
神のみ言葉をマリアの心から観想しましょう

　マリアは旧約聖書をよく知っていたので、祈
りながらイスラエルの歴史を思い起こし、考察
し、他の出来事と比べ関連づけ、神のみ業を見
いだしていました。また、イエズスの誕生後も、
それを心の中に繰り返し、考え、味わいながら、

啓示されることを見つ
めていました。「心に
ことごとく留めていま
した」（ルカ 2・19，
51）。信仰の光の下で、
福音のメッセージをす
べての出来事の中から
も読み取ることができ
たのです。
　神のみ言葉は、愛な
る神から出るので、い
つも創造的で、すべて
を新たにしていきます。
それによって神がたえ
ず近いものとなり、感
動を与える御方だと分
かります。マリアは神
にとって不可能なこと
は何一つないとの確信
を持っていました。人
間にとって苦しい出来
事でも、神は愛に変え
ることができると知っ

ていたので、再び神の救いの御業に「はい」と
答えられたのです。

　私たちも、マリアのようにみ言葉を聞き、心
にしみ込むように念祷し、自分の肉と血になれ
ば、み旨が示される時には、それに一致し、従
うことができるようになるでしょう。

マリア・マティルデ・ヌニェス
（御聖体の宣教クララ修道会）

　聖イグナチオ教会で、数カ月前から教会生活
の見直しを考えてきました結果、教会のビジョ
ンとミッションプランを立てることになりまし
た。実現していくためには、“祈りを深める”、
“福音を伝える”、“共同体を生きる”、“新しい
共同体を作る”との四
つの柱に基づくように
考えました。
　ここでは、祈りを深
めることについて考え
てみたいと思います。
まず、その意味は「神
のみ言葉を聞き、観想
する」ことで、それに
よって、み言葉が私た
ちの心に深く浸透し、
前進していくに従って、
少しずつ神のみ旨を悟
り、どのように日々の
生活の中に生かすこと
ができるかを学んでい
きます。すなわち、私
たちが、毎日、条件な
しに聖霊の働きに心を
開き、神のご計画を自
由に行っていくことで
す。これは一人ひとり
の霊的な道のりです。
　より良く理解できるために、マリアの模範を
見てみましょう。マリアは天使のお告げを聞き、
その時は困惑しましたが、天使から説明され、
直ちに自分の思いを脇に置き、神のご計画に一
致して従いました。
　その後、ベトレヘム、エルサレムの神殿、ナ
ザレトからカルヴァリオまで、様々な出来事を
体験されましたが、お告げによる驚愕を乗り越
え、次々に与えられる新しい神のご計画に心を
開き、無条件に受け入れ行動に移しました。

『観想の聖母マリア』カルロ・ドルチ
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今年度教会テーマ『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─
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教会献堂記念行事を振り返って
　もうひとつの「わが家」である聖なる教会の
大掃除で 6月 4日、献堂記念行事第 1日目が開
始されました。心地よい風が流れる青い空の下、
日頃の感謝を込めて186名の参加者が教会をき
れいにいたしました。
　磨きあがった主聖堂で、午後からはケルクマ
ン神父様による記念講演会が開催され、バシリ
カ様式から始まる教会建築の歴史とそこに込め
られてきた神のメッセージについて、美しい教
会の写真をモニターで拝見しながらお話を伺い
ました。
　1999年 6月 6日に生まれ変わった現在の聖イ
グナチオ教会主聖堂の霊的解説に進むと、神様
のメッセージがよりリアルに参加者各々の心に
伝わったようで、講演会最後の締めくくりとし
て皆で歌った聖歌97番「喜びに～、こころはず
ませ～、神の家にゆこう～」がのびやかに聖堂
内に響き渡ったのがとても印象的でした。
　気象庁が関東・甲信越の梅雨入りの発表をし
た 6月 5日、第 2日目のプログラムである献堂
記念ミサと教会祭が開催されました。
　朝 7時、天気予報通りの雨。会場設営図面を
雨バージョンに入れ替えて準備を開始しました。
次第に雨足が強くなるなか、当日の各種役割を
担った奉仕者みなそれぞれの思いを抱きながら
黙々と教会祭開始までの準備作業を進めました。
　ところが 9時半の開会式の直前、まるで天で
合図が出されたように雨がぴたりと止み、驚き
と喜びのうちに教会祭を始めることができまし
た。

　主聖堂前では教会案内ツアーの色鮮やかな旗
が舞い、教会に因んだ謎解きスタンプラリー参
加の子どもたちが行き交い、岐部ピロティでは
教会学校手作りの楽しい子ども広場、回廊とヨ
セフホールにどれも魅力的なバザー出店の品々、
各国の手作りフードやドリンクが並び、子ども

