
神は、我々と共におられる（マタイ 1・23）

眠っている赤ちゃんの前に私たちも「おめでと
う」「ありがとう」の心をそっと置いて帰って来
るのです。

　クリスマスが来ると、聖イグナチオ教会の主
聖堂の前に用意された動
物小屋の中で、飼葉桶に
眠るこの赤ちゃん（お人
形のイエス様）が、今ま
でに何回かごミサ中に誰
かに持ち去られるという
出来事がありました。
「クリスマスだっていう
のに赤ちゃんのイエス様
がいない。どうしたのか
しら…誰かが黙って持っ
ていった？…」。すぐに
別のお人形が用意され、
大騒ぎにならずに済みま
したが、そこにいた一人
の子どもが、ふと言いま
した。「赤ちゃんだから、
ちゃんと育てなければい
けないから親切な人が大
事に連れて行ってくだ
さったのでしょう」と。
私は今もクリスマスにな
るとこの言葉を思い出し
ます。私たちの心に、今

も生まれてくださる赤ちゃんのイエス様を私た
ちが育てなければ…の考えは実に深く私たちの
霊的生活に繋がっているのではないでしょうか。
　イエス様が大好きでたまらなかったコルカタ
の聖テレジアと呼ばれるようになったマザーテ
レサは、きっと幼いイエス様をご自分の心の中
で育てておられたと思います。小さく何もでき
ない赤ちゃんのイエス様に「わたしをお使いく
ださい」（マザー・テレサの祈り）と祈りなが

　今日（11月27日）から待降節に入り、クリス
マスが近づきました。昔（旧約時代）の人々と
は違って、私たちが救い主のお誕生を待つのは
4本立てたローソクに主日毎に 1本ずつ火が灯
され、「もう○○日したらクリスマス」と、待
つ日数が分かっています。
　マリア様とヨセフ様が
ガリラヤのナザレからユ
ダヤのベツレヘムまで旅
をなさる理由も、ベツレ
ヘムでの宿探しから動物
小屋でのイエス様のご誕
生、夜、野原で羊の番を
していた羊飼いたちが飼
葉桶に置かれた赤ちゃん
のイエス様を拝みに来た
ことなど、ルカによる福
音書が語っていますので、
私たちは落ち着いてクリ
スマスを迎えることがで
きます。サンタクロース、
プレゼント、ケーキなど
で賑う街のお店のクリス
マスと違って、教会のク
リスマスはびっくりする
ほど静かで素朴です。
　「天使たちが離れて天
に去ったとき、羊飼いた
ちは『さあ、ベツレヘム
へ行こう。主が知らせてくださったその出来事
を見ようではないか』と話し合った。そして急
いで行って、マリアとヨセフ、また飼葉桶に寝
かせてある乳飲み子を探し当てた。……羊飼い
たちは、見聞きしたことがすべて天使の話した
とおりだったので、神をあがめ、賛美しながら
帰って行った」（ルカ 2・15～ 20）と聖書は伝
えています。飼葉桶に寝る小さい赤ちゃん、マ
リア様とヨセフ様にすっかり任せて安心して
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「聖書を歌う」

　日曜日の夕方のミサで、聖歌の歌唱を担当している、テレジア聖歌隊です。
　私たちはミサの中で、第二バチカン公会議以降進められた、典礼の日本語化の中で作曲された
典礼聖歌の歌唱に、活動の中心を置いています。
　典礼聖歌は聖書の言葉が正しく伝わるように、日本語の標準的なイントネーションに従って作
曲されています。私たちもその趣意に従い、聖書の言葉が正しい日本語として、ミサに参加され
るすべての人に伝わるよう、練習を重ねています。

　聖歌隊の役割は会衆の中にあって、聖歌の歌唱を通じて、会衆の典礼への行動的参加を促すこ
とにあります。その一環として毎月第三週の日曜日には、ミサ前の聖歌練習として、短い時間で
はありますが、会衆の皆さんと共にその日に歌われる典礼聖歌の練習をしています。この活動も
4年を経過し、答唱詩編、アレルヤ唱、この 1年はミサ曲に取り組んでいます。

　昨年の待降節から典礼の進め方に一部変更があり、答唱詩編の朗誦は朗読台から歌うことが望
ましいとされました。この勧めを受けて、今年の聖週間の典礼から、合同聖歌隊で答唱詩編の朗
誦を朗読台から歌うことを始め、日曜日の夕方のミサでは、そのスタイルを毎週の主日のミサで
継承しています。これによって「ことばの典礼」の間は、朗読台にスポットがあたり、詩編の朗
誦も聖書朗読の一環として「聴いて味わう」ということが実現できるのだと思います。

