
幸せになるには

ら愛する人に命を与えるほど大きな愛はないか
らです。
　イエスがこの教えを述べられた時から、神と
人間との新たな関係が始まりました。ですから

私たちはイエスに私た
ちの言葉で話しかけ、
行いによって示し、生
き方で証しするので
す。

　私たちは、生き生き
とした生命の溢れる世
界の構築に参加しなが
ら、幸せへと招かれて
います。ですから、こ
う言えましょう。「奉
仕によって具現化する
幸せへの道を日毎助け
歩ませてくださる主
よ、ありがとうござい
ます」と。

　フランシスコ教皇は
使徒的勧告『福音の喜
び』で、次のように私
たちを勇気づけてくだ
さいます。「出かけて

行きましょう。すべての人にイエスのいのちを
差し出すために出かけて行きましょう」。これ
が幸せへの道なのです。

アイダ・センテノ
（キリスト・イエズスの宣教会）

　神からの呼びかけに忠実であるということは、
幸せへの道です。幸せになりたいと思う人は、
まず忠実でなければなりません。
　福音書の中に、「幸福になるためには何をし
なければならないで
しょうか？」という問
いがあります。
　イエスは偽りの天国
や不安におちいる夢を
私たちに与えるのでは
なく、神が私たちを愛
されるように、心を込
め、全身全霊で神を愛
し、隣人を愛すること
を教えてくださいまし
た。
　神の私たちへの愛と
は、永遠のそして無条
件の愛です。隣人とは
私たちの兄弟であり、
兄弟を愛することは神
のみ旨です。神のみ旨
に忠実であるというこ
とは、私たちは神の声
に誠実に従うことであ
り、受けた愛への応え
であり、この愛に報い
るには隣人愛以上のものはないのです。

　神を愛するとは、愛の真実と力が示される行
いで、最も小さい人々、最も弱い人々、最も貧
しい人々に向かい、寄り添うことです。なぜな
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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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7月の『宣教司牧評議会』から

◦堅信式

　 7月 3日（日）岡田武夫大司教主司式のも
と、143名の方々が堅信の秘跡に与りました。
・中央・千代田宣教協力体会議

　 6月19日（日）神田教会において、神田教
会、築地教会、麹町教会の各主任司祭ならび
に信徒代表および担当信徒により「教会にお
ける結婚式とご葬儀の在り方」を主題に各教
会の現状報告と意見交換がなされました。

ミサでの聖書の朗読奉仕

　当教会で主日ミサの朗読奉仕者のはじまりは、1982年、当時の主任司祭からの呼びかけで、

女性信徒が主日10時ミサの第一朗読を受け持つようにと選任されました。

　第二バチカン公会議の典礼の刷新に伴い、信徒によるミサ奉仕者の役割が広がり、典礼に関

わる奉仕者としては、既に聖歌隊、先唱者、侍者とそれぞれの部分で養成されていました。

　そして、新聖堂の建設とともに、教会の建物だけではなく、信徒一人ひとりの信仰を見直す

ことも必要である。教会全体として「意識の転換」というテーマでプロジェクトチーム（Ｐ

Ｔ）が作られ、その中の典礼ＰＴの一つとして朗読奉仕者の養成チームができました。

　朗読奉仕者は、「神のことばが会衆に正しく伝わるように」と一つひとつの言葉を大切にし

て、会衆に届くよう、「聞きとれる声で、はっきりとわかるように、朗読する」と。

　先輩信徒の方々から、基本である発声練習、姿勢、動き、朗読練習とマイクのテストなどを

ご指導いただいてきました。

　

　2002年から、主日の 7時、 8時30分、10時、18時の日本語ミサの第一朗読を当番制で担当さ

せていただいています。現在、メンバーは19名となり、祭日や祝日の朗読も受け持っています。

　主聖堂は、楕円形の建物で会衆席の場所や収容人員の違いがあり、会衆席全体に声が届いて

いるのか、気がかりな時もあります。そのためにも私たちは、毎月の勉強会として、聖書を読

み、祈りと分かち合いをし、聖堂でのマイクの練習と続けています。さらに、今年度から「典

礼奉仕者のための勉強会」に参加しミサの奥深さを学んでいます。

　今後は、会衆の方々が、主日に「聖書と典礼」をご覧にならずとも、耳で聴いていただき、

「みことば」を味わうことができるように伝えていくことを心がけ奉仕に努めていきます。

第一朗読グループ

財務報告

聖ペトロ使徒座への献金

・�6月26日（日）の献金1,066,932円は、世界各

地を訪問し、苦しむ人々のために祈りと具体

的な援助を通して全世界の人にいつも心を注

ぐ教皇の活動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。
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【写真提供：写真チーム】

