
いつくしみは教皇フランシスコのモットー

キリストはいつくしみ
　私たちが生き生きとした生活を取り戻すため
には、キリストのいつくしみが必要です。キリ
ストのいつくしみを望まなければなりません。

そしてキリストに向
かって「主よ、私は間
違っていました。何度
もあなたから逃げまし
た。もう一度あなたの
いつくしみをくださ
い」と祈ることが大切
です。キリストは必ず
私たちをゆるしてくだ
さいます。

主聖堂の復活したキリ
スト像
　主聖堂のいつくしみ
の扉を開け、中に入り
静かに正面にある復活
のキリスト像を見ま
しょう。キリストは両
手を広げ私たちを待っ
ていてくださいます。
キリストの温かいまな
ざしが私たちの心に光
を灯し、もう一度立ち

上がり前進する勇気を与えてくださいます。

　聖母マリア、聖ヨセフの取り次ぎによって、
私たちが心を開き、キリストのいつくしみを受
けることができますように。

栗栖徳雄

　ホルヘ・マリオ・ベルゴリオ、後の教皇フラ
ンシスコは、17歳のとき、聖マタイの祝日にゆ
るしの秘跡に与っていましたが、そのとき、神
の特別のいつくしみを直感したと語っています。
　そしてこのいつくし
みの体験が教皇のその
後の生活の源泉となり
ました。教皇に選出さ
れてからも、司教時代
に使っていた聖ベーダ
の言葉、「Miserando 
Atque Eligendo」（い
つくしみによって選ば
れた）を教皇紋章の
モットーとして使い続
けています。

　昨年12月 8日、教皇
はいつくしみの特別聖
年を制定、「いまこそ
いつくしみがカイロス
（kairos）、 決 定 的 時
点」と言われました。
なぜいまがカイロスな
のでしょうか。
　教皇は、使徒的勧告
『福音の喜び』の中で、
現代社会の重大な危機は、個人主義のむなしさ
にあり、内的生活が自己の関心のみに閉ざされ
て、他者への関心を失い、貧しい人びとのこと
を考えなくなり、神の声に耳を傾けず、善を行
う熱意も失っていることだと述べています。で
すからいまがまさにカイロス、決定的時点なの
です。
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先唱グループの紹介
　第二バチカン公会議後、典礼は大きく変わりました。その主な点は、祭壇が背面式から対面式に
なり、ミサ典文が母国語になったことです。それにより、信徒の「ミサ奉仕」の部分が広がりまし
た。信徒による主なミサ奉仕者には、侍者、朗読者、奉納者､ 聖歌隊、聖体奉仕者、そして先唱者
がいます。
　当教会では、1972年 7月にカンガス神父の指導で初めて先唱者の集いが開催され、それ以後典礼
刷新に関する勉強会を開いたり、プロのアナウンサーによる、朗読指導を受けたこともありました。
当初 6名だった先唱者は、現在は主日のミサ12名、平日のミサ23名が担当司祭より任命され先唱グ
ループとして活動しています。

　先唱者の役割は、ミサや儀式が式次第通りに進行するよう、司祭を補助する「進行案内役」です。
そのため、ミサや儀式の前には、資料やマニュアルをもとに事前にその内容を把握するように努め
ます。そしてミサが始まるまでに、祭壇の準備のお手伝い、聖堂内の照明と空調、マイクなどの調
整、必要に応じて案内やお知らせなどのアナウンスを行います。ミサ中は司祭の補助をしますが、
平日のミサでは、入祭唱、第一朗読、答唱詩編、アレルヤ唱（詠唱）、拝領唱を唱えます。また、
ミサ中トラブルが発生した時には、臨機応変に対応し混乱しないよう努めることも先唱者の重要な
仕事になっています。特に地震発生時には、状況を確認して避難案内文をアナウンスし会衆の避難、
誘導を行います。

　今年度は、奉仕者のために独自の勉強会を開いています。ミサの流れとポイントをいつも考えな
がら、簡潔で分かりやすい表現で、明るく、よく聞こえるように語りかけることを心掛けるととも
に、単にミサの式次第を追うのではなく、会衆の皆様が、深い祈りの雰囲気のなかで、キリストと
の出会いを静かに味わうことができますよう努めてまいります。

