場所：主聖堂

Ⅱ．【今年度の受講生で霊操を実践している方々を対象としたフォローアッププログラム】
　　講師：Sr. 品川（援助修道会）

　・フォローアッププログラム①
　　2015年度の英神父の『霊操』に関する講話、指導を受けた方のフォローアップ講座。
　　実際に祈りと分かち合いの時間を持ち、『霊操』を体得していくための一年間コース。

　　タイトル：「『霊操』を実際に深めるための祈りと分かち合いの集い」
　　日時：第 1・3土曜日の午前 10 時〜 11 時 50 分
　　　　　 全 18 回（ 5 /21　 6 / 4・18　 7 / 2・16　 9 /17　10/ 1・15　11/ 5・19　12/ 3・17　

2017/ 1 /21　 2 / 4・18　 3 / 4・18　 4 / 1）
　　場所：アルペホール
　　定員：60名　＊聖書（新旧）を持参。
　　申し込みと問い合わせ先：Sr.品川　03 － 3269 － 2405

　・フォローアッププログラム②
　　　『霊操』のもとになっているイグナチオの生涯と霊性を学ぶ集い。

　　タイトル：「イグナチオの『自叙伝』を読み、イグナチオの霊性を深める」
　　　　　　　 〈サブタイトル〉 『霊操』はイグナチオ自身の体験によって書かれたものです。イグ

ナチオの自叙伝を読むことによって、彼が目指していたものが何
か分かるでしょう。

　　日時：第 1・ 3 木曜日の午後 7 時〜 8 時 30 分
　　　　　 全 15 回（ 4 / 7　 5 /19　 6 / 2・16　 7 / 7・21　 9 /15　10/ 6・20　11/17　12/ 1　

2017/ 1 /19　 2 /16　 3 / 2・16）
　　場所：302号室
　　定員：20名（原則として全日程参加できる人を優先）
　　申し込みと問い合わせ先：Sr.品川　03 － 3269 － 2405
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“パパ　ママ　ごほん　よんで!!”
　子ども図書では年に 6回、絵本の読み聞かせ
の会を開いています。毎回、聞くと楽しいお話
を読んでいます。
　親子そろって、またはお友達をさそってぜひ
来てください。待ってます。

《開催日》　�5月15日（日）�
6月 5日（日）教会祭☆�
7月 3日（日）�
10月16日（日）�
11月27日（日）クリスマスバザー☆�
2月26日（日）

《時　間》　11：15～ 12：00

《場　所》　 302号室または203A号室 
（当日、案内を掲示します） 
☆の付いている日は図書室です。

　分からないことや詳しいことを聞きたい時は
子ども図書にお尋ねください。

子ども図書

典礼聖歌隊のあゆみ

　典礼聖歌隊は葬儀ミサ・告別式で歌っていま
すが、教会行事では合同聖歌隊に参加し、教会
の要望の際にも歌っています。

　聖イグナチオ教会での葬儀は初代主任司祭の
ホイヴェルス神父様と事務の佐藤さんが旧聖堂
の聖歌隊席から歌っておられました。
　1972年 9月、第二代主任司祭のベチコフェル
神父様は『聖イグナチオ教会人材銀行』に登録
した方々で聖歌隊を結成し、葬儀が突然入るの
で、臨時聖歌隊の名称で葬儀ミサや追悼ミサで
歌うようになりました。
　“死者ミサ及び葬式”という小冊子を使い、
Introitus（入祭文）、Kyrie（求憐誦）、Sequentia
（續誦）、Sanctus（三聖頌）、Agnus Dei（神羊
誦）、In Paradisum（楽園歌）、祭壇と聖歌隊と
の応答もラテン語でした。
　第三代主任司祭の山本神父様の時は、三浦半
島への遠足もありました。また青山斎場や当教
会所属信徒のカテドラルでの葬儀にも出向いて
歌いました。

　1978年10月、第四代主任司祭の薄田神父様は
臨時聖歌隊を典礼聖歌隊とされ、当時の11時の
ミサでも歌っていました。
　練習には中村神父様、作道神父様、松本神父
樣、住田神父様、リバス神父様、オチョア神父
様のご指導を頂きました。オルガニストは坪川
先生から浅井先生、後藤、前田、若山各先生が
ご指導くださいます。