から大人まで笑顔と歓声に満ちていました。
　ヨセフホールの一隅では、旧聖堂の時代から
現在まで、神父様や信徒、過去を回想する懐か
しいシーンの数々がスクリーンに映し出されて
いました。その映像に静かに目を向けていらし
た方々のお姿もとても印象に残っています。

　「家を建てる者の捨てた石、これが隅の親石
となった」。教会の原点はここにあり、私たち
は生きている石であることを忘れないようにと
前日の講演会でケルクマン神父様が話されまし
た。そして、主聖堂の壁のレンガ、床の敷石は
私たちであり、すべて形が違うのは信徒一人ひ
とりに個性があり、神様から戴いている役割も
それぞれ違うことを示していますと解説された
ことが思い起こされます。
　信徒それぞれのタレントが生かされた豊かな
2日間であったと、神様に感謝いたします。

信徒代表　泉 安輝子

【写真提供：写真チーム】

教会祭バザーの頒布金
　 6月 5日（日）に開催された教会祭で
のバザー、国際フードコートなどの頒布
金は1,272,104円になり、全額教会施設の修
繕維持費に充てられます。
　皆様の寛大なご協力に感謝いたします。
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「いのり・つかえ・つながる」教会大掃除

　今年の夏の大掃除は 6月 4日（土）に186名
参加のもと、心のこもったクリーンアップとし
て盛大に実施することができました。
　例年ですと子どもたちの夏休み参加を考慮し、
7月の暑い盛りに開催することが常となってお
りましたが、今年から趣向が大きく変更になり
ました。
　当イグナチオ教会では、新主聖堂が1999年 6
月 6日に誕生したことを毎年献堂記念日として
皆様とともに喜び、お祝いをしておりますが、
それならば献堂記念行事の一環として、その前
日に腕によりをかけ教会の隅々までピカピカに
して、この記念日を清々しい気持ちで迎えても
らい、過ごしていただきましょう、ということ
になったのです。
　それぞれの奉仕は神様への素晴らしい捧げも
のでありますが、今日の奉仕が明日へと有機的
につながり共同体が一つになることを実感でき
た今年の大掃除は、教会行事の在り方として爽
やかな一陣の風となりました。

　午前 9時の受付開始を待ちきれない人々が、
8時半過ぎには参集し、それぞれが希望する主
聖堂、マリア聖堂、ザビエル聖堂、クリプタ、
信徒会館、ヨセフホール、トイレ、屋外へと向
かいました。

　クリーンアップ時間として当初 2時間を予定
いたしましたが、参加者の意気込みと働きによ
り11時前には各所から清掃完了の声が届きまし
た。中でも教会学校の若きリーダーたちの各所
での自主的な活躍が光りました。
　その後テレジアホールに集まってもらいまし
たが、人々の顔は輝き、達成感に満たされた素
敵な笑みが、そこここにこぼれていました。
　11時から始まった佐々木主任司祭のご挨拶の
中にも、今日の働きが、教会テーマ「いのり・
つかえ・つながる」ことの目に見えた証である 【写真提供：写真チーム】

とのお話があり、今年の夏のイベントは無事に
終了いたしました。ありがとうございました。

●参加者から寄せられた「チョット一言」
・ 壁の隙間の埃と塵を一つ一つ丁寧にとってい
く作業をしながら、祈りを込めて清掃するこ
とができました。私のできる小さなことに大
きな愛を込めて清掃できたことに感謝です。

・ 大勢の方が参加され皆一生懸命楽しそうに協
力して、いつもより細かいところまで清掃で
きました。

・ 初めてお会いした方とちょっとした会話がで
きて嬉しかったです。また、掃除に詳しい方
がそこここにいて、やり方を聞けたので助か
りました。

・ 「労働は祈り」心を一つにして賑やかながら
祈りをもって仕事ができたことに感謝。

・ クリプタに居られる方々の平安を思いながら、
びっしょりと汗をかいて、その分お恵みをい
ただいているように思いました。

・ 椅子や壁などいつも使っている部屋だけど、
気づいていない汚れに気がついて、これから
きれいに使うように心がけようと思いました。

・ 初めてトイレ掃除に参加しました。楽しかっ
たです。ありがとうございました。

・ Thanks to GOD and the nice people of St.Ignatius! 
GOD bless all of you!

