
「私たちは神様のいつくしみの扉を開く生き方を選びます」（ミッション2030）

ちは日々の生活の過程において、その扉の意味
するところを行動に移したでしょうか。教皇フ
ランシスコは、「この聖なる扉から入るという
ことは、神様がすべての人を受け入れ、扉から
出て一人ひとりに個別に会うという神様のいつ

くしみの深さを再認識する
ということを意味している」
とおっしゃいます。
　私たちは日々生きていく
中で、様々な人に出会いま
す。このことは、イエス様
がいずれの場所でもいずれ
の人にも身をもってお示し
くださっています。
　私は「Ｋさん」との感動
的な関わりを皆さんにお話
ししたいと思います。Ｋさ
んは長年にわたってこの教
会のために尽してください
ましたが、最近お亡くなり
になりました。彼女は海外
での職務を退いた後に、聖
イグナチオ教会でのボラン
ティア活動に身を捧げてく
ださいました。Ｋさんはい

かなる天候の中でも、台風が来ようと雪が降ろ
うと、毎日のようにやって来ました。ほんとう
に多くのことを教会のためにしてくださいまし
た。会計監査や聖体奉仕者の仕事のほかに、音
訳サービスや、清掃グループ、タラ友の会にも
参加し、イングリッシュセンターのボランティ
アとしても活動なさいました。吹雪の日にもお

　いつくしみの特別聖年は今年11月20日で終わ
ります。私たち皆が知っているように、教皇フ
ランシスコはすべての教会に対して「社会から
疎外されて生きている人々に心を開く」ように
強く求めました。
　これはすなわち、「世界で
起きている悲惨な出来事や、
人としての尊厳を否定されて
いる人々から目を反らさず」、
「これらの人々が助けを求め
る声に耳を傾けなければなら
ないということを認識すべき
だ」という意味です。教皇は
教会に関わる私たちに、現在
の生き方を見直し、新たな視
点で私たちの信仰を見つめよ、
とおっしゃったのです。
　私たちはこの呼び掛けに応
じて「ミッション2030」に向
かって使徒的共同体を生きる
ために、命と信仰を融合させ
ることができるでしょうか。
　この一年を通じて、私たち
の多くが「聖なる扉」の巡礼
に参加し、偉大なる神様のい
つくしみを祈り求めました。この特別聖年は間
もなく終わりますが、私たちは神様のいつくし
みの証人になり得たでしょうか。つまり、私た
ちは生きている日々において、祈りにおいて、
いつくしみの行動を継続できたでしょうか。私
たちの多くが開かれた「聖なる扉」から入りま
したが、これはどういう意味でしょうか。私た
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いでになって、年老いた信徒のために八王子ま
でご聖体をお届けしてきたところだと私に告げ
たこともありました。これは彼女が人のために
してきた多くのいつくしみのほんの一例です。
Ｋさんは私にとって、まさに「聖人」なのです。
彼女は晩年になって病に苦しみましたが、私に
は一度も苦痛を訴えたことがありませんでした。
彼女の感動的な行動は私にとって、まさに「祈
り」なのです。彼女は言葉に表さずとも、神様
への謙虚な奉仕活動を通じて私たちに対して愛
情と信念を見せてくれました。

　私は「いかに祈りを深めるか」ということに
ついて皆さんに深く考えていただきたいと思い
ます。「ミッション2030」を実現させるための

柱の一つとして、この「祈りを深める」という
ことがあります。祈りは私たちに愛情を持って
他の人に仕えよということを教えてくれます。
　イエス様は「あなたがたの父がいつくしみ深
いように、あなたがたもいつくしみ深くありな
さい」（ルカ 6・36）とおっしゃいます。これ
は神様のいつくしみの印であり、手段であり、
証人であるように、との私たちの使命なのです。
これは、「いかなる場所で出会ういかなる人に
対しても、神様のいつくしみの扉を開くような
生き方をすべし」という使命を果たすために与
えられた課題なのです。