堅信式を終えて
　洗礼の喜びから15カ月がたち、本日、岡田大
司教様ご臨席のもと堅信の秘跡を授かりました。
大司教様の説教の中で“祈りを信じ、信じたこ
とを実行する”というお言葉や、“私たち一人
ひとりは、皆神様から祝福を受け一人ひとりの
果たすべき使命がある”といった福音宣教のお
言葉が心に残りました。本日の堅信式では蝋燭
を手に持ちながら互いに平和の挨拶をかわすこ
とができ、皆様の笑顔とともに強い聖霊の賜物
を頂くことができたと感じています。
　私は妻に助けられ洗礼を受けたのですが、こ
の15カ月間は、より信仰を深めるよい期間とな
りました。ガラルダ神父様の入門講座に引き続
き参加させていただき、フォローアップ講座や、
ミサがわかるセミナーなど様々な講座にも参加
させていただいています。いつも新鮮な学びが
あり、ご用意されておられる神父様、係の皆様
にはただただ感謝です。“とにかくミサに来な
さい”という神父様のお言葉に従おうと、旅先
でも、現地の教会に飛び入り参加しています。
何語でも、典礼は同一で美しく、言葉の意味が
分からなくても、神様の恵みを頂く喜びがあり
ます。平和の挨拶も握手したり、ハグしたり、
手を振ったりで、どこでもにこやかに迎えてく
ださいます。

　堅信の秘跡を受けたから、何かが変わる訳で
はないと思っています。これからも、歩きなが
らロザリオを唱え、ミサに与り、“主よ　私を
哀れんでください”とお祈りを重ねる、“自分
のしたいことばかりでなく、あなたの望まれる

堅信式━ 7月 3日（日） ことを行い”と朝に思いを新たにし、神に感謝
して一日を終わる、そんな毎日を過ごし、一歩
一歩キリスト者の道を歩んでいこうと思ってい
ます。堅信の秘跡を授けてくださり、本当にあ
りがとうございました　神に感謝。

　トマス　門倉昭博

堅信を受けて
　私は堅信の勉強をするために、中学生会に入
りました。最初はすごく緊張したし、一年遅れ
の堅信であまり歓迎されないのではないかとと
ても不安でした。でも、みんなすごく明るく迎
えてくれたので私はすごく嬉しかったです。
　今までこういった教会のグループに参加した
ことがなかった私にとって、中高生ミサや教会
祭などすべてが新鮮に感じられました。そのお
かげで今では毎週行くのがすごく楽しみになり、
初めは勉強のために行っていたのも、今ではみ
んなとミサに与ったり様々なことについて考え
たり話したりするためへと変わっていきました。

　堅信はこういった私の生活や気持ちにも変化
を与えてくれるいい機会になりました。堅信を
受けることは自分自身で決めたことなので、今
まで学んできたことを無駄にはせず、これから
もしっかりと毎週ミサに与り、神様と向き合う
という最も重要であり基礎的なことを怠らず生
活できたらいいなと思います。

ンナジ　ミッシェル　希奈
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侍者は大切な仕事
　私が侍者をしたいと思ったのは、神父さまの
やくにたちたいと思ったからです。
　はじめのれん習は、もちものやおぼえること
がたくさんあってむずかしかったけれど、どん
どんれん習していくうちになれてきました。と
くに、侍者ふくをはじめて試着した時はとても
うれしかったです。
　侍者のお仕事はごミサの時、とてもたいへん
で大切なお仕事だと思います。
　もう少しで本番なので失ぱいしないようにが
んばりたいです。
　それから、神父さまのお手伝いがきちんとで
きる侍者になりたいです。