　葬儀は土曜・日曜を除いて、午前の時もあり
ますが、ほとんど午後 1時30分からで所要時間
は 1時間20分前後でしょう。しかし葬儀当日は
前練習のため30分前に入室です。
　練習日は毎木曜日で、午後 1時30分から 3時
まで信徒会館201号室です。当教会所属の方で
隊員を募集しておりますが、特にアルトのパー
トの方大歓迎です。
　私たちは帰天された方のため、ご遺族の方の
ため、共に祈りながら歌わせていただいており
ます。故人となられた聖歌隊員の意志を継いで
42年、これからも心を込めて祈りと共に、教会
活動の一つとして奉仕させていただきたい所存
です。

典礼聖歌隊

メンバー募集中の活動グループへ

　現在メンバーを募集している活動グルー
プで、教会報『Magis』に掲載を希望する
場合は、毎月第 1日曜日までにその旨と活
動状況の原稿を教会報のメールボックスに
お届けください。その内容に応じて順次掲
載いたします。� 　教会報編集部

【写真提供：写真チーム】
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新信徒評議員の紹介（50音順）

坂川　健
　このところ忙しく感じることが多く、教会に
足を運ぶのも主日のミサ以外では、結婚講座や
先唱の役割の時だけになっていました。
　こうして、評議員の職をお与えいただいたこ
とも、「もっとしっかり働け」と言われている
のかもしれないとも感じています。
　できることしかできませんが、できることに
おいては力を尽くしたいと思っております。
　家族である教会の皆様お一人おひとりを意識
していけるように、感謝を込めて働かせていた
だきたいと存じます。
　二年間よろしくお願いいたします。

田渕信也
　ガラルダ神父様の聖書入門講座土曜クラスの
受講を通じて文字通り入門し、受洗から 3年、
同クラスのヘルパーを務めております。まだま
だ慣れないこと、分からないことの多い中、こ
の度図らずも信徒評議員を仰せつかることとな
りました。
　これからの 2年間、司祭、先輩評議員の皆様
のご指導を仰ぎつつ、信徒の皆様との交流を深
め、私たちの共同体のために微力ながらご奉仕
させていただく所存ですので、どうぞよろしく
お願い申し上げます。

武藤泰明
　このたび教会のお手伝いをさせていただくこ
とになりました。どのようにお仕えすればよい
か、何ができるのか、まだよく分かっていませ
んが、これまで評議員をしてこられた諸先輩や
活動グループの方々、そして教会にいらっ
しゃっている信徒の皆様に教えていただきなが
ら、まずは「見習い」として始めてまいります。
　至らぬところも、とても多いと思いますが、
何とぞお見守りくださいますよう、またお助け
くださいますよう、どうぞよろしくお願いいた
します。

スミス睦子
　私は、この度評議員のお役目を与えられまし
たスミス睦子と申します。至らない者ではあり
ますが、皆様のお助けに支えられ、お役に立て
ますようにと願っております。どうぞよろしく
お願い申し上げます。
　キリストの体であります私たちは、いつの日
も愛なる神様の御旨を仰ぎ行う存在であります
ように。そして、聖霊と共に働く私たちの教会
は、祈り、賛美、感謝の絶えない教会であり続
けますことを祈念申し上げ、ご挨拶と代えさせ
ていただきます。主に栄光。神に感謝。

柳澤有希
　洗礼を受けてから 3年が経ち、信仰が繋ぐ仲
間の姿に家族の面影を感じ、聖イグナチオ教会
に家の安らぎを憶えるようになりました。
　この度、この家族と家に奉仕する機会を与え
ていただいたことを嬉しく思い、その恵みに感
謝しています。とは言いながらも、評議員とい
う大役に尻込みしそうになる私に、ある方が
「弱い立場の方を大事にしたら良いのですよ」
とアドバイスをくださいました。その言葉を常
に思い起こしながら、心を込めてこの役を務め
たいと思います。
　どうぞよろしくお願いいたします。