　現代の社会現象である「少子高齢化」は教会の中でも例外ではなく、メンバーの減少・高齢化
が進んでいます。聖歌隊のメンバーは随時募集していますので、参加ご希望の方は、日曜日午後
4：00～ 5：00の間に、練習室201にお越しください。

テレジア聖歌隊

わたしをお使いください（マザー・テレサの祈り）

主よ、きょう一日　貧しい人や病んでいる人を助けるために
わたしの手をお望みでしたら
きょう、わたしのこの手をお使いください

主よ、きょう一日　家を欲しがる人びとを訪れるために
わたしの足をお望みでしたら
きょう、わたしのこの足をお貸しいたします

主よ、きょう一日　優しい言葉に飢えている人びとと語り合うために
わたしの声をお望みでしたら
きょう、わたしのこの声をお使いください

主よ、きょう一日　人は人であるという理由だけで
どんな人でも愛するためにわたしの心をお望みでしたら
きょう、わたしのこの心をお貸しいたします　

ら…マザーテレサと一緒に、このクリスマスの
お祝いをし、お生まれになったイエス様に、私
の手も、足も、優しい声と一人ひとりを大切に
する愛の心をお貸ししましょう。そうすれば
きっと静かに教会の『ミッション2030』がイエ
ス様の祝福の許、少しずつ実現し、私たちの心

も、イエス様の教会も育っていくに違いないと
信じています。

　皆様、クリスマスおめでとうございます。
2017年も神様の祝福を豊かに受けて、よい年に
なりますように、皆様とご一緒に心から祈ります。

援助修道会　景山あき子
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2016年　クリスマスミサのご案内
12月23日（金・祝）

★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」

12月24日（土）
★ゆるしの秘跡　12：30 〜 15：00　主聖堂
　24日の告解は、混雑が予想されます。
　できるだけ待降節の間にお受けください。

★ミサ　17：00
　　　　19：00（手話通訳付き）
　　　　21：00
　　　　22：30（英語）

● 整理券の配布などはなく、事前にお並び
いただく必要はありません。聖堂への出
入りを原則自由としますが、安全確認の
ため、各ミサ終了後、聖堂から全員ご退
出いただきます。
● 24日は、テレジアホールを休憩所として
ご利用ください。
●主聖堂前列に優先席を設けてあります。
　 ご高齢の方、体のご不自由な方はご利用
ください。
　ご不明な点は聖堂係におたずねください。

12月25日（日）
★ミサ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

●信徒会館の閉館時間（事務室含む）
　23日：19時　　24日：15時
　25日：20時30分

●駐車禁止
　教会周辺の道路は駐車禁止です。
　お守りください。

クリスマス前の�
ゆるしの秘跡のお知らせ

（変更の可能性があるので、詳しくは聖堂
掲示板でご確認ください）

12月10日（土）・17日（土）
　時間：14：00～ 15：00
　時間：17：30～ 18：30
　場所：主聖堂の左右の告解室
12月11日（日）・18日（日）
　時間： 8：30　 9：30　12：00　13：30
　　　　17：30
　場所：主聖堂の左右の告解室
12月12日（月）〜 23日（金）の週日
　時間：17：30～ 18：30
　場所：主聖堂の左右の告解室
　　　　ただし水曜日は 1箇所
12月24日（土）
　時間：12：30～ 15：00
　場所：主聖堂の左側の告解室