アヴェリーノ・アウレア・ビスナー
（メリノール女子修道会）

朗読奉仕者の独り言
　私には守り続けているルーティンがあります。朗読台に上がったらまず足の位置を決める。肩幅
よりやや狭く広げ、胸が朗読台に軽く触れるように立ち、朗読聖書のページと朗読箇所を確認する。
次に大きく息を吸いながら背筋を伸ばし胸を張り、その状態でマイクの高さを調整する。その後、
背中と胸の姿勢をほぼ維持したまま息を吐き出す。胸をしぼませることなしに息を吐き出せば、必
然的にお腹がへこみ、これで腹式呼吸のモードに入れる。肩と胸に力が入らないように注意……ま
だまだ続く……。
　このように書くと、何と神経質なと驚かれるかもしれませんが、元来ずぼらで怠け者の私が、こ
んなことを考えて実行しているのは、実は「緊張感対策」なのです。主聖堂の朗読台に立ったとき
の緊張感は、それはそれは半端なものではありません。ですから、あらかじめ一挙手一投足の詳細
な手順を決めておいて、しかもその手順を練習しておく。そうすれば実際に奉仕をするときに、緊
張していても戸惑わずに済む。すべての所作を淀みなく行い、何よりもミサの流れを乱すような振
る舞いを防げると考えてのことです。
　淀みない流れというのは大切だと思います。私が朗読にあたって気をつけていることは、良くも
悪くも自分自身を目立たせないようにすることです。「会衆の誰かが出てきて……読んで……席に
戻った……みたいだ……ただ聖書の御言葉だけが心の中に残っている」。皆様にそう感じていただ
ければ、それが私の考える理想的な朗読奉仕です。ですから、すべての所作は淀みなくスムーズに、
そして特別な印象を残さずに。
　「読み方」そのものも同じです。あくまでも自然に、そして聴き易く、わかり易く。これが必要
なすべてだと思います。感情を込めたり、ドラマティックな抑揚を付けたりしない、聴き取りやす
いようにはっきりと明瞭に、わかり易いように適切な切れ目と間をとり、味わい易いように少し遅
めのテンポで。それだけを考え、それ以外のことは一切考えない。
　そう思って奉仕をさせていただいています。あくまでも目指している理想であって、その通りに
できているという意味ではございません。皆様、お気づきの点がございましたら、どうぞお気軽に
（ただしお手柔らかに）声をお掛けください。

第 2朗読グループ　Javier　石井　創
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“クリスマスバザー”
11月27日（日）（待降節第 1 主日）

8 時30分のミサ終了後〜 15時頃まで
内　容：◦物品頒布
　　　　　 手作り品、クッキー、ワインなど

詳細はポスター、チラシをご覧
ください。

　　　　◦メリエンダ及び屋台による軽食
　クリスマスバザーの主たる目的は、困難
な状況にある人々を支援する活動機関への
献金です。また信徒の行事として、主のご
降誕を待ち望みながら、教会に集う私たち
が交流し楽しい一日となるようご協力くだ
さい。
献金先：決定次第お知らせいたします。

★献　品：頒布品としての献品の受付は
　　　　　11月13日（日）までです。
注意： 中古衣料と賞味期限切れの食品はお

引き受けできません。その他詳細は
ポスター、チラシをご覧ください。

【同時開催】　教会案内ツアー
　　　 私たちの教会をぐるっと一周ご案内

いたします！
　　　　受付開始： 9時30分～
　　　　ツアー時間：①10：30～
　　　　②11：00～　③14：00～

主催：カトリック麹町　聖イグナチオ教会
　　　クリスマスバザー実行委員会

“2016 年クリスマスミサ”

◦23日（金・祝日）
　14：00「子どもと家庭のクリスマスミサ」
　18：00「キャンドルサービスとフォークミサ」

◦24日（土）17：00・19：00（手話通訳付き）
　21：00・22：30（英語ミサ）

◦25日（日）7：00・8：30
　10：00（手話通訳付き）・12：00（英語）
　13：30（スペイン語）・18：00

11 月 2 日（水）死者の日のカード

　 7 ：00のミサでは「亡くなられた方へ

のカード」の用意はありませんので、

12：00と18：00のミサでお書きください。

財 務 報 告

・ 9月25日（日）「世界難民移住移動者の日」
の献金1,169,139円は、日本カトリック難民移
住移動者委員会を通じて、幅広く支援に役立
てられます。

　皆様の寛大なご協力に感謝いたします。

9 月・10月の宣教司牧評議会から

【「ミッション2030」と「ミッションを実現する 4 つの柱」の確定】

　「ミッション2030」と「ミッションを実現する 4つの柱」の最終案が承認され、確定しました。

「ミッション2030」実践のため、促進チームが発足されます。

【Facebookページの開設】

　若者へ向けた福音宣教のため、Facebookページを開設しました。

https://www.facebook.com/カトリック麹町聖イグナチオ教会広報ページ

【2016年度クリスマスバザー・クリスマスミサの方針について】

　昨年度の体制を踏襲し実施することが承認されました。
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長寿の集い─神様の豊かな祝福のうちに─