先唱グループ

堅信式のお知らせ
7 月 3 日（日）15：30

　本教会において、岡田武夫大司教主司式
により堅信の秘跡が授けられます。
　この日のために準備をしてきた受堅者と
ともに、信仰においてのますますの成長を
祈りましょう。

「2016 年ワールドユースデー
若手信徒派遣のための特別献金」

献金額のご報告とお礼

　献金総額は、2,400,782円（ 5月15日現在）と
なり、目標額を達成いたしました。
　皆様のご支援に感謝申し上げ、受付を繰上げ
終了させていただきました。

2016年ワールドユースデー派遣準備委員会

5 月の『宣教司牧評議会』から
・教会生活見直しワークショップ
　 4月24日（日）に開催し、私たちのミッショ
ン（案）を実現するアクションプランが話し合
われました。詳細は、ニューズレター No. 7に
て報告されます。次回は、 6月26日（日）13時
～ 15時ヨセフホールにて開催されます。
・ワールドユースデー若手信徒派遣
　日本からは約100名の青年が参加する予定。
　 7月17日（日）10時のミサで、当教会からの
派遣者 7名の派遣祝福を行います。ポーランド
への出発は 7月23日です。
・イエズス会教会使徒職委員会拡大会議
　 4月15日、16日に開催され、イエズス会に属
する 4教会の信徒と司祭が参加しました。
　今後10年間のイエズス会の教会使徒職のあり
方を考えるため、各教会の現状報告と意見交換
がなされました。
　次回は、 9月22日、23日に開催の予定です。
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聖イグナチオ教会　献堂記念行事のご案内

テーマ『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－

2016年 6 月 4 日（土）・ 6 月 5 日（日）

　聖イグナチオ教会の現在の主聖堂は、1999年 6月 6日に誕生しました。私たち教会共同体の家
である聖イグナチオ教会主聖堂の記念日をともに喜び、お祝いしましょう。一連の献堂記念行事
への皆様のご参加をお待ちしております。

 ◆献堂記念ミサ◆  （主聖堂）
6 月4日（土）18：00
6 月5日（日）7：00　 8：30　10：00　12：00（英語）　13：30（スペイン語）　18：00
　＊ 6月 5日（日）10：00のミサで、昨年の献堂記念教会祭にてご希望の方に書いていただいた
「一年後のわたしへの手紙」を奉納し、司祭に祝別していただいた後、教会より発送いたします。

◆献堂記念大掃除◆（主聖堂、マリア聖堂、ザビエル聖堂、クリプタ、信徒会館、屋外、トイレ他）
6 月 4 日（土） 9 ：00 〜 12：00頃
　＊ 例年 7月に行っていた「教会大掃除」を、今年は献堂記念教会祭の前日に行うことになりま
した。心を込めてすみずみまできれいにし、献堂記念日を迎えましょう。

　＊ 参加希望者は当日、主聖堂前にて受付けいたします。掃除ができる服装で気軽にご参加くだ
さい。清掃用具は教会でご用意します。

◆献堂記念講演◆（主聖堂）
6 月 4 日（土）13：30 〜 15：00
　「主よ、お話しください」〜教会建築を通して聞く神のメッセージ〜
　ギュンタ・ケルクマン神父（イエズス会司祭）
　 ＊ 聖イグナチオ教会主聖堂の祭壇、復活のイエス様、壁、床……それらはすべて、「皆でとも
に良い社会、神の国を作ろう」という神様のメッセージが形になったものです。

◆献堂記念教会祭◆
6 月 5 日（日） 8 ：30ミサ終了後〜 15：00頃

【バザー】会場：外回廊
　＊教会活動グループによる出店です。
　＊献品募集はありません。
　＊頒布金は教会修繕維持費のために献金いたします。

【教会学校による催し】会場： 芝生、岐部ホールピロティー 
雨天の場合はアルペホール、101＆102室

　＊子どもたち中心のお楽しみイベントです。

【食事と飲み物】会場：テレジアホール、ヨセフホール
　＊料理グループ、メリエンダ、国際グループによる出店です。
　＊現金でお求めください。

【教会案内ツアー】受付：鐘楼下のツアーデスク
　＊主聖堂、マリア聖堂、ザビエル聖堂、クリプタをご案内いたします。
　＊ツアー出発時間／ 10：30　11：00（10：00ミサ終了後）　14：00
　＊ ツアー申込受付／ 9：30～ 13：30（各ツアー定員24名。定員になり次第締め切らせていた
だきます）