◎12月25日以降は、 2週間ゆるしの秘跡
　はありません。

11月の宣教司牧評議会から

・ 2016年ワールドユースデー派遣準備委員会か
ら活動報告と会計報告がなされ、献金の残金
47,964円は教会に献金されました。

「日本の教会における祈願日」�
名称変更のお知らせ

　2016年 6月の定例司教総会において、以
下の祈願日の名称を変更しました。双方と
も祈願日の内容に即した名称に変更いたし
ました。

◎ 1月の最終日曜日（例年どおり、献金が
伴います）

　（現行）「カトリック児童福祉の日」
　（改訂）「世界こども助け合いの日」

◎ 12月の第 1日曜日（例年どおり、献金が
伴います）

　（現行）「宣教地司祭育成の日」
　（改訂）「宣教地召命促進の日」
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結婚関連グループの集いを終えて
　10月8日、第一回目の結婚関連グループの集
いを開催しました。聖イグナチオ教会には「結
婚講座」、「情報誌One」、「挙式奉仕部」と三つ
のグループがあり、それぞれ結婚に関する奉仕
を行っています。当日は佐々木主任司祭を始め、
指導司祭のガラルダ神父、結婚講座を受け持っ
ておられる長町神父、ディーターズ神父、また
各グループからの参加者を合わせて25名が集ま
りました。これまでお互いがどのような奉仕活
動を行っているのか詳しく分かりませんでした
が、自己紹介に始まり、各グループからの現在
の活動内容や、これからの課題などが報告され、
各グループ間で認識を共有できたことは大きな
実りだったと感じました。

　また、現在教会が掲げている『ミッション
2030』についても説明が行われ、今後は結婚関
連グループとして、このミッションにどのよう
に取り組んでいくのかが課題となりました。以
前、「Magis」でもお伝えしましたが、当教会
での挙式者数は1990年初頭をピークに年々減少
の傾向をみせております。その背景には社会
的・経済的なものや、若年層の減少といった
様々な要因が考えられます。しかし、挙式者数
が減っても、私たちが結婚を通して福音宣教を
行うという使命は何も変わりません。
　今回の集いを機に、今後は各グループ間での
協働をさらに深め、これまで以上に当教会での
結婚式を望むカップルのために何ができるかを
皆で考えていきたいと思います。またこのよう
な集いを設けて奉仕者間のコミュニケーション
を深めていくことができれば、新しい活力が生
まれてくることと信じております。

結婚司牧委員会

「結婚感謝ミサと集い」と�
「金婚・銀婚証書授与式」

　10月22日土曜日、「結婚感謝ミサと集い」と
「金婚・銀婚証書授与式」が行われました。
　結婚式を間近に控えた若いカップルから結婚
50年を超えたご夫婦まで、多くの方々が、ガラ
ルダ神父司式の結婚感謝ミサに与りました。
　ミサ終了後ヨセフホールで行われた集いでは、
ガラルダ神父のギター演奏も披露され、会場は
大いに盛り上がりました。また、長い間にわた
り結婚講座を担当された粟本神父もご出席され、
かつての受講生たちと懐かしい思い出を語り合
うご様子が拝見されました。

　そしてマリア聖堂では、バチカンから届いた
「金婚・銀婚証書」が佐々木主任司祭から金
婚・銀婚のご夫妻に授与されました。

評議員（結婚感謝ミサ担当）

【写真提供：写真チーム】

ヤングオールド“クリスマス音楽会”
12月15日（木）�13：30 〜 15：00 

ヨセフホール
《出演者》�ソプラノ　　　田辺意久美�

ヴァイオリン　井戸宏美�
ピアノ　　　　粟根祐人

《曲　目》クリスマスソングメドレー他
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“生きたロザリオ”を捧げる
　ロザリオ月最後の日曜日の10月30日、「生きたロザリオ」が捧げられました。一人が一粒の珠となっ
て祈る集いには約100名が参加。各連はそれぞれ西語・英語・日本語・インドネシア語・タガログ語で
唱えられ、イグナチオ教会の多言語共同体が祈りによってひとつに「つながる」ひとときでした。芝
生にでき上がった巨大な風船ロザリオは祈りの広さ・深さを象徴しているかのよう。
　来年も企画予定です。多くの方々の参加をお待ちしています。

（「ミッション2030」祈りを深める）　英語圏　マリア　竹内陽子

　

2017年度　信徒評議員候補者の推薦について

　 9月の宣教司牧評議会で承認を得て（詳細は「マジス」11月号参照）、祈りにもとづく使徒的共
同体『ミッション2030』が確定され、私たちはいま未来に向かって新たに歩みはじめました。
　宣教司牧評議会とは、司教団・シスター・信徒評議員12名によって構成され、教会共同体の言わ
ばかじ取りを行う機関です。この構成メンバーである信徒評議員の任期は 2年です。復活祭の日を
もって毎年 6名ずつ交代いたします。
　今年も例年通り、信徒の皆様から、新評議員の推薦をご投票いただく期間・条件などを、以下の
通り設けさせていただきます。
　『ミッション2030』を念頭に置いていただき、評議員として教会共同体のためにご奉仕くださる
方をご推薦くださいますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。