　 9月10日（土）、「長寿の集い」が行われまし
た。14時から 7名の司祭による共同司式で長寿
を祝うミサが捧げられ、283名の方がミサに与
られました。出席者の 7割が希望された塗油も
授けられ、神様の豊かな恵みのうちに癒しを頂
いたことでしょう。

　ミサ後の茶話会にはヨセフホールの椅子
（200脚）が足りなくなるほどの方々が参加され、
75歳以上の神父様方を交え、笑顔の交換がされ
ていました。

　土曜学校の子どもたちの手話を交えた歌をか
わきりに、主任司祭の挨拶、乾杯、英神父のお
話の後は参加された皆様が主役。ゆっくり歓談
できるように、また、歓談のきっかけになるよ
うに、舞台に大型スクリーンが用意され、「写

真チーム」が作成した懐かしい教会行事や神父
様方がプロジェクターで写し出されるスライド
放映は大変好評でした。「○○神父様！」「あ
あ！　これは○○ね！」など画面が変わるたび
にあちこちから声が上がり、活き活きとした表
情と明るい雰囲気が醸し出され、楽しそうに話
されているご様子が印象的でした。

　長寿の集いの準備は、様々な活動グループが
関わっています。対象となる75歳以上の方の名
簿作成・封書の宛名ラベル作りは教会事務室、
長寿の集いご案内状・ご要望伺い・当日の受付
は「訪問グループ」、対象者1907名の方々への
ご案内状などの封入と郵送・看板作りは「マル
タとマリアの会」が底力を発揮してくださって
います。当日の司会・会場設定・乾杯のワイン
サービス・後片付けは「ＥＷＧ」、テーブル花
の用意は「活け花グループ」、また、皆様へお
祝いの気持ちを込めたお赤飯やお菓子の準備は
「料理グループ」とそれぞれの持ち味を活かし、
繋がり工夫しながら共同して長寿の皆様をお祝
いしています。

　楽しんでいただいた長寿の集いですが、今後
についてはいくつかの気がかりがあります。
◎来年度は対象者（75歳以上）が2000名を超え
ること。
◎今年度郵送した「長寿の集いご案内状」1907
名に対して、返信は出欠席を含め707名
（37％）で、宛先に配達されたものの連絡の無
い方が63％を占めたこと。
　高齢化と共に教会に来ることが難しくなって
いる方が増えてきている傾向と合わせ、今後の
課題の一つと思われます。
　教会生活見直しワークショップを経て「ミッ
ション2030」が始動するなかで対応の方向性を
見つけることができますように、老いも若きも
教会が我が家となりますように、信徒一人ひと
りが祈り、行動しながら取り組んでまいりたい
ものです。

　最後になりましたが、教会を支え導いて来ら
れたご長寿の皆様に感謝すると共に健やかな
日々と神様の豊かな祝福をお祈りいたします。

訪問グループ代表　内田和子

【写真提供：写真チーム】

4



2016年教勢調査     　　　　　　　麹町（聖イグナチオ）教会　　 

      