　西山祥恩（日曜学校）

その日のために
　ぼくは、じ者しゅくふく式が楽しみです。
　ぼくはその日のために、土学が終わってから
何週間も、れん習してきました。
　れん習では、ごせい体を入れるうつわのこと
をチボリウム、ぶどう酒を入れる物をカリスと
いう名前だとわかりました。そしてミサで使う
ものの名前をおぼえたり、それを祭だんに運ん
だりしました。一番れん習で楽しかったのは、
ろうそくに火をつけたところです。
　じ者服をきた時は、さい初はあつくなかった
けれど、入どうしてせきにすわってリーダーの
話を聞いているとだんだんあつくなって、あと
からかゆくなってきました。
　当日にはれん習を少しずつ思いだしながら、

侍者祝福式━ 7月10日（日） 教会に行きたいと思います。

　田中雅之（土曜学校）

2016年度“夏キャンプ”
子どもとともに
ささげるミサ

7月29日（金）～ 31日（日）
雙葉山荘

土曜学校
8月 5日（金）～ 8日（月）
不二聖心山の家

中学生会
8月 8日（月）～ 11日（木）

雙葉山荘

高校生会
8月12日（金）～ 15日（月）

雙葉山荘

日曜学校
8月16日（火）～ 19日（金）

雙葉山荘

青年会
8月19日（金）～ 21日（日）

雙葉山荘

侍者会
8月22日（月）～ 24日（水）

あきる野教会

【写真提供：侍者会・写真チーム】
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「み手の中で」を実感する合同追悼ミサ
　毎年、紫陽花の花がさく時期になると、訪問
グループでは合同追悼ミサの準備を始めます。
2015年 6月から2016年 5月までの 1年間に帰天
された方々はイエズス会神父様を含め94名でし
た。
　 7月 9日（土）、イグナチオ教会主聖堂で
佐々木主任司祭司式の合同追悼ミサに参列され
たご遺族やご友人は190名で、ミサ後の茶話会
には雨の中、約100名の方々がご出席になり、
故人を偲びながら和やかな交流がはかられました。
　ミサでは聖書朗読を遺族代表の方が、福音朗
読、司祭のお話の後に帰天されたお一人おひと
りの「霊名・氏名」が読み上げられ、続いて
「主よ、心にとめてください」と参列者一同で
唱えています。今年は特に、司祭のお話の中に、
帰天のされ方もお一人おひとり違い、思いがけ
ない事故や急な病気、病気でも闘病期間が長い
場合や病気の末期など、年齢も若い方、高齢の
方など様々で、家族に感謝して帰天された方が
印象的でしたなど、参列者の心にしみるお話の
あとでしたので、「主よ、心にとめてください」
がいつにもまして、参列者一同で心を込めた信
仰共同体の祈りとして捧げられました。

　ミサ後の茶話会では、合同追悼ミサに与るこ
とで「同時期にこんなに多くの方々が身近な方
を亡くした体験をしていると知り、信仰共同体
の中に悲しみや苦しみ、つらさを共有して祈る、
分かち合える仲間がいると気づき大きな慰めに
なった」「追悼ミサに与ることで安堵感と共に
心が軽くなり前に進む気持ちになった」、他教
会から参列された方からは「立派な追悼ミサで
羨ましい」などの感想が聞かれています。
　ご葬儀から合同追悼ミサまでの時間はご遺族
まちまちですが、参列した皆様の穏やかな笑顔
やお話の様子から、故人を偲ぶと共に、身近な
人を亡くした悲しみや苦しみ、辛さが人生の中
での大切な体験として「み手の中で」恵みに変
わる時間を過ごされているのだと実感した合同
追悼ミサでした。
　合同追悼ミサの準備、ミサ、茶話会を通じ、
いつも神が共におられ、一人ひとりに関わって
おられることを実感する場にご奉仕できること
を訪問グループ一同感謝しております。