吉野由紀
　聖書に関心を持ち、教会の講座で勉強を始め、
5年前に受洗しました。今まで重要な選択をす
る際、楽に見える方ではない道を選ぶことが多
く、歩みながら苦労し、これは神の意志に反し
たからか、それとも神のご計画なのかと自問す
ることがあります。
　信徒評議員として教会共同体に奉仕するよう
背中を押され、教会から恩恵を受けるばかり
だった信者の私には、力不足で戸惑うこともた
くさんあると思いますが、精いっぱい務めてま
いりたいと思います。
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新信徒代表のあいさつ

　このたび2016年度の信徒評議員代表を務めさ
せていただくことになりました。
　皆様ご承知のとおり、毎年ご復活の主日に、
2年の任期を終えた旧評議員と新評議員 6名が
交替し、新たな信徒評議会が始動いたします。
　当教会の長い歴史の中で諸先輩方が残してく
ださった足跡を、よりよい未来に繋げていく橋
渡しができますよう、評議員全員で力を合わせ
てまいりたいと思います。共同体の皆様のお力
添えもどうぞよろしくお願い申し上げます。

　今年度の教会テーマは、昨年度に引きつづき
『勇気と寛大な心をもって出かけて行きなさい』
（教皇フランシスコ）─いのり・つかえ・つな
がる─となりました。
　このテーマをもとに、昨年から始まった「霊
操の基礎を学ぶ会」、「教会生活見直しワーク
ショップ」など新たな試みが、今年はさらに充
実したものとなりそうです。

　同紙でもご紹介しているとおり、 7月には教
会共同体の未来を担う若者 7名が、ポーランド
のクラクフで開催されるワールドユースデーに
派遣されます。
　 9月には教会生活見直しワークショップから、
15年後の未来を見据えた教会ビジョンが発表さ
れます。
　未来のあるべき理想の教会に向かって、私た
ちの共同体がイエス・キリストと一体になって
歩んでゆける喜びを、ともに分かち合える年に
したいと思います。

　さらに、今年は『いつくしみの特別聖年』と
いう大変ありがたいお恵みの年でもあります。
「教会の生命を支える柱は、いつくしみです」
（教皇フランシスコ）とありますように、神の
国に招かれる、愛といつくしみに満ちた共同体
を目指して、いのり、つかえ、つながる。今年
も皆様と深く心に留めたいと思います。

信徒代表　泉 安輝子

2016年度信徒評議員役割担当リスト

信徒代表　泉 安輝子
副�代�表　小島修矢　星野和子
書　　記　大塚裕章　柳澤有希
教�会�報　大塚裕章　柳澤有希
広　　報　＊泉 安輝子　星野和子　坂川 健
　　　　　田渕信也
宣教協力体�　＊信徒代表　小島修矢　坂川 健 

吉野由紀
教会生活見直しワークショップ　＊泉 安輝子
　　　　　　川﨑侑孝　坂川 健　スミス睦子
若手信徒派遣　＊川﨑侑孝　内田 正　
　　　　　田渕信也　スミス睦子
典　　礼　信徒代表　＊川﨑侑孝　武藤泰明
　　　　　田渕信也
教会学校　＊大塚裕章　田渕信也
防災安全　＊小島修矢　坂川 健
国　　際　＊泉 安輝子　スミス睦子
活動グループ　信徒代表　＊小島修矢
　　　　　武藤泰明　スミス睦子
福祉関連　＊内田 正　吉野由紀
講　　座　信徒代表　＊内田 正　田渕信也
　　　　　柳澤有希
信徒交流　＊川﨑侑孝　星野和子　坂川 健
　　　　　吉野由紀
会　　計　＊星野和子　吉野由紀
総　　務　＊大塚裕章　内田 正　田渕信也
　　　　　柳澤有希
《単発行事》
黙�想�会　＊内田 正　武藤泰明
教勢調査　＊小島修矢　武藤泰明
幼児洗礼　＊川﨑侑孝　武藤泰明
金婚・銀婚証書授与式　＊星野和子　小島修矢
　　　　　坂川 健　柳澤有希
長寿の集い　＊泉 安輝子　スミス睦子
堅�信�式　＊内田 正　吉野由紀
（＊）は担当の窓口
　どうぞよろしくお願いいたします。