　＊所要時間約 1時間
　＊初めて教会にいらした方、新受洗者、転入者、求道者を優先させていただきます。

2016年度聖イグナチオ教会　献堂記念教会祭実行委員会
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財務報告

・ 四旬節愛の献金856,242円は、カリタス・ジャ
パンを通して海外諸国と日本各地に送られ、
難民や孤児、そして、困窮、失業、飢餓など
に苦しむ多くの人々のいのちを守るために、
また彼らの自立を助けるために使われます。

・世界広報の日
　 5月 1日（日）の献金1,158,189円は、福音宣
教の分野の中で特に新聞、雑誌、テレビ、ラ
ジオ、映画、インターネットなどの広報媒体
を用いて行われる宣教のために使われます。

　皆様の寛大なご協力に感謝いたします。

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

金婚式・銀婚式を迎えられる方々へ

　聖イグナチオ教会では、当教会所属の信
徒で今年、結婚生活50周年、25周年をお迎
えになる方々のために、バチカンが発行す
る「金婚式・銀婚式祝福記念証書」を授与
できるように手配させていただいています。
　ご希望の方は、聖堂前室の案内チラシを
ご覧の上、申込書に必要事項を記入して、
教会事務室に提出されるか、郵送または
Faxにてお申し込みください。

申込み締切りは、 7 月25日（月）（厳守）

祝福記念証書の授与式は、10月22日（土）
16時から、マリア聖堂にて行われます。

【献堂記念講演】

「主よ、お話しください」
〜教会建築を通して聞く神のメッセージ〜

ギュンタ・ケルクマン神父（イエズス会司祭）
6 月 4 日（土）13：30 〜 15：00  主聖堂

　聖イグナチオ教会の主聖堂にはどのよう
な特徴があるでしょうか。
　聖堂は楕円のような形をしています。祭
壇は前方中央にあり、会衆席がその祭壇を
囲むような配置で造られています。壁は緩
やかな波のようなデザイン。煉瓦の色はさ
まざまです。そして正面の壁には、磔刑で
はなく、復活のイエス様がいらっしゃいま
す。
　これらは建築上の特徴ではありますが、
同時に、神様から私たちへのメッセージが
形になったものといえるのです。
　献堂記念日を前に、私たちの“家”である
主聖堂でケルクマン神父様のお話を聞きな
がら、神様のメッセージをご一緒に味わっ
てみませんか。皆様のご参加をお待ちして
おります。

献堂記念大掃除のお誘い
　神様のためのご奉仕で一緒に汗をかきま
せんか。

日時： 6 月 4 日（土） 9 ：00〜12：00頃

場所： 参加希望者は当日主聖堂前で受け付
けます。

◎ 参加者はチームになって下記の掃除を行
います。
　主聖堂・マリア聖堂・ザビエル聖堂
　クリプタ・信徒会館・屋外・トイレほか

◎ 清掃用具は教会で用意します。お掃除で
きる服装で気軽にお越しください。

クリーンアップグループ
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《いつくしみの特別聖年に寄せて②》
「教会の扉は、様々な事情により遠く離れている人々に手を差し伸べるために開かれている」

（教皇フランシスコ）
　教皇フランシスコは、カトリック信徒が“いつくしみの特別聖年”の間に、巡礼に指定された
“聖なる扉”を通り、またはいつくしみの身体的なわざと霊的なわざの一つを実践することによ
り、罪から完全に離れる内的姿勢を整え、赦しの秘跡と聖体の秘跡を受け、教皇の意向と教皇フ
ランシスコの特別聖年のために祈り、信仰宣言を唱える行いによって、免償を得られる機会を発
表された。
　聖なる扉は、「わたしは門である。わたしを通って入る者は救われる」（ヨハネ10・ 9）と言わ
れたイエス・キリストのシンボルとして、巡礼に指定されたカテドラルと教会の扉である。巡礼
者は、過去の罪から離れ、キリスト者として新たに生きる道に入るしるしとして聖なる扉をくぐる。