訪問グループ　内田和子

　去る 7月10日（日）に江戸殉教者巡礼が行わ
れました。カスイ岐部と187人殉教者列福を皮
切りに始めたこの行事も、今年で 8回目となり
ました。今回は総勢60名余りの参加で、清瀬教
会からも多数の方をお迎えしました。幸いこの
時期としてはまずまずの好天でした。
　ミサ中の説教で平林神父様は「キリストの十
字架上での死こそ隣人を愛するが故の殉教で
す」とおっしゃいました。
　ミサ後、上野教会からお帰りになった晴佐久
神父様に見送られて浅草教会をあとにしました。
事故もなく巡礼を終えられたことに心から感謝
いたします。
　集合写真ご希望の方は教会事務所でお受け取
りください。

松室康彦

「長寿の集い」のご案内
　75歳以上の信徒の方々を対象に、長寿を
祝うミサと茶話会をご用意いたします。
　多くの皆様のご参加を心よりお待ち申し
上げております。
　　 9月10日（土）ミサ　14：00
　　主聖堂・佐々木主任司祭司式
　　◦茶話会（ヨセフホール）
　　　ミサ終了後〜 15：45頃まで

◎ ミサの中で、ご希望の方には病者の塗油
が行われます。当日のご出欠のお返事と
ともに、そのご希望もお知らせください。

◎ 「ご要望のお伺い」について、更新のた
め改めてご要望をお知らせください。

◎ ご案内の返信が約半数にとどまっていま
す。皆様のご要望を把握し、お応えでき
るように努めたいと考えていますので、
ご家族の代筆も含めてご返信いただけま
すようご協力をお願いいたします。

殉教の偉大さを“江戸殉教者巡礼”
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　最後の「教会生活見直しワークショップ」が 6月26日にヨセフホールで開かれました。昨年度から
8回（教会黙想会を含んで）にわたり、このワークショップを行ってきました。これまで多くの方々
の積極的な参加・協力に心から感謝しています。最後のワークショップについては、ニューズレター
を出しましたので、それを読んでみてください。
　このワークショップは、2014年 9月の宣教司牧評議会研修会において、教会行事の見直しの提案か
ら始まったものです。行事だけでなく、私たちの教会生活を全体に見直すことになりました。その背
景には、現代のカトリック教会が大きな停滞期に入ってきた危機感があります。司祭・修道者不足、
信徒の高齢化、社会の世俗化の進行による宗教的環境の欠如など、現代のカトリック教会は大きな曲
がり角に立っています。
　2015年 4月のパネルディスカッション形式の第 1回ワークショップから始まり、大規模なアンケー
ト調査を行い、イエズス会日本管区梶山義夫管区長の講演や、教会黙想会で祈りを内に深める機会を
もち、主に参加者の分かち合いを基礎にしながら、計 8回のワークショップをしました。さまざまな
意見を聴取したのち、後半では、これから15年後を見据えた「わたしたちのミッション」と「ミッ
ションを実現するための 4つの柱」の案を作り上げることができました。案の文面は 6月号の『マジ
ス』にありますので、もう一度目を通してみてください。
　この案を作り上げてみて、はっきりしたことは、私たちの教会が危機的状況にあるとしても、私た
ちは自分たちの殻に閉じこもることなく、社会に開かれた存在であることを意識していくということ
です。