　参加された教会ファミリーの皆様、また初め
てファミリーに加わってくださったご奉仕者の
皆様に心から感謝申し上げます。

【受洗者の皆様に】
　洗礼という神様のお恵みを頂いた皆様!!　い
のり・つかえ・つながる…ことの手近な実践は、
クリーンアップに参加することで可能です。
　申し込み用紙は事務所にあります。明日から
一緒に天国貯金をしてみませんか。

クリーンアップグループ一同

3  



6月の宣教司牧評議会から
・熊本地震災害支援のための献金
　 4月14日以降続いている熊本地震災害に対する
支援献金を 5月29日にて終了いたしました。
　 皆様からの献金額3,922,854円をカトリック福岡
教区へ送金いたしました。
　ご支援とご協力、ありがとうございました。

・2016年度「教会活動連絡会議」から
5月22日（日）に開催された教会活動連絡会議
にて2016年度の幹事 4名が選出されました。
内田和子（聖体奉仕者グループ）
鈴木司郎（クリーンアップグループ）
根上新一（広報グループ）
久田晶子（水曜ティーサロン） （50音順）

ワールドユースデー派遣支援に感謝
　この度は、ワールドユースデーへの若手信徒
派遣のために多くの方々からご支援をいただき、
本当にありがとうございました。おかげさまで、
目標金額を達成することができました。

　以下、派遣メンバーの今後のスケジュールで
す。皆様、私たちをお祈りで支えていただける
と嬉しいです。

● 7月17日（日）�10：00ミサ　佐々木主任司祭
による派遣メンバーへの祝福

● 7月23日（土）ポーランドへ出発
● 9月11日（日）�11：15　ヨセフホール�

派遣メンバーによる報告会

聖イグナチオ教会ワールドユースデー
派遣メンバー　木村しをり

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。

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。

『オルガンと祈り』

　「より大いなる神の栄光のために」

7月27日（水）19：00　主聖堂

《オルガン》ルドルフ・ルッツ
　（バーゼル・スコラカントルム元教授）
　（ザンクトガレン・バッハ協会芸術監督）

　全曲即興演奏で聖イグナチオの生涯と祈
りを表し捧げます。
　ただ一度だけの音楽を！
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　 7月31日は、私たちの教会の守護聖人である聖イグナチオの記念日です。
　聖イグナチオ教会では毎年 7月22日から30日に、「聖イグナチオに取り次ぎを願う 9日間の
祈り」（ノベナ）を行っています。本年は、祈りをより深め、聖イグナチオに倣ってより主に
近づけるように、「聖体顕示」と「ラビリンス・ウォーク」を開催することになりました。

＊聖体顕示＊
　祭壇に顕示されたご聖体の前で、落ち着いた祈りの時間をお過ごしください。
　聖体礼拝は神様との個人的な出会いの場、語らいの時間です。心を開いて神様と向かい合い、
私たち一人ひとりに語りかけてくださる御言葉に耳を澄ましましょう。そして心ゆくまで神様
とお話ししましょう。神様がいつも傍らにいてくださること、私たちを励まし守ってくださる
ことを、改めて感じられることと思います。
＊山岡三治神父様・講話「聖イグナチオとともに歩く」＊
　聖体顕示にあわせて、山岡三治神父様（イエズス会・上智大学神学部教授）が聖イグナチオ
についてお話しくださいます。私たちの教会では昨年から「聖イグナチオの霊操」についての
学びを行っていますが、これを機により一層理解を深めてまいりましょう。
＊ラビリンス・ウォーク＊
　ラビリンス・ウォークとは、「ラビリンス」と呼ばれる神聖な円の中に描かれた道を歩きな
がら、祈りや黙想を行うものです。
　今回は、13世紀にフランスのシャルトル大聖堂の床に据えられたラビリンスの縮小版レプリ
カをヨセフホールに設置し、皆さまと共に歩きたいと思って
います。
　ラビリンスの道は「エルサレム巡礼の道」や「人生の道」
にもたとえられます。静かな音楽が流れる中、靴を脱いで、
一歩一歩歩くことで、どのような祈りと黙想のひとときに導
かれるでしょうか。
　このラビリンス・ウォークという黙想方法は、1991年、米
国サンフランシスコのグレイス大聖堂が導入したことで知ら
れるようになりました。その後、国境や宗派を超えて広がり、
今では教会だけでなく、自己を振り返る場、心の傷を癒すス
ピリチュアリティ育成の場として、学校・病院・ホスピスな
どでも行われ、子どもから高齢者まで多くの方々がラビリン
スを歩いています。日本では1999年に国際基督教大学で紹介
され、上智大学、東京ユニオンチャーチ、小金井の聖霊修道
院などでラビリンスを使った黙想会が開かれています。ラビ
リンス・ウォークについて事前にもう少し知りたい方は、
http://www.labyrinthwalk.orgをご覧ください。
　　　　　　　　　　　（ラビリンス・ファシリテーター　武田光世）