聖なる扉への巡礼
レイモン・ガス（国際グループ）

　去る 3月26日、麹町聖イグナチオ教会の英語グループは、シスターアビィ（メリノール女子修
道会）の引率で東京教区の 6つの巡礼指定教会の“聖なる扉”巡礼に出発した。岡田武夫大司教
は、東京カテドラル関口教会、築地教会、神田教会、麹町聖イグナチオ教会、八王子教会、西千
葉教会の 6つを歴史的な背景から巡礼教会に指定された。巡礼は、朝 9時に聖ザビエル聖堂で聖
土曜日の教会の祈りから始められた。初めに行程の説明と祈りの後、聖イグナチオ教会の聖なる
扉を通って主聖堂に入り「いつくしみの特別聖年の祈り」と黙想の後、一行は電車と徒歩で神田
教会に向かい、そこで十字架の道行きと黙想をした。次の訪問地は築地教会で、聖なる扉から入
りキリストの受難の連祷を奉げた後、東京カテドラルに移動した。そこでは、聖なる扉の前とル
ルドの聖母の洞窟前で祈ってから、今度は八王子教会に向かった。聖堂で十字架の道行きをして
から、辻 茂主任司祭の祝福を受けた。巡礼帰りの道中は、主のご受難と死を黙想し、その後幾
人かは聖イグナチオ教会の聖土曜日の19時からの典礼に参加した。
　26日には、最後の西千葉教会を訪問する時間がなかったので、幾人かはさらに翌日の復活の主
日の12時のミサ後に訪れ、そこでは主のご受難の連祷を奉げ、教皇様の意向のために祈った。

　これらは巡礼の写真です。巡礼中は、互いに特別な親密さでこころを通じ合って、教会で待っ
てくださる主に出会う聖なる喜びにわくわくしながらツアーを楽しむことができました。そして
各巡礼の聖堂では、短い間でしたが皆が集中して祈ることができました。
　私たちの巡礼が聖イグナチオ教会の英語グループとすべての方々に勇気を与え、皆さんが「い
つくしみの特別聖年」の間に指定教会を巡礼して免償を受けられますよう望んでいます。

神田教会 築地教会
東京カテドラル関口教会
ルルドの聖母の洞窟前
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聖イグナチオ教会にかかわるすべての信徒の方々へ

教会生活見直しワークショップスタッフ
　 4月の『マジス』の巻頭言に記したように、「教会生活見直しワークショップ」を2015年 4月より
行っています。ちょうど 1年間、このワークショップをやってきて、以下のような文章をまとめました。

私たちのミッション（案）
　私たち聖イグナチオ教会は、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、命の軽視や孤独、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なく、いつくしみの扉を開いていきます。
　私たちは、同伴者イエス・キリストと心を合わせて、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。

このミッションを実現する 4 つの柱（案）
1 ．祈りを深める　　　　： 信仰と生活を統合して、使徒として生きるために、私たちの源泉である

祈りから出発する。
2 ．福音を伝える　　　　：互いに協力しながら、使徒的使命を意識し、社会全体の福音化をめざす。
3 ．共同体を生きる　　　： この教会が誰にとっても、「わが家」であると思えるように、すべての人

を迎え入れ、つながりやまじわりをもっていく。
4 ．新しい「きょうどう」：  以上を実現していくために、信徒・修道者・司祭がよりいっそう協力で

きる体制を構築していく。
　（2016年から15年間、このミッションの下に歩む。2030年に見直しの時をもつ）

　この文章を読んでみて、皆さんはどのようなことを感じられるでしょうか。当初は、15年先を見すえ
たビジョンを作るつもりでしたが、話し合いを進めていくうちに、現在の私たちがミッション（使命
感）の意識（現代的な表現では、mission statement）を共有しながら歩んでいくことが大切であると思
うようになりました。
　つまり上記の「私たちのミッション（案）」は、15年先に誰かがやってくれるのを横で見つめている
というものではなく、私たち一人ひとりが、今、置かれている場で生きていくための指針のようなもの
だということです。このミッションが15年後に真に結実していくことを目指し、今、私たちができるこ
とを心がけていきたいです。
　これは、後期高齢者であろうと、未来がある青年会のメンバーであろうと、外国人であろうと、日本
人であろうと、健康な人であろうと、病気で苦しんでいる人であろうと、すべての人が心がけるミッ
ションの意識です。その具体的な表れ方はもちろん全く違います。老人と青年、外の仕事で忙しい人と
家庭にいるのが主な人では、役割や仕事は全く別です。それでも誰であっても、ミッションを生きてい
くように呼ばれています。祈りの心を大切にしながら、共同体として共に実現していくように心がけて
いくわけです。
　一人ひとりの活かし方を具体的に考える上で、 4つの柱は参考になるでしょう。この 4つの柱は、
ミッションというひとつのテーブルを支える 4本の足のようなものです。自分の生活でミッションを実
現していくためのヒントになるかもしれません。
　そういう意味で、このミッションと 4つの柱を読んで、黙想したり、分かち合ったりしてみてくださ
い。見直しのための問いを作りました。この問いを参考にして、個人でも、グループでも振り返ってみ
てください。