　15年前の「意識の転換」は、イグナチオ教会の新聖堂の献堂に合わせて、信徒皆が新たな気持ちで
歩むときでした。その「意識の転換」では、「一人一役」というモットーのもと、教会内の活動が劇
的に活発になりました。それが現在の繁栄につながっているのは間違いないでしょう。
　当時の主任司祭であった池尻廣幸師は次のように総括しています。「この教会のことで話せば、司
牧的な事柄は、ずいぶん力を入れて行われていると思います。しかし、社会に向かっていく動き、あ
るいは、信徒一人ひとりが、福音宣教を行っていくということは、まだ弱いのではないかと思いま
す」（1999年第 1回教会大黙想会にて）。
　当時はそのような状況だったでしょうが、この15年間、例えば、四ツ谷おにぎり仲間（野宿してい
る人へのおにぎり配り）、カレーの会（生活困窮者への炊き出し）など、社会に対してかなり開かれ
てきたことは間違いないです。また福音宣教については、まだ多くはないものの、信徒による入門講
座や養成講座が少しずつ誕生してきています。
　このような流れがあり、今回の「わたしたちのミッションと 4本柱」（案）が生まれてきたのだと
思います。「ミッション」という言葉どおり、私たちの教会は、自分のためにあるのではなく、人び
とのためにあるということ、私たち一人ひとりは主からミッション（派遣と使命）をもらっていると
いうことです。今回のキーワードは、「祈りに基づいた使徒的共同体」ということになります。私た
ちは、一人ひとりが使徒ですが、教会という共同体においても、使徒的なあり方を基本にして歩んで
いこうということです。
　それはフランシスコ教皇の教会観とそのまま合っていることに気づきました。ここ 3年間の教会の
テーマは、「勇気と寛大な心をもって出かけて行きなさい」という言葉です。これはワールドユース
デーで、パパ様が若者に語った言葉です。私たちがこの言葉をモットーとして選んだということは、
まさに私たちが使徒的共同体として社会に向かってミッションを果たすことを意識した表れだと思い
ます。
　パパ様は別のところで次のように述べています、「教会は野戦病院であれ」と。さらに次のように
語ります、「私たちキリスト者が自分たちのグループ、活動サークル、小教区などの小さな世界に閉

「教会生活見直しワークショップ」の総括と今後

6



じこもっているならば、私たちは閉ざされたままです。そして閉ざされた世界に起こることは私たち
にも起きます。つまり閉ざされた部屋にいると、息苦しくなり、病気になるのです。キリスト者が外
に出て『周辺』に行けば、外に出て行く他の人たちと同様に危険な目に遭うこともあります。事故に
遭うかもしれません。実際、道路では多くの事故が起きています。しかし、これだけはぜひ皆さんに
伝えておきます。私は病んでいる教会よりも、何千倍も傷ついた教会を望んでいます。内にこもり、
勉強好きで物知りの奉仕者よりも、勇気をもって外に出かけていく教会や奉仕者を心から望んでいま
す。閉じこもる人は病み、時には頭も病んでしまいます」。
　私たちが目指すのはまさにこのような教会ではないでしょうか。「私たちのミッションと 4本柱」
は結局のところ、それを素直に表しているだけです。
　この案は 9月の宣教司牧評議会に審議のために上程する予定です。そこで決定された後、今度はそ
れを実施していくことになります。具体的実践については、アクション・プランとしてまとめ、それ
を推進していくことになります。すでにワークショップで具体的なことを話し合ったこともありまし
たが、実施に向けては慎重に検討することが必要だということが分かりました。 9月以降、信頼でき
るスタッフのもと、慎重かつ大胆に実施していく予定です。それをどのように組織し、進めていくか
はこれからの検討課題です。ちなみに現状のアクション・プラン（案）をお伝えしておきます。

1 ．祈りを深める：
　　Ø　AP1-1：一人ひとりの霊的刷新、自分の召命を意識し、使命を見出すこと
　　Ø　AP1-2：典礼の見直しと工夫
2 ．福音を伝える：
　　Ø　AP2-1：①新しく来るひとを迎え入れる体制─ツイッター、フェイスブックなど
　　Ø　AP2-2：②新しく来るひとを迎え入れる体制─コンシェルジュの常駐
　　Ø　AP2-3：信徒による入門講座開設の準備
　　Ø　AP2-4：信仰に基づく正義の促進やエコロジーについての学習会や活動の充実
　　Ø　AP2-5：今、困っている人を助ける具体的な活動の準備と応援
3 ．共同体を生きる：
　　Ø　AP3-1：受洗後 3 ～ 5年の信徒の後追い調査
　　Ø　AP3-2：既存の行事を共同体的つながりづくりに活かす工夫
　　Ø　AP3-3：小共同体作り、多くの人に多様な居場所を作っていく工夫
　　Ø　AP3-4：高齢者社会への対応、ケアと葬儀のあり方の見直し
　　Ø　AP3-5：青少年の活動の活発化、ワールドユースデーへの派遣
4 ．新しい「きょうどう」：
　　Ø　AP4-1： 「きょうどう」委員会を設置、司祭減少に対して信徒の役割の拡大をしっかり腰を据