宣教司牧評議会

愛といつくしみに満ちた共同体を目指して

3月の『宣教司牧評議会』から
・�「ワールドユースデーへの若手信徒派遣」選考
　結果の承認
　応募者23名、厳正なる書類選考および面接選
考の結果、 7名の当教会所属の若手信徒の派遣
が承認された。
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　この度のワールドユースデー派遣プログラムには多数の応募が寄せられました。心よりお礼申し
上げます。課題レポートと面接による厳正かつ公正な選考の結果、 7名の若手信徒が派遣者と決定
しましたので決意文と合わせて以下ご紹介します。
　なお渡航費用の献金は 5月末まで受付中です。どうぞ皆様、引き続きご支援をよろしくお願いい
たします。

2016年ワールドユースデー派遣準備委員会

ワールドユースデー派遣の抱負（50音順）

　今回のワールドユースデーに、イグナチオ教会から派遣していただくことになりました。本当に
ありがとうございます。私はこれまで、イグナチオ教会で出会った方々にたくさんの思いやりをい
ただき、信仰を支えていただきました。今後私自身が誰かの、特に子どもたちの信仰の育ちの支え
となれるよう、恵みを願いながら臨みたいと思います。

木村しをり（英語圏エンジェルズ）

　「大変」＝大きく変わるという言葉を、ある人から頂いてから、この言葉は私にとって好奇心を
そそられるワードへと変わりました。WYDでは吸い込めるだけの物を深く感じて受け取り、分け
られる物は惜しみなく分けられるようにたくさんの愛を感じてきます。
　大きなチャンスと恵みをありがとうございます。

絹田清那シナ（英語圏元侍者）

　この機会をいただけたことに感謝いたします。私の信仰の入り口も拠点もイグナチオ教会でした。
そこから飛び出して、大きな世界を知り、より広い視野を持って、またここに戻ってきたい。世界
の中の教会を、そして教会の中の世界を、肌に感じ、しっかりと身に焼き付けてきたいと思います。
行ってまいります！

黒須優理菜（中学生会前リーダー）

　人生経験の浅い私がワールドユースデーを通して、はたしてどれほどのものを得ることができる
か分かりません。しかし信仰が固まりつつあるこの時期に、それを世界中にいる仲間と共有し、一
つになって祈ることは他の何にもかえがたい経験となると思っています。この機会を与えてくだ
さったことを感謝いたします。精いっぱい、たくさんのものを吸収して帰ってきたいです。

竹内美祈（侍者会リーダー）

　あまり期待せずに応募しましたが、この度、ワールドユースデーに参加させていただくことにな
りました。全世界から集まってくる若者たちが、信仰の証を世界に示すのをぜひこの目で見、なお
かつ自分の信仰を強め、世界中の信徒たちと共にイエス様、教皇様、そして教会に対する愛を世界
に示したいと思います。

中西眞喜（スペイン語圏侍者）

　この度ワールドユースデーに参加させていただきます中村文です！
　教会とこれからも深く関わっていきたいと強く思っています！
　そして今回は世界中のキリスト教の方々とミサに与り、神父様のミサに与ります！

“2016年ワールドユースデークラクフ大会”に向けて
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　そしてもっともっと信仰を深めて、自分の糧にし、困っている人を助けられるようになりたいです！
　皆さんの代表として恥じないように胸を張って行ってきます！

中村文（高校生会リーダー）

　ワールドユースデーに参加する一番の目的は、自らの経験を積むことである。私は今まで教会学校や
カンボジアでのボランティア経験から、それぞれの人生経験からきた考え方やキリスト教に基づいた考
え方をもった人たちに触れてきた。そうした中で自分にはない考えや行動を見てきた。それらの多くは
自分の成長の糧となり多くのものを吸収することができてきた。そうした中でワールドユースデーとい
う特別な機会を与えていただいたことを感謝している。この与えられた機会を通して自分への経験とし、
得られたものをさらに多くの人に発信したい。また、これから関わる多くの人々にワールドユースデー
を通じて得たものを共有していきたいと考えている。