見直しのための問い
1 ． 「私たちのミッション（案）」を読んでみて、響いたところはどういうところですか。逆に響かない

ところはどういうところですか。
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2 ．私（たち）が使徒として生きることを、今、どういう風に受けとめているでしょうか。
3 ． 「ミッションを実現する 4 つの柱（案）」を読んでみて、どの柱に一番関心があるでしょうか。実際

にどのようなことを大切にし、実践していきたいと思うでしょうか。
4 ． この文章に何か変更したいこと、付け加えたいことがあるでしょうか。あるいは、何かコメントが

あるでしょうか。
　 4つの問いに基づく感想や意見などを、現評議員・現スタッフ・司祭団（英神父）にお寄せください。
それらのコメントを参考にし、修正した上で、 9月の宣教司牧評議会で正式に決定する予定です。
　さらに、問 3の意見を参考にして、具体的に実行していくアクション・プランを策定しながら、進め
ていく予定です。
　皆さんの意見を反映していきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いします。

（文責：英　隆一朗）

─2016年度“江戸殉教者巡礼”　実施予定─ 7 月10日（日）

　皆さん、今年も間もなく江戸殉教者巡礼の時期がまいります。2008年11月24日に長崎で「カス
イ岐部と187人の殉教者」の列福式が行われたことを機会に始められた江戸殉教者巡礼も、早い
もので本年は 8回目となります。今回は教会行事の都合などから、 7月10日（日）です。
　毎年この案内文を書きながら思うことは、殉教がいかに偉大であるかということです。一般に
人間として生まれた個々人にとって、最も大切な物は命だと思っています。でもキリスト者であ
る私たちにとって、それを越える大切な物があります。それが信仰です。カスイ岐部の生涯を紐
解くと、キリシタン禁制の日本において、命を掛けて信仰を守りぬき、その強い意志のもとで、
拷問などに耐え抜き、結局意思は変えずに刑死した。これは時代を超えて誇るべき偉大な殉教です。

　今年もコースは昨年とほぼ同様です。13時教会を出発して18時30分過ぎに浅草教会での主日の
ミサ後に解散の予定です。なお今回は清瀬教会の方々が同行を希望されており、例年より少し人
数が増えるかもしれません。
　では下記の事を念頭において、どうか奮ってご参加ください。

〈注意事項〉
1、 当日は昼食を済ませて、12時40分をめどに岐部ホールピロティーにご参集ください。
　　13時出発です。
2、同行司祭は平林神父様、巡礼地は札の辻・高輪教会・伝馬町牢屋敷跡・浅草教会です。
3、雨天でも決行します。そのため必要に応じて雨具をご持参ください。
4、 当日は乗車券としてスイカ・パスモを必ずご持参ください。切符を買う時間がない場合があ
ります。

松室康彦

江戸伝馬町処刑場跡 高輪教会
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《講演会のご案内》
フロンティアの教育・東ティモールでの試み

「貧富のへだたりなく、学びたい子どもたちが学べる学校」づくり
浦　善孝神父（イエズス会司祭・イエズス会東ティモール独立地区教育使徒職委員）

6 月12日（日）13：00 〜 15：00　ヨセフホール

　浦　善孝神父様は、イエズス会のミッションとして日本管区から東ティモールに派遣され、学校設立
運営に携わっていらっしゃいます。
　イグナチオ教会では2014年にクリスマスバザーの頒布金の一部を、東ティモールに設立された 2つの
学校とそこで学ぶ生徒たちのための「聖イグナチオ学院基金」に献金させていただきました。
　浦神父様の当教会でのご講演は、2015年 2月に引き続いて 2度目となります。信徒の皆様のご来場を
お待ちしております。