〈評議員候補者の条件〉
　1）選任時に30歳以上74歳未満であること。
　2）当教会在籍が通算 2年以上であること。
　3）評議員経験者は前回終了時から 5年以上経過していること。

〈推薦受付期間〉
2016年12月 3日（土）〜 2017年 1月 8日（日）

〈投票箱・投票用紙設置場所〉
・主聖堂前室
・信徒会館 1階の事務所横

信徒評議員一同
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今感じること
　私がWYDの中で受けた最も大きなお恵みは、世界には確かに、こんなにも多くの同じ信仰を持つ
若者がいるということを実感できたことだ。WYDから数カ月が過ぎた今、改めて私はこの事実に深
く心打たれている。もちろん世界におけるキリスト教徒の割合を見れば、それがどんなに世界的な宗
教であるかは認識できる。しかし友人や先生、近所の人の中にも一人も信者がいないという環境で
育った私にとって、身近なキリスト教徒とはイグナチオ教会というコミュニティの中で出会う人がす
べてであり、世界に多くの仲間がいることはどうしても実感しにくかった。
　しかしポーランドで過ごした日々を通して、私はそれを肌で感じることができた。キエルツェでは
ホストファミリーや近所の子どもたちと連れ立って教会に行き、クラクフでは世界中から集まった若
者に出会った。毎日がお祭り騒ぎのように過ぎていき、これほどまでに多くのキリスト教徒が一堂に
会しているという驚くべき事実にも当時は麻痺してしまっていたが、今思い返すと何と恵みに満ちた
時間だったのだろうか。
　ブウォニェで行われたWYDの開会ミサの光景は私にとって生涯忘れないものだろう。200万の神を
信じる同世代の仲間が、広大な草原を埋めつくしたあの光景は、これからの人生において私の信仰が
挫かれそうになった際の大きな支えとなるに違いない。今私は間違いなく、あの時出会った無数の仲
間と共に、信仰の道を歩んでいる。

感謝のうちに　マリア　クララ　竹内美祈（現侍者会リーダー）

「インフォメーション」
　皆様、今回のワールドユースデー（WYD）2016クラクフ大会への若手信徒派遣に際し、様々な形
でご支援をいただき、本当にありがとうございました。
　 9月11日に無事に帰国報告会を終えられたことに感謝いたします。これからも、私たちそれぞれの
活動を温かく見守っていただけると幸いです。
・ワールドユースデー（WYD）の次回大会は、2019年 7月、パナマで行われることが決定しました。
・アジアンユースデー（AYD：WYDのアジア版）が、2017年 7月に行われます。
　2014年に韓国テジョンで開催されたAYD前回大会では、教皇様よりアジアの信仰を持つ若者に向け
ての特別なメッセージがたくさん伝えられました。ご興味のある方はぜひ参加をおすすめいたします。
　また、報告会でご紹介したWYDの全容や青年たちの活動と交わりの様子をまとめた小冊子を作成
しました。主聖堂前室に置いてありますので、お手に取ってご覧ください。

聖イグナチオ教会ワールドユースデー派遣メンバー一同

「WYD（ワールドユースデー）で私たちが得たもの、感じたこと」

世界の青年たちと 日本巡礼団
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イエズス会の教会を巡る①
　日本には、イエズス会の教会使徒職の方針を共有する教会が現在 4つあります。山口教会（山
口県山口市）、祇園教会（広島県広島市）、六甲教会（兵庫県神戸市）、そして私たちの麹町聖イ
グナチオ教会です。
　兄弟姉妹のような関係にある教会が、主に導かれて、地域それぞれの特性や魅力を取り入れな
がら福音宣教を行っている様子を、少しずつ「Magis」紙上でご紹介していきたいと思います。
　お近くにお出かけの際にはお立ち寄りになられ、できれば信徒の皆さんと共にミサに与ってみ
てはいかがでしょうか。 （ミッション2030 新しい「きょうどう」）

第 1回　山口教会
「12月、山口市はクリスマス市になる」

　2010年から毎年12月 1日～ 31日まで、山口市はクリスマス市と称して町が彩られ、クリスマ
ス一色になります。2013年より山口教会もこれに参加し、山口市をあげて喜びのご降誕をお迎え
しています。

（1）歴史的背景
　第31代当主大内義隆は、聖フランシスコ・サビエルの布教の願いを寛容な心で受け入れ、1552
年12月 9日、山口市で降誕祭が行われました。これが日本で初めてクリスマスが祝われた日と記
録されています。