えて考え、計画を練る、将来的には教会組織の見直しまで
　　Ø　AP4-2：東京教区との連携
　　Ø　AP4-3： イエズス会の教会としてのアイデンティティー、イエズス会のミッションを共有し

ていく

　これをもって、ワークショップは終わり、スタッフも解散します。 9月以降、宣教司牧評議会のも
と、アクション・プランを実施する新たなグループが始まることでしょう。
　これまでいただいた信徒の皆さんと司祭団のご協力と励ましに心から感謝いたします。そして私た
ちが15年後を見据え、「わたしたちのミッション」・「 4本の柱」のもと、アクション・プランを通し
て聖イグナチオ教会の共同体が神のみ旨にかなったものとなるよう、ともに祈り、ともに協力してい
くことができるように、これからもよろしくお願いします。

文責：英　隆一朗神父・教会生活見直しワークショップスタッフ
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ワールドユースデーに参加しているすべての若者のためにお祈りをお願いいたします。

ワールドユースデー　クラクフ大会の祈り

いつくしみ深い父なる神よ、
あなたは、御子イエス・キリストのうちにお示しになった愛を、

弁護者である聖霊によってわたしたちに豊かに注いでくださいました。

世界とすべての人の未来を今日、あなたにゆだねます。
とくに、あらゆる言語、民族、国の若者をあなたにゆだねます。
今日（こんにち）の複雑な社会を歩む若者たちを守り導き、

クラクフでのワールドユースデーの経験が豊かな実を結ぶよう恵みをお与えください。

天におられる父よ、
わたしたちが、あなたのいつくしみの証し人となれるようにしてください。

疑いのあるところに信仰を、失望している人に希望を、
無関心に陥っている人に愛を、過ちを犯した人にゆるしを、
不幸せな人に喜びを伝える術（すべ）を教えてください。
あなたがわたしたちのうちにともしてくださった
いつくしみ深い愛の灯（ともしび）が、

多くの心を回心へと導き、地の表を新たにする炎となりますように。

いつくしみ深い母マリア、わたしたちのためにお祈りください。
聖ヨハネ・パウロ二世、わたしたちのためにお祈りください。
聖ファウスティナ、わたしたちのためにお祈りください。

【2016年ワールドユースデークラクフ大会巡礼を共に分かち合いましょう！】
7月17日（日）10時ミサでワールドユースデー派遣メンバー 7名の祝福式が行われました。
7月23日～ 8月 5日の日程で巡礼に出かけました。
ワールドユースデー開催中の模様は【ＷＹＤクラクフ大会公式ＨＰ】検索で分かち合うことができます。

帰国報告会開催

日時： 9月11日（日）
　　　11：15 〜 12：00
　
場所：ヨセフホール

“教皇ミサ”ヨセフdeビューイング

　現地時間 7月31日 9：00開催の教皇ミサをイグナチオ教会でパブ
リックビューイングによるライブ中継を行います。
　　　　 7 月31日（日）　　　　ヨセフホール
　16：00　開場　　16：30　ＷＹＤの解説　　17：00　ミサ開始

【写真提供：写真チーム】

2016年ワールドユースデー派遣準備委員会
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聖イグナチオ教会図書室より─新刊図書が入りました─
書　名 著　者

1 『家族　教皇講話集』 教皇フランシスコ 神は人間を孤独な者としてではなく、幸せになるため
に補い合いながら連れ立って歩むものとして造られま
した。教皇様がご自身の家族を通して、愛し合い、支
え合う家族を語っておられます。

2 『殉教者』 加賀乙彦 キリシタン迫害が激化した江戸初期、大分で生まれた
ペトロ岐部の壮絶な生涯を描き、真の殉教者の信仰の
最奥に迫る物語。

3 『絶えざる御助けの聖
母　巡礼』

三輪　匠 著者はカトリック雪ノ下教会所属信徒。「絶えざる御
助けの聖母画」の美しい写真集。

4 『薔薇の祈り』
～ルワンダ虐殺、ロ
ザリオの祈りに救わ
れて～

イマキュレー・イ
リバギザ
スティーヴ・アー
ウィン

ルワンダ大虐殺のさなか、小さなトイレで身をひそめ
た女性の命綱となったのが、「ロザリオの祈り」だっ
た。ロザリオの祈りの神秘を深く黙想した著者が憎し
みから、赦しへと開かれていく。