＊浦神父様から皆様へメッセージ＊
　東ティモールは2002年にインドネシア占領下から独立した建国14年目を迎える、人口約120万人、面
積は東京、千葉、埼玉、神奈川を合わせたくらいの小国です。同国の教育制度は独立に伴う紛争により
一旦完全に崩壊し、現在は教育施設などハード面の「教育復元」と、カリキュラム・教科書作成、教員
養成などソフト面の「教育改革」が進められています。

　このような国に2013年 1月、イエズス会を設立母体とする「聖イグナチオ学院中学高等学校」が設立
されました。同校は、これまで教育を受ける機会がなかった農漁村部の子どもたちも招き、「学びたい
子どもたちがみな一緒に学べる学校」を目指して、「フロンティアの教育実践」を試みています。2016
年 1月には、聖ジョアン・デ・ブリトー教育大学も開学し、教員養成にも関わり始めました。

　私は2012年から現地に派遣され、学校設立運営に関わっています。今回の講演では、開校 4年目を迎
えた聖イグナチオ学院での経験をもとに、新しい学校がどのような問題に出会い、どのような可能性を
持っているかについて、ご報告させていただきます。
　また、このプロジェクトは「人との出会いへ向かうグローバリズム」の活動です。イグナチオ教会の
皆様のご支援と当地でのプロジェクト実践が、「同じ一つのミッション」を作り上げていることについ
てもお話しできればと思っています。

＊浦神父様は、 6 月12日（日）10時ミサの司式をされる予定です。

〈浦 善孝神父プロフィール〉
1963年、福岡生まれ。1987年、イエズス会入会。1997年、司祭叙階。
上智大学で哲学と神学（神学修士・STL）、米国フォーダム大学で宗教教育学（MA）を学んだ後、上智
福岡中学高等学校と六甲学院中学高等学校で教鞭をとる。2012年より東ティモールへ赴任。現在、イエ
ズス会東ティモール独立地区教育使徒職委員。2013年に開校した聖イグナチオ中学高等学校で教鞭をと
りながら、聖ジョアン・デ・ブリトー教育大学の設立にも携わっている。近隣の村の司牧も担当し、山
里や海辺のチャペルへミサに出かけている。
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　ミサの時に神父様のお手伝いをする子ども
たちに注目して見ていただいたことはありま
すか。その子どもたちは侍者と呼ばれていま
す。イグナチオ教会には侍者会と呼ばれるグ
ループがあります。侍者会は主日に行われる
日本語のミサの侍者をしています。また、ク
リスマスや聖週間などの特別な典礼の侍者も
担当しています。侍者会に所属している子ど
もたちは初聖体を終えた小 3から高 3までで
す。幅広い年齢の子どもたちが侍者として活
動しております。

　私自身は幼児洗礼を受け小学生になり土曜
学校に通い、初聖体を受けた後侍者会に入り
ました。最初はおそらく友達がやるからとい
う理由で始めたと思います。ただ、侍者をし
ていくうちに自分がどのような心で奉仕する
べきか、ミサを会衆として参加するのではな
く、祭壇の近くで奉仕する立場としてのある
べき姿を探していったように思います。
　侍者をするときは毎回同じ人と一緒ではな
いため、その時の周りの人に合わせて臨機応
変に動かなければなりません。高校生になる
と一緒にやる下級生にアドバイスをしたり、
神父様の動きを見て先回りをするようになり
ます。ミサの流れは決まっていますが、侍者
として参加すると毎回違うため、対応力が一
番鍛えられ動じることが少なくなったように
思います。
　リーダーとして子どもたちのサポートをし
ています。子どもたちに指導する中で教える
ということがどれだけ難しいことであるかを

今は感じています。リーダーになって嬉し
かったことは一人の男の子が私に憧れて侍者
になりたいと言ってくれたことです。今では
張り切って侍者をしています。今やっている
子どもたちにもこれから侍者になりたいと
思っている子どもたちの憧れでいてほしいと
思っています。

　現在、土曜学校、日曜学校に通っている合
計22名の子どもたちが新しく侍者になるため
のお勉強をしています。みんな目を輝かせな
がら、侍者になるための練習に励んでいます。
この子どもたちは 7月10日の“子どもととも
にささげるミサ”の中で行われる侍者祝福式
で侍者に任命され、その後新侍者としてデ
ビューすることになります。その際には温か
な目で見守っていただけると幸いです。また
既に侍者として奉仕している子どもたちも侍
者としての誇りを持ちながら、神様の一番近
いところに立っているのでその姿を見ていた
だきたいと思います。