● 7月22日（金）●
　聖体顕示／ 12：30～ 17：30　於ザビエル聖堂
　　　　　   （12：30～ 13：00　山岡三治神父様講話「聖イグナチオとともに歩く」
　ラビリンス・ウォーク／ 13：00～ 17：30　於ヨセフホール
● 7月30日（土）●
　聖体顕示／ 12：30～ 17：30　於ザビエル聖堂
　ラビリンス・ウォーク／ 13：00～ 17：30　於ヨセフホール

　主の御前で、主とともに、主に向かって祈りましょう。主のいつくしみを黙想し、より主に
近づいてまいりましょう。皆様のご参加をお待ちしています。

祈りを深める一日�
「聖体顕示」と「ラビリンス・ウォーク」

開 催 日 程
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「特別聖年巡礼の旅」
　　松澤幸子

　ヴァチカン・サンピエトロ大聖堂前の広場は
人々の静かな熱気に包まれていました。空は 5
月の抜けるような青、わずかに薄い羽衣のよう
な雲がたなびき、巨大なクーポラも聖人たちの
彫像も今か今かとその時を待つ大群衆をじっと
みつめています。前方の 2台の大きなモニター
の画面が揺れると同時に地鳴りのような歓声が
あがりました。
　パパ様です！広場は縦横に柵で通路が区切ら
ており、それはパパ様がオープンカーに乗られ
て人々に祝福を下さるために通過される道路な
のでした。

　ちょっと前屈みで慈愛に充ちたあのお姿がモ
ニターに映し出されます。「どこ？　どこ？」
とみんな実際に通過されている場所を探します。
オープンカーは想像していたよりはるかに速い
スピードで走り回るのでカメラにお姿を捉える
のは大変です。数十枚シャッターを切ったうち
の 1枚に幸運にもお姿が写っていて、しかも祝
福のポーズだったことを知ったのはずっと後の
ことでした。

《いつくしみの特別聖年に寄せて③》

　午後になって「聖なる扉」をくぐる順番を待
つ私たちの頭上の薄い雲の縁が、雨も降らない
のに虹色に輝くのを目撃した時はスーパーマン
が飛んで来たってこれほどではないだろうとい
う驚きに包まれたことはご想像にかたくないで
しょう？
　悲惨なテロや災害が渦巻く時、今年「聖なる
扉」を開く聖年と定めたパパ様の強い思いを改
めて感じました。

　こうして11日間、2500キロ、131600歩をカウ
ントした私たちの巡礼のバス旅が始まりました。
スタートはローマ、終着はルルドです。途中サ
ンジョバンニロトンド、ロレート、アッシジ、
フィレンツェ等の名立たる巡礼の地を訪れ、イ
タリアを出て南仏はニース、プロヴァンスを抜
けてルルドに至るハードですが内容の濃い祈り
の旅となりました。各地の聖堂で同行司祭 5人
の司式によるプライベートミサに与り、フィレ
ンツェのサンタマリアデルフィオーレでは現地
司祭との共同司式によるイタリア語のミサに与
りました。ヴァチカンだけでなく、どの教会周
辺もミゼリコルディスのロゴが掲げられ、ミサ
では世界中から訪れたたくさんの人々がミゼリ
コルディスの聖歌と祈りを奉げていました。

ルルドの奇蹟
　クリスチャンであれば、ルルドのベルナデッ
タと聖母マリア様のご出現の逸話、さらにルル
ドの水と数々の癒しの奇蹟をご存じない方はい
らっしゃらないでしょう。私たちの旅にも「甲
状腺の癌が治ってそのお礼参りです」とニコニ
コされていた方がお一人、その方はご友人とさ
らに旅程を 3日追加してファティマとサンチャ
ゴにも行かれるというお元気さです。

教皇フランシスコの祝福

ヴァチカン『聖なる扉』 ルルド大聖堂
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　マルセイユから600キロを走ってたどりつい
たルルドは修道院に宿泊、美味しいサラダに感
激した夕食後は休むまもなく、夜 9時からはじ
まるマリア・プロセッション（ロウソク行列）
に参加です。大聖堂前の広場は町の一つも入り
そうな広さで、手に手にロウソクを掲げた人々
が続々と集結し、車椅子の行列と共に行進です。
各国語の“あめのきさき”が唄われ、「アヴェ
アヴェ、アヴェマリア」はもちろん世界共通語、
大合唱となりました。

　ルルドの最後のミサで私は強く美しいバッハ
のオルガン曲が響く中、大変大きな魂の気付き
をいただきました。それは我知らず身に纏って

「聖歌は二倍の祈り」
　私たちチェチリア聖歌隊は、毎週の主日午前10時のミサで聖歌による典礼奉仕を担当していま
す。第二次大戦終結の1945年、故ゲッペルト神父様のご指導により創立され、ゲッペルト神父様
から伝授いただいた「聖歌は二倍の祈り」という理念を聖歌隊の多くの諸先輩と共に受け継ぎ、
今年、創立71周年を迎えます。