三澤現太（土曜学校前リーダー）

『施設委員会』より

　昨年 4月に発足しました教会施設の保全・修繕を担当する本委員会の 1年間の活動状況をお知ら
せいたします。

1 ．教会施設の保全・修繕体制の検討
　聖堂・信徒会館は竣工後17年目に入っており、これから設備機器の更新を含め保全・修繕工事が
増えていくと予想されます。
　今後の保全・修繕体制について委員会で協議を重ねた結果、外部の専門業者にコンサルタント業
務を委託するのが望ましいとの結論に達し、候補先として（株）テーテンス事務所を教会に推薦し
契約を締結しました。
　同社は、現教会施設建設の際、冷暖房・空調・電気・衛生などの設備設計・監理を担当し、当教
会の設備内容を熟知しており相応しい先と判断しました。
　今後は、同社と現教会建築の際に建築・設備工事を担当した清水建設・ダイダン・きんでん・西
原衛生工業所で施設の保全業務を担う体制となります。
　なお、設備の保守管理は、二幸産業ほか現状の業者に引き続き委託します。

2 ．今後の「施設保全計画」の策定
　昨年、教会の建物・設備の現状把握を行い、それに基づいて「長期保全計画（今後25年間）」「短
期保全計画（今後 5年間）」を策定しました。
　さらに、「2016年度実施すべき保全・修繕工事」を検討し、教会に提案・予算申請を行いました。
　なお、「長期保全計画」「短期保全計画」の内容については、委員会でさらに検討の上、「マジス」
などでご報告する予定です。

3 ．2016年度メンテナンス計画
　省エネ推進のため照明器具のLED化をすすめておりますが、器具の更新などで相当の費用がかか
るため“費用対効果”の観点から2016年度は照明使用時間の長い信徒会館ロビー、廊下、階段など
を優先して実施する予定です。
　それ以外は、修繕・部品交換など通常のメンテナンス工事を予定しております。

施設委員会
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よきサマリア人のあしあとをたどって

──福祉関連グループの広場〈30〉──

難民の生活を知る②

難民の生活困難をどうしたらいいのか

　前号のこのコラムでは、聖イグナチオ教会生活相談室に相談にいらした難民のAさんがどうして
国を出なければならなくなったのか、また生活の苦しさについてご紹介しました。
　今回は、どうしてそのような苦労が強いられるのか、主に制度・政策面の課題について、NPO

法人なんみんフォーラムの代表理事もなさっている小山英之神父（イエズス会）に伺いました。

1　日本では、難民申請と認定は以下のプロセスで行います。
　　難民
　　↓　　　　　　　　↓　　　　　　　　　　　　←難民申請を入国管理局にする
　　認定　　　　　　不認定
　　　　　　　　　　　↓　　　　　　　　　↓
　　　　　　　　　　異議申し立て　　　　その他

　難民申請中は政府の委託を受けた団体（RHQ）から生活費や医療費などを支給されることがあ
ります。難民として認められない（不認定）と入管施設に収容されますが、施設から出て生活する
ことを認められることもあります。これを仮放免と呼び、Aさんはこの状況です。仮放免ではRHQ

から支給されず労働も認められません。生活費は保証人が負担するというのが政府の見解です。こ
のためホームレス状態になる人も少なくありません。医療費も政府から支給されません。民間の団
体が寄付などを財源に支援することがあります。イエズス会のマリア・メディカルサポート基金で
は、なんみんフォーラム加盟団体のかかわる難民患者に年間数百万円の医療費を補助しています。
同じ国籍・民族の人のコミュニティが生活を支え合っている例もあります。

2　難民認定のシステムにいくつかの課題があります。
　そもそも政府として難民を受け入れることに消極的であることが、日本に住む難民の困難を招い
ていますが、認定のシステムにも課題があります。
①　 難民の出身国の情報が不足している：難民がある地域で迫害にあった場合、この地域の状況に
詳しい必要がありますが、入管が十分な情報を持っていないこともあるとされています。