●主日ミサの参加者      

ミサ 性別 聖体拝領を受けた人 祝福を受けた人 聖体拝領も祝福も
受けなかった人 計

10月1日 ①　18：00 男 106 14 8 128
主聖堂 女 249 19 14 282
日本語 合計 355 33 22 410

10月2日 ②　7：00 男 49 3 10 62
主聖堂 女 70 6 4 80
日本語 合計 119 9 14 142
③　8：30 男 117 10 9 136
主聖堂 女 274 19 20 313
日本語 合計 391 29 29 449
④　10：00 男 164 28 11 203
主聖堂 女 473 22 11 506
日本語 合計 637 50 22 709
⑤　12：00 男 236 33 121 390
主聖堂 女 577 64 198 839
英語 合計 813 97 319 1,229
⑥　12：30 男 9 1 1 11
マリア聖堂 女 22 7 12 41
ポルトガル語 合計 31 8 13 52
⑦　13：30 男 35 3 45 83
主聖堂 女 79 5 38 122
スペイン語 合計 114 8 83 205
⑧　15：00 男 188 108 83 379
主聖堂 女 174 82 57 313
ベトナム語 合計 362 190 140 692
⑨　16：00 男 46 2 0 48
ザビエル聖堂 女 37 4 0 41
インドネシア語 合計 83 6 0 89
⑩　16：00 男 20 4 21 45
マリア聖堂 女 35 2 16 53
ポーランド語 合計 55 6 37 98
⑪　18：00 男 119 11 13 143
主聖堂 女 237 30 33 300
日本語 合計 356 41 46 443

主日ミサ合計
男 1,089 217 322 1,628
女 2,227 260 403 2,890
合計 3,316 477 725 4,518

○教勢調査の結果
　2016年度の教勢調査を10月 1日、 2日の主日のミサで各聖堂係のご協力を得て行いました。
　ミサ出席者は4,518名（昨年は4,306名）でした。これは2005年以降最多の人数です。また日本語のミ
サ出席者2,153人、外国語ミサ（合計）は2,365人でした。      

調査実施日 10月1日（土） 10月2日（日）
天候 曇　時々雨 晴
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『ミッション2030』
　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。
　現代の社会は、命の軽視や孤独、過度の競争原理や格差、環境破壊など、未来に希望を見いだしに
くい反福音的なものに脅かされています。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、皆でともに手
をたずさえて（日本人も外国人も、老いも若きも）、福音の喜びを分かち合っていく使命を生きてい
きます。

ミッションを実施する 4 つの柱
1．祈りを深める ：自らの召命をしっかりと受けとめ、信仰と生活を統合し、キリストの

使徒として生きるため、神との生きた交わりを深め、霊的養成（聖イ
グナチオの霊操に基づいて）を心がける。

2．福音を伝える ： 社会全体の福音化をめざして、どんなところ（教会・職場・家庭など）
においても、共同体として、また個人として、仕える心で、与えられ
た使命を果たしていく。

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、どんな人
も迎え入れ、互いに支え合いながら、つながりを大切にしていく。

4．新しい「きょうどう」 ：  以上を実現していくために、信徒がより主体的になり、司祭、修道者
とよりいっそう協力できる体制を構築していく。さらに、イエズス会
の教会としてのアイデンティティを保ち、東京教区の一員として連携
していく。

今後の進め方
＊2016年から2030年まで、このミッションを実践していくように心がける。
1． 教会全体として、「ミッション2030」を意識し、 4本柱のテーマを実践していけるように、 1年に

1つずつ重点をおいて、キャンペーンや行事を行っていく。 
2017年：祈り、2018年：宣教、2019年：共同体、2020年：きょうどう

2． 宣教司牧評議会のもとに、 4本柱を実行していくために、ミッション促進チームを発足させる。
4本柱に対応して、 4つのグループに分け、それぞれが計画・立案していく。このチームは、ア
クション・プランの立ち上げと、当初の活動に責任をもつ。宣教司牧評議会がそれを見直し、評
価していく（ 9月の宣教司牧評議会を軸にして）。

3． アクション・プランは、ミッション促進チームに原則としてゆだねるが、ケースバイケースで対
応していく。

老いも若きも、日本人も外国人も、
　　　　　　　同じ船に乗って、ともに未来に向かって漕ぎ出しましょう

　聖イグナチオ教会共同体が目指す生き方『ミッション2030』および『ミッションを実現する 4つの
柱』が、 9月19日に開催された宣教司牧評議会で承認、確定されました。
　「いつくしみの特別聖年」がそろそろ幕を閉じようとしているこの時に、この大きな実りを収穫で
きましたこと、まずは主に賛美と感謝を捧げ、皆様と共に喜び分かち合いたいと思います。