　かつて、カトリック教会はラテン語が典礼の主体でしたが、日本語によるミサ典礼が主体と
なった今日、チェチリア聖歌隊は、日本語の聖歌とともに、教会の伝統的財産としてのラテン語
聖歌を毎週の主日ミサのご聖体拝領時の聖歌として歌っています。教会の典礼暦に沿って季節に
合った多くのラテン語聖歌や故ゲッペルト神父様の出身地であるドイツ語の聖歌などもレパート
リーに含んでおり、会衆の皆様の祈りを深めることができますよう努めております。
　毎年 2回、 7月と12月には、ラテン語のミサ曲によるミサでの奉仕も行い、来る 7月24日午前
10時のミサにおきまして、P.Griesbacher作曲のミサ曲で奉仕する予定です。また、毎年 2月11
日に教会主聖堂において聖歌隊コンサートを行っております。

　チェチリア聖歌隊は、現在、老若男女総勢約60余名ですが、聖歌に興味のある皆様方、私たち
と一緒に歌いませんか、特に若手の皆様と男性の参加をお待ちしております。練習は、毎主日ミ
サ前の午前 9時～ 9時50分にマリア聖堂、毎主日ミサ後の午前11時頃～ 12時半に201号室で行っ
ております。一度ぜひ、お立ち寄りください。

チェチリア聖歌隊

いた自我を微塵に打ち砕き、新しく再生しなけ
ればならない苦しさを伴いましたが、難病を治
していただくのに匹敵するほどの魂への癒しで
した。2500キロの巡礼を通して、最後のルルド
での気付きに導いていただけたこと、これが私
の「ルルドの奇蹟」、マリア様の贈り物だと信
じます。

　各地の建築群の規模、人々の信仰を見るにつ
けキリスト教の歴史にかけられた膨大な時間と
金額を思って気が遠くなりそうですが、それを
してもなお、人間の力だけではなしえなかった
に違いない神の御業の働きと深遠さを感じた旅
でした。

　この旅で初めてお会いしたイグナチオ教会の
もう一人のお仲間久保さん、全国各地の教区か
ら参集された34人の信徒の皆様（全員の方がイ
グナチオ教会をご存じでした！）、 5カ国から
赴任された愉快な 5人の神父様、この旅を企
画・添乗されたコミュニティーのスタッフの皆
様、心から感謝いたします。

神に感謝

ルルド“朝のミサ”
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熊本被災地ボランティアの報告とこれからのお願い
《報　告》

　熊本で震災があり、教会あげて募金活動に取り組みました。その最中、教会学校のリーダーからボ
ランティアに行きたいという声があがりました。急遽、青年会に呼びかけ、参加希望を表明した青年
たちがゴールデンウィーク中（ 5月 2日から 5日）にかけてボランティアに行きました。まだカト
リック教会のボランティアセンターがオープンしていなかったので、福岡のイエズス会修道院に宿泊
し、そこから通いでボランティアに参加しました。参加者は、秋山光平（青年会代表）・田中蒼太
（中学生会リーダー代表）・千谷直史（土曜学校校長）・土井睦史（青年会）・吉越久倫（青年会）・和田
洋子（青年会）・坂川健（評議員）の 7名です。福岡修道院からは山内保憲神父も参加し、計 8名で
活動しました。

　 5月 2日、福岡において教区やカリタスジャパンのスタッフから現地の情報の収集などに努めまし
た。 3日、熊本市内にある手取教会を訪問し、被災された信徒の家の外壁の撤去を手伝いました。 4

日、阿蘇のYMCAボランティアセンター経由で、阿蘇市的石地区の被災した家のさまざまな片付けを
行いました。以下は参加者の報告書からの抜粋です。

《ボランティアの感想》

　「現地入りしてみると街中の公共交通や施設は概ね動いており、被害エリアは限定的と捉えること
ができました。しかし、そうはいっても町の至る所で、半壊の建物・道路が見えるのも事実です。特
に、同じエリア内でもほとんど無事な家と全壊の家があったりと、隣接する敷地同士でも被害状況の
異なる点が印象的でした」（土井）。

　「現地では、家々の瓦が落ち、建物にヒビが入っている、シンボルである熊本城の無残な姿、それ
らを見ると、急に自分が立っている所があやふやになっていくような感覚になりました。そして、そ
の気持ちは現地から戻ってきても残っています。また、地域の方とも話す機会を持つことができ、メ
ディアで報じられている情報はほんの一部ということも痛感しました。当時はボランティアの人が過
密すぎて、迷惑というような報道もあったのですが、実際は被害のあるところに行き届いてないとい
うのが当時の実状であったと思います」（秋山）。