（2）目的
　日本のクリスマス発祥の歴史を地域の宝として再認識し、次代へ歴史を継承する様々な街づく
り運動と連携し、街の活性化に寄与しています。

（3）事業内容
　サビエルと大内氏の「絆」によって始まった「12月、山口市はクリスマス市になる」事業を、
「食・音・灯・市」などの要素を掛け合わせて産業振興を図り、山口市の冬の風物詩に育て上げ
ます。
　12月 1日にクリスマス市の始まりを祝うセレモニーを山口サビエル記念聖堂にて実施していま
す。山口市長によるクリスマス市宣言、山口市内の園児・学生・団体が集結し、亀由香さんの聖
歌奉納、最後は絆の大合唱を行っています。

　以上は山口の「日本のクリスマスは山口から実行委員会」や「まち活性化委員会」が先に作り
出したもので、それに教会が目覚めさせられて動いたわけです。
　サビエルとわたしたちの時空を超えた絆、そして広島司教区の三本柱の一つ「きょうどう」を
地域と共にサビエルの想いを大切に活きていきたいと思います。

山口教会主任司祭　李相源
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熊本ボランティア支援についての報告と今後について
聖イグナチオ教会青年会　熊本ボランティア支援デスク

　当デスクでは、熊本の復興支援のために現地へ行くボランティアを募り、カリタス福岡熊本支援セ
ンターを紹介しつつ応募者の旅費などを負担する形でボランティア応募者を支援してきました。とこ
ろが、10月からセンターが全面的に閉鎖してしまいました（西原町の社協のボランティアセンターが
週末のみの活動になったため）。そのため、当デスクからボランティアを恒常的に支援するのは難し
い状態になりました。
　スタッフ全員で話し合った結果、当教会から熊本ボランティアの公募と、その募金活動はいったん
終了することにしました。しかしながら、今でもボランティア希望者はいます（どうするか模索中）。
また、日本や世界ではこれからもボランティアが必要とされるところが出てくるでしょうから、その
際に迅速にボランティアを支援できるように、支援デスクそのものは継続することにしました。名称
から「熊本」を取り、新名称は、「聖イグナチオ教会青年会　ボランティア支援デスク」として、青
年会の 1つの活動として存続します。それに伴い、ボランティア応援のためにいただいた募金の残金
はきちんとした方法で残し、次のボランティア支援にすぐに使えるような形にする予定です。

　活動中は、 5名のボランティアを現地に派遣することができました。現地の作業では農業ボラン
ティアや清掃などが多く、「貴重な体験ができた」、「まだ完全に復興したわけではないが、半年ほど
で元に近い生活を送っている現地の方の力をすごいと思った」などの感想がありました。
　また、活動の一環として 7月30日に青年会主催のチャリティーコンサートを開催しました。多くの
方々にお越しいただき、熊本の現状や私たちの活動を伝えることができました。
　全体を通して、有意義な活動をすることができました。募金をしてくださった方々をはじめ、応援
してくださった教会の皆様方に心から感謝申し上げます。細々とした形ですが、これからも支援デス
クを続けていきますので、どうぞよろしくお願いします。

エコCap、CO2�10,000kgを越えました
　皆様のご協力により、私たち聖イグナチオ教会から発生を防ぐことができたCO2の量は、10,922kg
（2016年 9 / 6現在）となり、10,000kgを越えることができました。皆様のいつも変わらぬご支援、誠
にありがとうございます。
　エコCap運動の目的は、リサイクルの促進、CO2の削減、売却益で発展途上国の医療支援（2015年
はブータン・ヘルス信託基金に500万円寄付）の 3つに、リサイクル過程での雇用促進が加わりまし
た。詳しくは下記ホームページまで。

聖イグナチオ教会でのエコＣapの集まり状況（累計）の推移
　•発生を妨げたCO2 の量
　（㎏→もしゴミとして焼却すればこれだけの量のCO2 が発生する）

9/14 10/26 12/21 1/28 3/24 5/10 6/21 8/9 9/6
2015年 2016年

10,000

8,000

9,000

受
渡
日

の
量

CO2

8,928kg
9,287kg

9,517kg
9,725kg

9,951kg
10,140kg

10,361kg 10,733kg
10,922kg

ま
で http://ecocap.or.jp/report-20150824.html

（エコCap　小林・梅沢）
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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〈35〉──
カレーの会より