　昨年の 4月から今回の正式発表に至る約 1年半のなかで特筆すべきことは、実施された教会生活見
直しをテーマにしたアンケート、ワークショップ（全 8回）、教会黙想会、途中経過を伝えたニュー
ズレターや教会報「マジス」などを通して、実に多くの信徒の皆様がこのプロジェクトに関わり、祈
り、種を育て見守ってくださったことだと思います。
　さらに、この皆さんの思いが反映されて生まれた『ミッション2030』と『ミッションを実現する 4
つの柱』が、今年度の教会テーマ『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─に、いつのまにか自然にぴったりと繋がったことです。
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　1996年 3月に「意識の転換」運動が聖イグナチオ教会内で生まれたことを、いま思い出される皆様
も大勢いらっしゃると思います。
　「聖イグナチオ教会の信徒の一人ひとりが、神様への回心を具体的な日ごろの行動や生活の中で
行っていくことを、意識の転換という言葉で図ろうとした」（「新しい教会のあゆみ」─献堂10周年記
念にあたって─より）とあります。これによって1999年の新聖堂献堂も無事実現し、各種奉仕活動も
続々と生まれました。
　今回の『ミッション2030』が、かつて先輩諸氏が導かれた「意識の転換」運動の流れを受け継いで
いることをここで申し添えておきたいと思います。
　残念ながら、20年が経過しその当時の思いが薄れかけているなかで、時代の流れ、社会の変化、共
同体の成熟度に対応した、新たな「意識の転換」運動が私たち聖イグナチオ教会に求められ、今回の
教会生活見直しプロジェクトが発足されました。

　お伝えするまでもなく、今回のミッションの正式発表は、あくまでも聖イグナチオ教会共同体の、
船にたとえるなら、目指す目的地とその航路が決まっただけであり、船出の準備が整ったということ
です。
　これからの15年間、2030年まで『ミッション2030』の旗を掲げ、 4本の帆柱のもと、老いも若きも、
日本人も外国人も、聖イグナチオ教会共同体の皆で船を漕ぎ、キリストの使徒的共同体を生きてまい
ります。
　果たして、15年後の私たち信徒一人ひとり、さらに聖イグナチオ教会共同体は、キリストの使徒と
してどのように成長しているでしょうか。
　これから『ミッション2030』実現に向けて、早速ミッション促進チームを発足し、ワークショップ
で集められた様々なアイディアをもとにアクション・プランを立て、皆様とご一緒に力を合わせて実
行してまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

　最後になりましたが、今回の教会生活見直しワークショップにご参加いただいた皆様、プロジェク
トの企画・立案・実行に関わられた評議員ＯＢ・ＯＧの皆様、貴重なご意見、温かく見守ってくだ
さった司祭・シスターの皆様に、信徒評議員を代表いたしまして心から感謝申し上げます。

信徒代表　泉　安輝子

教会黙想会 

テーマ「クリスマス：待つ心と迎える心」
〜「教会生活見直しワークショップ」を踏まえて〜

　昨年 4月より開始された「教会生活見直しワークショップ」での皆さんとの対話を通して、今後
15年間の聖イグナチオ教会を展望した「ミッション2030」がまとめられました。
　このミッションを、これから私たち信徒がどのように生きていくのか、クリスマスを待つ心の中
で黙想をいたしましょう。

日時：11月23日（水・勤労感謝の日）　 9 時30分から受付
場所：主聖堂

《プログラム》
◆講話と黙想
　10：00～ 12：00　　援助修道会　シスター　景山あき子
　　昼食（各自ご用意ください）
　13：00～ 15：00　　援助修道会　シスター　品川ヨシ子

◆ミサ
　15：30～　　　　　共同司式
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「WYD（ワールドユースデー）で私たちが得たもの、感じたこと」

神様からの恵み
　この度は聖イグナチオ教会の派遣代表としてWYDに行かせていただきありがとうございました。
たくさん学び、感じた事があるのですが、その中でも特に感じた事を 1つだけ皆様に伝えたいと思い
ます。
　それは神様の愛です。WYDには世界中の青年が参加しました。集まった理由はイエス・キリスト
という私たちの神様のために集まりました。ミサ会場に行くのに道路が人、人、人でいっぱいでした。
会場から帰るのにも人、人、人でいっぱいです。ここにいる人たちはみな神様の愛を感じに、神様を
感じにポーランドにやってきました。神様はこれほどたくさんの人を愛し、またこれほど多くの人た
ちが神様を愛しています。神様は本当に素晴らしい愛を持っているということがWYDから帰って来
て強く感じました。そして僕は神様からの愛を他人に与える、伝えるべきなのではないかと今思って
います。神様からの愛を一人でも多くの人々に伝えていきたいです。どうやって伝えるのかは難しい
ですけれど、目の前の人を大切に、相手を大切に想い、慈しみを持ちたいと思っています。