侍者会代表　日暮瑠璃子

子どもたちの奉仕する姿を見てください

7 月から傾聴ルームがスタートします
　誰かに聴いてもらいたい。誰にも話せない心にある気がかりや悩み、悲しみ、苦しみなどの気持
ちを話すことによって気持ちが軽くなったり、整理ができたり、希望が見えてくるといわれます。
聖イグナチオ教会傾聴ルームは「今・ここ」の出会いを大切にしてあなたに寄り添い、お気持ちを
聴かせていただきます。

場　所：聖イグナチオ教会ヨセフホール
日　時：水曜日（第 1と祝日は休み）午後 1時30分から 3時30分
担　当：聖イグナチオ教会傾聴グループ（ 1対 1、 1人30分）
　　　　カウンセリングではありません。守秘義務が守られます。
開始日： 7 月13日（水）
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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〈32〉──

聖イグナチオ生活相談室の 7 年

　世界経済危機や司教団の声明に応えて、2009年に誕生した生活困窮者の相談窓口「聖イグナチオ
生活相談室」。相談状況の変化などによって組織体制を見直す必要が生じ、またスタッフの異動も
あり、この 4月末で活動を停止しました。 7年間の歩みを振り返ります。

1　これまでの相談状況
　当初は、相談日のうち月曜日午前中はちょうどカレーの会（炊き出し）と同時間帯であったため、
カレーの会のボランティアのみなさんの積極的な働きかけもあって多くの方がご相談におみえにな
り、生活保護の申請など社会福祉のサービスなどを利用できるように支援しました。野宿生活をさ
れている方がアパートなど居所を確保でき、現在まで安定した生活をされている例も少なくありま
せん。
　2012年度あたりから、居所に関するご相談の割合が相対的に大きくなっていきました。住まいは
あるものの、失業や家族関係などの理由で住み続けることが難しくなった相談者が極めて多く、そ
の要因に即して課題を解決していきました。その他、労働問題や病気にかかわる相談の割合も大き
かったです。
　新規の相談件数は当初は年間100件以上の年もあり「パンク状態」でしたが、次第に30件前後に
落ち着き、2015年度は16件でした。一方で、一回の支援で課題を解決できずに継続的にご相談に応
じた総件数はずっと横ばいで、年間平均250件前後でした。サービスがそもそも存在しないものな
ど制度の狭間にあるもの、生活問題や人間関係の困難に対する支援などを中心に行ってきました。
支援にあたっては、行政、病院、福祉機関などの方と協力する場面も多々ありました。

2　孤立を避けるための企画
　相談者の中には社会生活から孤立されている方もおいでで、交流の場「ランチ会」などを設定し
ました。この会では最初は各自弁当を持参して教会内で食事をしていましたが、次第に数カ月に一
回程度の頻度で公園などへ外出する企画も行いました。きっかけがないと外出することがない方の
よい機会となっていました。またみそ汁作りや親子丼などの調理を行い、参加者各人の日常生活の
向上を目指しました。上智大学のハンドベルクワイヤの皆さんにおいでいただき、ハンドベル演奏
のレクチャーを受けて一緒に曲を演奏するといった、文化活動を行う機会もありました。

3　生活困窮について知るための企画
　教皇フランシスコもさまざまな場で繰り返されているように、生活困窮の背景にはその人を取り
巻く社会問題が隠されています。人がどうして貧困に陥るのか、そのための生活保護制度はどう
なっているのか、野宿当事者や支援を行っている人の生の声を伺うことができる講座や講演会を実
施してきました。

4　「この先」へ
　生活相談室から派生した活動はたくさんあります。東日本大震災の際には、教会の様々な方と協
力して生活相談室外にグループを立ち上げ、東京に避難してきた方々を教会にお呼びして小さな茶
話会などを行ったこともありました。似た活動をしている四ツ谷おにぎり仲間とカレーの会とで、
交流・互いの支え合いの場でもある茶話会を始めたり、これら各団体が出会ってきた方々と一緒に
作業をするチームを立ち上げて菓子作りも始めています。

吉羽弘明（イエズス会）
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