5 『父となる旅路』
～聖書の失敗例に学
ぶ子育て～

豊田信行 理想的な父親でなくていい。ダビデ、イサク、ヤコブ
の信仰の父祖たちも失敗だらけ。その失敗から見えて
くる父親ならではの役割とは。聖書の登場人物と重ね
ながら著者が父親となっていく。

6 『ザビエルと天皇』
～豊後のキリシタン
歴史悲話～

守部喜雅 日本とキリスト教の不思議で長い歴史。天皇には会え
なかったザビエル。キリシタン大名の挫折と苦悩。ペ
トロ岐部の愛と真実への旅路など。

7 『聖書とキリスト論』 教皇庁　
聖書委員会

現代の多様なキリスト論。その問題提起と回答の多様
性のために、戸惑いを覚える信仰者に向けられた、聖
書神学の方法論の簡潔なまとめ。

8 『福音の喜び』2015年
上智大学神学部夏期
神学講習会講演集

片山はるひ　
髙山貞美

聖書に描かれる「福音」は、なぜ「喜び」であるの
か？　どのように「福音の喜び」を伝えてゆくか？　
聖書や神学、平和学、環境問題から現代の日本のキリ
スト教が直面する問題を考察する。

9 『神の指ここにあり』
～聖イグナチオの生
涯とイエズス会創立
の物語～

李　聖一

10『遠藤周作　和解の物
語』

川島秀一 初期短編集から、主要作品16編を軸に、遠藤文学の世
界を全体像として考察。日本的風土の深層とキリスト
教との相剋。グローバルな「和解」をめざす遠藤文学
の現代性と世界性。

11『砂漠に引きこもった
人々』～キリスト教
聖人伝選集～

戸田　聡 アントニオス、マカリオスほか 4世紀に砂漠で隠遁生
活を送った「最初の修道者たち」の生涯。教父ヒエロ
ニュムスやアタナシオスらが描くキリスト教的伝記の
古典と称される物語。

図書室は信徒会館 2階にあります。どうぞお立ち寄りください。
開室日時：毎日曜日　 9：30 〜 13：00　　貸し出し期間： 1カ月　　貸し出し冊数： 3冊まで

傾聴ルーム
　誰かに聞いてもらいたい。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。
　　　　◎ 8月はお休みです。　 9月14日（水）・21日（水）・28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〈33〉──