中村　文（現高校生会リーダー）

WYDで得た、人との出会い・かけがえのないつながり
　私が今回WYDで得たものというと、何よりも人との出会いです。まず、フランクフルト空港では、
レバノンの巡礼団に出会いました。道中12時間に及ぶディレイを超えてきた彼らはこう言いました。
「人生の中でどんな困難があっても、自分が、平和と愛に留まる決意をしていれば、その困難は大し
たことではない」。
　また、私は今回初めてホームステイを体験しました。キェルツェとクラクフ教区の 2つのホスト
ファミリーは、最初のミサで送られた言葉のとおり、心と家を開いて、私たちを迎え入れてくれまし
た。
　そして何より、大会中行動を共にした日本の巡礼団のメンバー、現地のボランティアスタッフの皆
さんとの出会いは、かけがえのないものです。一人ひとりの行動が、私のお手本となるものばかりで
した。言語など、できる事を積極的に皆と共有し、その空間をより恵み深いものにする方々。カテ
ケージスの準備で苦戦する私たちを見守り、心からのアドバイスを下さった神父様方、シスターの
方々。毎日のきつい徒歩巡礼の中、進んで情報収集し、時には皆を笑わせて和ませてくれた班メン
バー。例を挙げればキリがありません。これからも、こんな素敵な仲間たちと共に信仰を持って歩ん
でいけることが嬉しくて、楽しみです。
　貴重な体験をさせていただき、本当にありがとうございます。日々感謝を込めて、これから教会で
の活動に生かします。 木村しをり（現英語圏エンジェルス）

キェルツェで出会った方々と信仰を深めて カンプス・ミゼルコルディエにて
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教皇フランシスコ　　　　　　　　　　　 
「いつくしみの特別聖年のための祈り」 

いつくしみ深く　御父のように

主イエス・キリスト、

あなたは、わたしたちが天の御父のようにいつくしみ深い者となるよう教え、

あなたを見る者は御父を見る、と仰せになりました。

み顔を示してくださればわたしたちは救われます。

あなたの愛に満ちたまなざしによって、

　ザアカイとマタイは富への執着から解き放たれ、

　姦通の女とマグダラのマリアは、

　この世のものだけに幸せを求めることから解放されました。

　ペトロはあなたを裏切った後に涙を流し、

　悔い改めた盗人には楽園が約束されました。

あなたはサマリアの女に、

「もしあなたが神のたまものを知っていたなら」と語られました。

このことばを、わたしたち一人ひとりに向けられたことばとして聞かせてください。

あなたは、目に見えない御父の、目に見えるみ顔です。

何よりもゆるしといつくしみによって、自らの力を示される神のみ顔です。

教会がこの世において、復活し栄光に満ちておられる主のみ顔となりますように。

あなたは、ご自分に仕える者が弱さを身にまとい、

無知と過ちの闇の中を歩む人々を、

心から思いやることができるようお望みになりました。

これら仕える者に出会うすべての人が、

神から必要とされ、愛され、ゆるされていると感じることができますように。

あなたの霊を送り、わたしたち一人ひとりに油を注ぎ、聖なるものとしてください。

神のいつくしみの聖なる年が、主の恵みに満ちた一年となり、

あなたの教会が新たな熱意をもって、貧しい人によい知らせをもたらし、

捕らわれ、抑圧されている人に解放を、

目の見えない人に視力の回復を告げることができますように。

この祈りを、いつくしみの母であるマリアの取り次ぎによって、

御父と聖霊とともに世々に生き、治めておられるあなたにおささげいたします。

アーメン。
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2016年　聖書週間“記念イベント” 

「聖書に親しむ」ビデオの集いのお知らせ

　今年もカトリック聖書週間の季節がやってま
いりました。聖書週間とは、カトリック信徒が
聖書に親しみ、聖書をより正しく理解するため
の運動として日本のカトリック教会が定めてい
るものです。毎年11月の第三日曜日からの一週
間がこの聖書週間に当たり、今年は11月20日か
ら27日までとなっております。