　「一日目、手取教会の信徒のお宅の外装の撤去を行いました。被災地ボアランティアが初めてだっ
たため、作業のペースを急いでしまい、何度かリーダーに声をかけていただき、意識してペースを落
とすように心がけました。リーダーからの意見として長時間の作業の場合を考えてペースを調節する
こと、こちらのペースではなく被災者の心に寄り添ってペースを合わせることが大切だと知りました。
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　今回ボランティアを通して知った事は、人とのつながりがとても大切であるということです。今回
の作業はすべてが人とのつながりの中で巡り合えたボランティアでした。この経験をこれからのボラ
ンティアにつなげていけるよう努めていきたいです」（和田）。

　「二日目は阿蘇のYMCAに参加し、崩れた家屋からのゴミ出し、ゴミの分別などを行いました。阿
蘇YMCAには九州、関西を中心に各地から100人以上のボランティアが集まっており、その規模の人
数を捌けるYMCAの組織力に驚かされました。
　全体的に、現地では局所的な被害が目立ち、ある家は崩れたりひびが入っていたりしていても、隣
の家は全く問題なさそうという光景を多く目にしました。どこの家がどのような被害を受けているの
か、どのようなニーズがあるのか把握すること自体が困難そうという印象を受けました。集中的にマ
ンパワーを集めて対処するような問題ではないので、細くとも長続きする支援が必要ではないかと感
じました」（吉越）。

　「今回、一番印象的だった事は、被災地がエネルギーに溢れていた、ということです。震災から立
ち上がろうとする現地の方々や、支援をされている方々の熱量が素晴らしく、そしてそれらが同じベ
クトルを向くととてつもなく大きな力になる、今回はその一端を知ることができました。また、そう
いったエネルギーを持った方々の近くで活動させていただき、かえって力や元気を分けていただいた
ように思えます。
　もしも現地へ行くかどうかで悩んでいる方がいるなら、飛び込んでみてはいかがでしょうか。決し
て楽な活動ではありませんが、必ず自分にも得られるものがあります」（秋山）。

《熊本ボランティア支援デスク》

　若者たちの体験と願いを聞き、これからも継続的に教会からボランティア希望者を応援していくこ
とにしました。上記の土井・吉越・和田の 3名が主にスタッフになり、青年会有志の活動として、こ
れからのボランティアに行く人たちを応援するため、「熊本ボランティア支援デスク」を立ち上げま
した。ボランティアに行きたい人（18歳以上・心身が健康な方）はぜひともご連絡ください。詳しく
は教会にあるチラシをご覧ください。
・ デスクの支援受付：以下のアドレスに申し込んでください。スタッフが返答します。
　　kumamoto_ig@mainstream.co.jp（名前・連絡先・予定期間などを明記）
・ メールができない人は直接スタッフに電話ください。
　　土井睦史（どいあつし）Tel：080-4404-2728

　できれば多くの若者に行ってもらいたいと思いますが、なかには金銭的余裕がないので行くのが難
しい人もいます。自分はボランティアに行けないけれど、ボランティアに行く人を助けたいという方
がおられたら、旅費を援助してもらえないでしょうか。以下の要領でそのための募金を集めます。
・郵便振替口座名：聖イグナチオ教会
・郵便振替口座番号：00110-4-252741

・ 通信欄：「熊本ボランティア支援」と明記してください（何の記入もない場合は、教会維持費に
なってしまいます）。振替用紙は教会事務室にありますので、それをご利用くださることもできます。

文責：英　隆一朗（青年会担当司祭）
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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）

―2016年度“江戸殉教者巡礼”実施予定― 7月10日（日）
　皆さん、今年も江戸殉教者巡礼の時期がまいりました。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、結局意志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

札の辻殉教の画（高輪教会） 浅草教会
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Welcoming“Angels”
〜青いTシャツ、背中の翼が目印です〜

　私たちエンジェルズは、毎月第 1日曜日に、
12時の英語ミサで活動しています。ことばの典
礼の時間に、ミサに与っている小学生の子ども
たちとザビエル聖堂に集まり、歌やお祈り、福
音の朗読、そして福音を皆で味わうためのお話
をします。その後、主聖堂に戻り奉納行列に合
流し、神父様に祝福をいただいて、親御さんの
待つ席に戻ります。
　その他、月によって特別なアクティビティー
も行っています。例えば12月には、クリスマス
のお話を描いたステンドグラス風紙芝居の上演、
マリア月である 5月には、聖堂外の聖母子像に
一人ずつお花を捧げ、ロザリオを手に持ってア
ヴェ・マリアを唱えます。