『よつ葉ハンズ』からのお知らせ

●よつ葉ハンズとは

　カレーの会・四ツ谷おにぎり仲間と生活

相談室に関わっていた方と、スタッフが一

緒に社会参加や生きがいづくりの実践を目

的に、活動するグループです。

　よつ葉ハンズは「すべての人が排除され

ない社会」を作ります。

　そして、四つの葉にちなんで、

　①交流できる場（葉）

　②活動できる場（葉）

　③相談できる場（葉）

　④ 多様性を認め合う場（葉）を作っていき

ます。

●活動内容

　現在の活動としては、聖イグナチオ教会

のパントリーで、月に 1度月曜日のカレー

の会終了後、おいしいバナナケーキを焼い

ています。

　活動者は、カレーの会に参加しているお

じさま方を中心に、教会スタッフがサポー

トをしながら、一緒にアイデアを出し合い

ながら焼いています。

　去年から教会祭などでも頒布し、今年は、

180個と 1本売り10本のバナナケーキを完

売しました。

　教会祭という活動できる場に恵まれたこ

とによって、やりがいを感じ、また、完売

して教会に献金ができたことは、自信と大

きな喜びとなりました。

　よつ葉ハンズの中心メンバーの取り巻く

環境は、多種多様です。私たちは、違いに

よって相手を排斥するのではなく、違いの

中から多様性を見いだし、相手の中に色々

な気付きがあり、それがお互いの多様性を

認めることに繋げたいと思っています。自

立支援のひとつとして、シンプルな中に、

一致を感じられる活動でありたいと思います。

　皆様のお気持ちが、よつ葉ハンズの支え

となります。これからの活動に、より多く

のご協力とご理解を、どうぞよろしくお願

いいたします。

よつ葉ハンズスタッフ　木嶋真理

10



洗　礼
（ 5月10日～ 6月24日）

　おめでとうございます　
ローザ　マリア　村　上　さとみ
フランシスコ・ザビエル　氷見谷　直　紀

ルチア　氷見谷　光　恵
ヨゼフ　柳　澤　徳　次

フランシスカ　岩　本　直　美
ドミニコ　Tran Thanh Tuan
マリア　Nguyen Huynh My Dung

アウグスティノ　Nguyen Lam Thien An
マリア　ローザ　河　原　裕　子

マリア　上　妻　ヒ　デ
　Bamweyana Nakibinge Emanuel Brian

Clarence Yuji A. Jimenez
エリ　フェイス　Yumi Rondael Tabbu

　Simbulas Nathaniel Masaaki Gillo
ヴィンセンテ　Komori Moschino

エレナ　峰　岸　百　世
アナスタシア　今　井　祐　里

転　入
（ 5月19日～ 7月 9日）
どうぞ　よろしく

船　田　永　子　　上　　田
江　渡　由起子　　碑 文 谷
清　原　丈　嗣　　豊　　島
清　原　秀　生　　豊 　 島
清　原　かおり　　豊　　島
清　原　涼　平　　豊 　 島
清　原　千　聖　　豊 　 島
竹　内　きく子　　亀 　 有
竹　内　　　清　　亀 　 有
伊　藤　里々佳　　江 　 南
和　野　　　円　　東 仙 台
竹　内　恵　子　　高　　幡
山　田　千恵子　　成 　 城
尾　田　美　紀　　清 　 瀬
尾　田　　　愛　　清 　 瀬
尾　田　雅　代　　清 　 瀬
谷田部　美貴子　　赤　　羽
蔵　田　光太郎　　瀬　　田
蔵　田　真太郎　　瀬 　 田
蔵　田　淳　子　　瀬 　 田
蔵　田　文　男　　瀬　　田

和　野　花　奈　　徳 　 田
和　野　佳　祐　　徳　　田
和　野　ともね　　徳 　 田
木　戸　大　介　　鍛冶ヶ谷
杉　本　千加代　　南　　山
ペルベルシ　ジュリエッタ　　高　　幡
仁　上　羚　慈　　首　　里
仁　上　まりあ　　首　　里
仁　上　みな子　　首　　里

帰　天
お祈りください

ベロニカ　川　島　優　子　   6/1
ヨセフ　廣　田　一　夫       6/2

タルシジオ　山　田　芳　和       6/3
フランシスカ  シャンタル　山　﨑　悦　子     6/10
マリア　杉　浦　　　恵　 6/12
マリア　上　妻　ヒ　デ　 6/13
ヨハネ　伊　藤　幸　治　 6/28
モニカ　野　老　春　子　 6/30

ステラ　マリス　川　島　好　子　 6/30
ヨハネ　田　中　　　宏　   7/1
アンナ　鈴　木　朋　子　   7/2
テレジア　平　井　久仁子　   7/3

お知らせ
●8月の告解について
　 8月15日（月）～ 31日（水）はお休みです。

● 8月15日（月）聖母の被昇天の祭日
　平和祈願ミサ
　 7：00　10：00　12：00（英語）18：00
　＊�8 ：30と13：30（スペイン語）の
　　ミサはありません。　　　　

大地震避難訓練のお知らせ
　大地震に備え、下記の日程で避難訓練を
行います。
場所：主聖堂
日時： 9 月 3 日（土）18：00ミサ終了直後
　　　 9 月 4 日（日）10：00ミサ終了直後

　皆様のご協力をお願いいたします。

教会の夏休み
事務室と信徒会館

　 8月 1日（月）～ 8月31日（水）まで、

信徒会館は19時に閉館いたします。

クリプタ

　クリプタは平常どおりお参りできます。

メリエンダの夏休み

　 7月24日（日）～ 9月11日（日）まで、お

休みさせていただきます。 9月18日（日）か

らまた再開します。

聖イグナチオ教会案内所

　 8月11日（木）～ 8月16日（火）夏休み
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