　 2016年も、皆様からたくさんの献米のご協力や、様々な献品を頂きました。
　温かいご支援に、スタッフ一同、心よりお礼申し上げます。
　すべての品々、大切に使わせていただきましたことをご報告いたします。
　クリーンアップの皆様には、いつもご理解を頂きありがとうございます。

12月19日（月）聖イグナチオ教会カレーの会では、クリスマス会を主催いたします。

今年も、約250名の生活困窮者の方々をお迎えする予定です。

皆様へ奉仕のご参加と，クリスマスプレゼントのご寄付のお願いです。

『奉仕内容』

①プレゼント袋詰め作業

　日時・場所：12月17日（土）10時～ 13時　304室（作業終わり次第終了）

②テーブルセッティング･食事の配膳

　日時 ･場所：12月19日（月） 8時集合～ 12時前後
　　　　　　　テレジアホール（エプロン ･三角巾 ･マスク持参）

どちらか一方だけでも、可能な時間だけでも結構です。

皆様のご協力とご参加をお待ちしております。どうぞよろしくお願いいたします。

〈参加方法〉

聖イグナチオ教会事務所で、所定の用紙に

　①お名前　②ご連絡先　③希望奉仕日をご記入ください。

　※締め切り　両日とも12月11日（日）

『ご寄付いただきたい物』
すべて未使用・新品の物でお願いいたします。
　・石鹸
　・靴下（男性用）
　・タオル（長さがあり、社名ロゴがない物）
　・使い捨てホッカイロ（有効期限内の物）
　・お菓子（賞味期限内の物）

献品受付場所：ヨセフホール入り口脇のコンテナ箱

受付期限：11月20日（日）〜 12月11日（日）

　文責：カレーの会スタッフ　木嶋真理
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洗　礼
（10月 8日～ 16日）

　おめでとうございます　
マリア　佐　藤　歩　花
マリア　土　屋　真　子

ハニエル　澤　田　希　美
エリザベト　根　山　愛理紗
ガブリエル　根　山　治　仁
マイク　牧　野　結　也

ガブリエラ　若　月　理　佐
マルガリータ　鈴　木　花　奈

マリア　グラッチア　ガブリエラ　馬　場　　　愛
テレジア　伊　藤　彩　奈

エンマヌエル　田　中　瑛　都
ヨセフ　ミカエル　井　澤　佑　理

マリア　大　坪　英玲南
キーナ　ジュリア　Cayetano Kiena Julia De Jesus

ノア　ジェンセン　Cayetano Noah Jensen De Jesus

マリア　Nozomi Dela Torre Kase

セドリック　大原　セドリック　遠蔵

スティーブン　加　納　勇　輝
カーメル　髙　山　美　咲

結　婚
（10月）

お　幸　せ　に

ペトロ　榊　原　悠　祐

　福　元　　　茜

　赤　松　幸　紀

マリア　バキータ　島　田　志　野

転　入
（10月14日～ 23日）

どうぞ　よろしく

南　郷　江未子　　つ く ば

　菊　地　雅　子　　赤 　 堤

五十嵐　聖　華　　本 　 所

五十嵐　恵　人　　本 　 所

五十嵐　亜利沙　　本 　 所

五十嵐　弘　志　　本 　 所

下　川　麗　愛　　大 名 町

帰　天
お祈りください

アンナ　相　原　かね子　 10/1

パウロ　ルカ　松　尾　　　實     10/3

マリア　クララ　西　藤　道　子     10/6

マリア　セシリア　坪　川　裕　子   10/13

マリア　モニカ　江　越　照　子  10/16

マリア　木　俣　萬寿子  10/17

テレジア　小　竹　幸　子  10/30

マリア　アグネス　伊集院　稲　子    11/1

【写真提供：写真チーム】

七五三祝福式　11月13日（日）
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新年祝賀会
　新年の喜びを、皆で共に分かち合い、平
和な一年をお祈りいたしましょう。

日時：2017年 1月 8日（日）
　　　11：15 〜 12：15　日本語
　　　13：15 〜 14：15　英語圏
　　　14：45 〜 15：45　スペイン語圏
（言語別に時間を分けて開催いたします）
場所：信徒会館　ヨセフホール