　日本聖書協会は、イグナチオ教会での「聖書
週間　記念イベント」に毎年協力させていただ
いており、今年は11月13日（日）にプレ・イベ
ントとして下記の上映会を企画いたしました。
NHK朝の連続テレビ小説で高視聴率をあげ、
話題となったヒロインたちの、ドラマでは描か
れなかったクリスチャンとしての知られざる姿
を描いたドキュメンタリー作品です。
　皆様ぜひお誘い合わせの上、お気軽にご参加
ください！

　また、聖書週間期間中はヨセフホールにて
「和訳聖書の歴史」パネル展示をいたします。
こちらもあわせてぜひご覧ください。

朝祷会だより

　第二ヴァチカン公会議で重要性が指摘された
信徒間の交流、そして教会一致推進（エキュメ
ニズム）を狙いに活動する「イグナチオ朝祷
会」（金曜朝ミサ後～）。その1968年創設時から
の会員である飯盛昌三さんが 9月27日、満百歳
になりました。それを主に感謝する祈りの朝祷
会が 9月23日に行われ、飯盛さんも久々に車い
すで参加しました。
　未信者、プロテスタント、どんな人も歓迎の
会ですが、最近の参加者は10人前後。それでも
この日は倍の24人が集合しました。
　朝祷会の終了後には、ガラルダ神父様から、
元気で長生きするようにと、飯盛さんに病者の
塗油の秘跡が授けられました。

イグナチオ朝祷会

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

ヤングオールド映画会
12月 1 日（木）13：30　ヨセフホール

『ホワイト・クリスマス』

どなたでも歓迎いたします。
皆様お誘い合わせの上お越しください。
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洗　礼
（ 8月23日～ 10月 2日）

　おめでとうございます　
ヴィクトール　Yuuta Victor Hoang

ヨゼフ　永　瀬　六　郎
マリア　永　瀬　敦　子
ヨセフ　フクヤマ　ナオキ
テレサ　Nguyen Thi Ha

マリア　Doan Thi Duyen

ヨハネ　シマダ　ユ　キ
フランシスコ　Tran Dinh Gia Bao

ニコラス　Nicolas Cardona Jeon

フランチェスカ　荒　谷　美　里
マリア　松　田　のり子

マリア　ロクサンナ　Maria Roxanna Kikuchi

ジョン　Cadis Rioto

イーサン　ジェイコブ　Ethan Jacob Acordon Pedron

ロムロ　カムス　雅　人
マリア　アスンシオン　井　上　友里江

マリー　丸山 マドレーヌ 敦子
ルカ　亀　井　幸　紀

マリア　アンナ　亀　井　　　瞳
マリア　クララ　亀　井　陽　依
ヨセフ　フランシスコ　佐　藤　　　豊

マリア　フランシスカ　佐　藤　紀美子
アシジのフランシスコ　堤　　　　　隆

マルタ　佐　藤　　　琴
パウロ　石　塚　　　新

エリザベト　垣　田　瑶　夏

結　婚
（ 9月）

お　幸　せ　に
マキシミリアノ　コルベ　大　森　寛太郎

　大和田　美　幸

　柳　谷　　　将
テレジア　ベルナデッタ　田　中　江　南

転　入
（ 9月 8日～ 10月 7日）

どうぞ　よろしく
三　浦　歩　巳　　茅 ヶ 崎
　三　浦　尚　巳　　茅 ヶ 崎
三　浦　佳　巳　　茅 ヶ 崎
三　浦　君　予　　茅 ヶ 崎
般　若　聖　純　　末 吉 町

西　山　雅　子　　調 　 布
原　　　秀　帆　　小 　 岩
大　野　葉　子　　関 　 口
青　柳　葉　子　　上 野 毛
古　巣　　　司　　春 日 部
　古　巣　　　淳　　春 日 部
古　巣　美喜代　　春 日 部
加　古　紗　理　　六 　 甲

帰　天
お祈りください

ヒッポリト　玉　生　　　彰　   8/3
エリザベス　土　屋　良　子     8/12

テレーズ　中　尾　瑞　枝     9/10

マリア　井　上　貞　子     9/15

ルカ　田　中　浩　次　 9/19

マリア　アンナ　田　　　悦　子　 9/21

マリア　アスンシオン　井　上　友里江　 9/23

ヨセフ　余　　　心　漢　 9/23

クララ　岡　田　弘　子　 10/1
マリア　田　中　寿　美　 10/3

幼児洗礼式　10月 8 日（土）

【写真提供：写真チーム】
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