　先日、その 5月のアクティビティーが行われ
ました。皆でアヴェ・マリアを唱える際、近く
の子にロザリオを見せて「次はここ」と教えて
あげている子や、目を瞑って真剣な面持ちで唱
えいる子、繰り返し唱えていると飽きてしまっ
た子を「もう一回！」と励ます子など、それぞ
れ印象深く、外の空気や緑、日差しとともに思
い出されます。子どもたち一人ひとりの記憶に

も残るものであったらと願います。

●メンバー募集
　エンジェルズの活動が始まってから 6年が経
ち、毎月の子どもたちの参加人数は約50名と、
大変多くなりました。親御さんに安心して子ど
もたちを活動へと送り出してもらうためにも、
新しいメンバーの加入は必要不可欠です。最近、
待望の新メンバーが 3名加入しました。皆とて
も若く、一人は高校の留学生、二人は大学の友
達同士だそうです。子どもたちの中には英語の
方が理解しやすい子も多く、英語が少しでも話
せたり、興味があるという方は特に大歓迎です。
また、「友達や子どもたちに信仰について伝え
るためにどうするか？」など考える機会を持つ
ことは、恵み深く、とても楽しいに違いないと
思います。
　まずはぜひ一度見学にいらしてください。
　第 1日曜日、11時半頃にイングリッシュ・セ
ンターで、メンバー一同心よりお待ちしており
ます。

英語圏グループ“エンジェルズ”

2016年度　第 1回
“パパ　ママ　ごほん　よんで�!�!�”
　 5月15日（日）、五月晴れの清々しい午前に
絵本の「読み聞かせの会」を催しました。
　北川実絵子さんと高田順子さんの楽しい朗読
で、 5人のお子さんが親御さんと一緒に絵本と
紙芝居を楽しんでいました。
　読んだ絵本は『わたしとあそんで』、『かみさ
まからのおくりもの』、『おまたせクッキー』『月
ようびはなにたべる？』で、紙芝居は『おたま
たまごろう』です。
　“パパ　ママ　ごほん　よんで ! ! ”で読んだ
絵本は、教会の図書室にあります。お子さんに
読ませたいと思う本があれば、信徒会館 2階に
ある図書室にいらっしゃってください。
◎ 図書室の本は貸出期間が 4週間で、 4冊まで
借りることができます。

子ども図書

晴天のもと、一人ずつお花を捧げました

皆でアヴェ・マリアを唱えてみよう！

【写真提供：写真チーム】
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　壮年会（会長：小川哲次）は、壮年の交流親睦および相互啓発ならびに教会活動への積極的協力に係
わる様々な活動を通じて信徒養成に資することを目的とした活動グループですが、ともに活動を盛り上
げていただけるメンバーを募集しております。共同体の一員として、信仰生活を深めたい方、教会をよ
く理解し積極的な奉仕活動をなさりたい方、多くの人々との出会いを望んでいる方、壮年会への参加を
されませんか。壮年層以上の年齢の男性の方はどなたでもご参加いただけます。さあ、あなたも私たち
の仲間になり、ともにいのり・つかえ・つながりましょう。
　壮年会の活動ですが、例会は、原則、毎月（ 1月および 8月を除きます）第 1日曜日12時から信徒会
館の302会議室で開催しております。例会では、典礼、儀式、教会行事等の教会活動についてはもちろ
んのこと、諸宗教の中でのカトリックの位置づけなど、幅広いテーマでの分かち合いを実施しておりま
す。なお、フローレス神父様からマリア会とともにご講話をいただく例会も、原則、隔月で開催してお
りますが、この例会は第 1日曜日とは限りません。去る 5月15日にもフローレス神父様からのご講話を
いただきましたが、その日は聖霊降臨の主日でしたので、聖霊の恵みをテーマに、信徒からの質問への
お答えも含め、とても分かりやすいお話をしていただき、壮年会12名、マリア会13名の出席者一同とて
も善い日を過ごすことができました。

　また、聖堂奉仕は、壮年会の最も重要な奉仕活動ですが、毎週主日の 8時半からのミサにおいて奉仕
をさせていただいております。
　さらに、例年、 6月の献堂記念教会祭バザー、12月のクリスマスバザー・クリスマスミサおよび 3月
のイースターエッグ頒布における警備誘導、10月の教勢調査等、様々な教会活動に積極的に協力させて
いただいております。
　このほか、本年度は、ミサ中ご気分の悪くなられた方への対応方法やAEDの使い方について専門家
による勉強会も実施する予定です。一層積極的な活動の展開を通じ、壮年会の存在感を発揮していけれ
ばと思います。
　壮年会に参加をされたい方、ご関心のある方、ご質問のある方は、壮年会の例会にご出席されるかま
たはsonenkojimachi@gmail.comを通じてお問い合わせください。壮年会へのご参加を心からお待ちし
ています。