②　 信憑性の評価：拷問を受けたと主張する時、拷問に関する評価が十分でないケース、極めて細
かいことを聞いて記憶違いから違う返答をしたことを問題にするケースもあります。

③　通訳の不備
④　難民認定の専門家がスタッフに少ない
⑤　入国審査をする機関と難民認定する機関が同じ（どちらも法務省入国管理局）。
⑥　 不認定の異議申し立ての審査にかかわる第三者（参与員）がいても、決定が政府寄りになるこ
とが多いとされる。

3　そもそも、難民以外の外国人移住者に対する保護が弱いのも課題です。
　難民認定の作業は、入管の担当スタッフの数が十分でないために大変遅れているのが現状です。
Aさんはかなり長期間異議申し立てのプロセスにありますが、いつその結果が出るのかが分からな
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く、不安な毎日だとおっしゃっていました。政府も人員不足を認めています。最近難民申請者につ
いて、政府は「偽装難民が多い」と主張していますが、果たしてどれだけの偽装難民がいるのかは
不明です。偽装とされる人も「悪意」というよりは、日本での生活に困り、難民の定義も知らない
まま自分を難民だと信じて申請しているケースがあるのではないかとされています。強制労働をさ
せられていると国際的にも問題視されている技能実習生が難民申請することも多いです。移住者は
経済格差や貧困から日本渡航を選び、また日本も移住者による労働に依存している面があります。
移住者の法的な権利や保護を十分なものとすることは、難民認定をスムーズにすることにもつなが
ります。

4　難民をどのように受け止めるのか。
　韓国では2011年に難民法を制定し、難民保護における進化を遂げました。また申請に対して認定
の結果通知までの期間を定め、専門家がこのプロセスにかかわるようにしました。日本でもこのよ
うに認定プロセスを透明にする必要があります。
　また、今回小山神父にインタビューして、難民申請者が医療機関にかかることができずに、ケー
スによっては悲惨なことになっていることも分かりました。低栄養のための病気や、先が読めない
ことで精神疾患になっている人も大勢いるようです。難民認定を求めている人は、生活保障や健康
保険などの制度から排除されていることで難しい立場におかれています。

　日本には外国人に対する根強い偏見や差別があります。人の生活の困難は個人の行動の結果だと
考える傾向も強いために、難民にも個人責任を強調し、疑念をもつことが多くなります。なぜ難民
が生み出されるのか、また彼らと共にどう生きていくのかを、正しい知識に基づいて考え、必要な
制度を政治に働きかけて作り上げることも大切です。

吉羽弘明（イエズス会）

洗　礼
（ 2月 7日～ 2月24日）

　おめでとうございます　
テレジア　岩　舘　和　子

ソフィア　Hitomi Fujishima Penafiel

レオナルド　Leo Liranza Watanabe

エリザベト　神　山　ゆ　な
マリア　神　山　め　い
テレサ　神　山　み　あ

マリア　テレサ　曽我部　真　理
マリア　スコラスチカ　藤　嶋　光　澄

結　婚
（ 2月20日）

お　幸　せ　に

　内　本　　　潔

マリア　ニコリナ　松　室　康　子

転　入
（ 1月28日～ 3月 4日）

どうぞ　よろしく

久　道　龍　太　　赤 　 堤

矢　田　陽　子　　藤　　沢

鷲　山　秀次郎　　茂 　 原

鷲　山　悠　紀　　茂 　 原

小　池　知佐子　　徳 　 田

斉　藤　和　貴　　富 　 山

斉　藤　　　誠　　富 　 山

相　馬　キミ子　　市 　 川

井　上　美奈子　　雪 ノ 下

村　岡　晶　子　　府　　中

村　岡　紘太郎　　府　　中

村　岡　ゆりあ　　府　　中

川　下　清　佳　　俵　　町

藤　原　晶　子　　幟　　町

大　橋　玲　子　　関　　口

岡　本　千　歌　　道　　後

帰　天
お祈りください

マリア　山　﨑　三　代　 2/14

マルガレータビド　石　川　啓　子     2/17

フランシスカ　津　島　里　子     2/18

パウロ　三　浦　裕　二     2/22
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