壮年会

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

松本紘一神父様が当教会へ

　松本紘一神父様が、 6月下旬より 2カ月
間の予定で、イグナチオ教会の司牧に従事
されます。
　どうぞよろしくお願いいたします。
 　

（主任司祭）

壮年会メンバー募集中
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洗　礼
（ 4月10日～ 5月15日）

　おめでとうございます　
マリア　テレサ　河　津　美　穂

パウロ　桐　岡　博　道
フランシス　Riku　Grehan

マリア　中　司　京　子
マリア　クララ　須　藤　美　樹
ヨハネ　ボスコ　足　立　一　義

Hugo　Hoketsu　Meimes
マリア　岡　本　仁　美
マリア　岡　本　愛　美
マリー　B o l o　 Y u k a
　Arriane　Loterte

ダニエル　Harvey　Mendoza
　Kion　Gabriel　Samoy

Ashira　Jewel　Lucero　Lizaso
マリア　アガタ　吉　岡　麻里子

パウロ　髙　野　一　郎

結　婚
（ 5月14日～ 22日）
お　幸　せ　に　

アウレリウス　アウグスティヌス　松　井　美　樹
　臼　井　加　奈

アシジのフランシスコ　森　下　智　弘
　汐　後　若　菜

転　入
（ 4月22日～ 5月14日）
どうぞ　よろしく

澤　田　朋　子　　麻　　布
矢　野　正　基　　清 　 瀬
野　村　竜　一　　元寺小路
大　内　公　子　　荻 　 窪
大　内　修　司　　荻　　窪
大　内　史　彦　　荻 　 窪
小　沼　雅　子　　荻 　 窪
小　沼　和　夫　　荻 　 窪
薄　葉　健　二　　い わ き
大　原　智　子　　徳 　 田
鈴　木　清　孝　　夙 　 川
木　村　清　文　　幟　　町
岡　田　詩　織　　玉 　 造
古布村　紀　子　　関 　 口
坂　本　　　瑛　　静 　 岡
田　中　美　帆　　多 　 摩
鈴　木　美　徳　　イギリス
田　所　伸　夫　　麻　　布

田　所　美保子　　麻 　 布
田　所　　　昇　　麻 　 布
古　城　あい子　　麻　　布
大　沢　通　子　　高 円 寺
田　口　和　彦　　アイルランド
富　川　涼　子　　成 　 城
西　村　　　聡　　沼 　 津
中　川　　　滋　　大阪梅田
中　川　雅　美　　大阪梅田
西　部　恭　子　　多　　摩
斎　籐　　　裕　　市　　川

帰　天
お祈りください

マリア　メルセデス　小　野　理佳子　   2/9
パウロ　髙　野　一　郎     4/21

マリア　エリザベト　松　本　文　子     4/26
マリア　五十嵐　信　子       5/1

テレジア　岩　舘　和　子　 5/13
クララ　松　本　菜　実　 5/15

洗礼者ヨハネ　平　瀬　　　孝　 5/20
カタリナ　小　西　　　節　 5/28
タルシジオ　山　田　芳　和　   6/3

東京教区2016年 日本カトリック 平和旬間 

8 月 6日（土）〜 8月15日（月）�
テーマ「平和を実現する人々は幸い　─フクシマ・オキナワ─」

　今年も東京教区は、広島原爆投下の日 8月 6日から第二次世界大戦終結の日、聖母被昇天の祭日
の 8月15日までの10日間を平和旬間とし、麹町教会では次の行事が行われます。どうぞ、ご参加く
ださい。

8 月 6日（土）
●講演会　 麹町教会　ヨセフホール　14：00（開場13：00）�

テーマ『呆れはてても諦めない─福島や沖縄から学ぼう─』�
挨拶：岡田武夫東京教区大司教�
講師：神田香織さん（女性講談師）

●平和巡礼ウォーク　 麹町教会　16：00出発　⇒東京カテドラル聖マリア大聖堂 
参加ご希望の方は、帽子と飲料水をご持参のうえ、麹町教会テレジアホール
にお集まりください。

●平和を願うミサ　　 18：00　東京カテドラル聖マリア大聖堂 
司式：岡田武夫大司教

●平和のための祈りのリレー 2016
　「平和を実現する人々は幸い」で私たち誰にでもできることは、祈ることです。“祈りのリレー
の申し込み用紙”のスケジュール上で可能な時間を記入しFAXしていただいて、祈りに参加しま
しょう。
　《送り先》FAX：03－3944－8511
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