どなたでもご自由にご参加いただけます。

これからもいつくしみを生きられますように
〜「いつくしみの特別聖年」の閉幕〜

　バチカンの聖ペトロ大聖堂の聖年の扉が、
2016年11月20日「王であるキリスト」の祭日に
閉じられ、「いつくしみの特別聖年」が閉幕し
ました。聖イグナチオ教会では同月13日の10時
ミサの中で「閉門の式」を行い、英神父様の祝
福によって当教会の「いつくしみの特別聖年の
扉」を閉門いたしました。
　聖書の中で「いつくしみ」と訳されている言
葉には、「いとおしむ、大切にする」とともに
「忠実、忠誠」という意味があるそうです。神
様はいついかなる時も私たちを大切に抱き、愛
し、いとおしみ、見つめ続けてくださっている
のです。私たちが神様から離れてしまいそうに
なる時も……。そうした計り知れない深い愛を、
私たちはこの 1年で感じることができたでしょ
うか。神様にならって、私たちも周りの人々に
いつくしみを注ぐことができたでしょうか。
　特別聖年は閉幕しましたが、これからも神様
のいつくしみに包まれながら、私たち自身がい
つくしみを生きるように努めたいものです。

マリア　リタ　テレジア　星野和子

20歳のお祝いを成人式ミサで
2017年 1月 8日（日）18：00

　ミサ後、ヨセフホールで祝賀会が開かれ
ます。ミサとパーティーで成人の日のお祝
いをしましょう。

☆
◎新成人の方ならどなたでも歓迎します。
　洗礼を受けていない方でも、ふだん教会
　に来られていない方もどうぞ！

◎受付：当日の17：00～ 17：30まで

サントニーニョ��フェスティバル
2017年 1月15日（日）15：30

　英語グループではサントニーニョの祝日
にミサとお祝いをします。
　どうぞ皆さんご参加ください。

【写真提供：写真チーム】
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年末年始の教会事務室

　12月26日（月）～ 1月 3日（火）まで、
通常業務はお休みです。証明書などの発行
依頼は、お早めにお申し出ください。

☆
　なお、信徒会館は12月26日（月）～ 1

月 5日（木）まで、19時に閉館となります
ので、皆様のご協力をお願いいたします。

事務室休業日
2017年1月2日（月）・1月3日（火）

《クリプタについて》
　クリプタ申し込み、納骨に関する業務は
12月19日（月）～ 1月 7日（土）まで、
お休みさせていただきます。

　なお、お参りは平常通りできます。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

聖イグナチオ教会案内所
クリスマス・年末年始

●12月24日（土）クリスマスイヴ
　　　　　　　 　11：00～ 22：30

●12月25日（日）主のご降誕
　　　　　　　 　 9：30～ 19：00

●12月26日（月）お休み

◎年末年始のお休み
　12月28日（水）～ 1月 4日（水）

メリエンダの年末年始

　メリエンダは12月18日（日）まで営業
します。
　新年は 1 月15日（日）からまた再開し
ますので、よろしくお願いいたします。

水曜ティーサロンお休みのお知らせ

　12月28日の水曜日はお休みさせていた
だきます。
　 1月は通常通り、第 2・第 3・第 4水曜
日にオープンいたします。

カトリック麴町教会（聖イグナチオ教会）
〒102−0083　千代田区麴町 6−5−1�
TEL�03−3263−4584　　FAX�03−3263−4585

ホームページアドレス：http://www.ignatius.gr.jp
　　http://www.ignatius.gr.jp/i/

ミサの時間　Mass
【平日Weekday】主聖堂　Main Chapel

 7：00　12：00　18：00（Japanese）
　（土曜日 18：00は主日ミサ）
【日曜日Sunday】主聖堂　Main Chapel

 7：00　 8：30　10：00　18：00（Japanese）
　12：00（English）　13：30（Español）
　Xavier Chapel　16：00（Indonesian）
【月の第1日曜日�1st Sunday】
　Main Chapel　15：00（Viê

・
t Nam）

　Mary Chapel　12：30（Português）16：00（Polish）

主任司祭　　   佐々木良晴

助任司祭　　   ハビエル・ガラルダ
（アルファベット順） 　　　　　　    英　隆一朗
　　　　　　　   田丸　篤

協力司祭　　　   平林冬樹　福地幹男
　　　　　　　ヘネロソ・フローレス

シスター　　　アイダ・センテノ
　　　　　　　（セントロ・クラベール）
　　　　　　　マリア・マティルデ・ヌニェス
　　　　　　　（セントロ・ロヨラ）
　　　　　　　アヴェリーノ・アウレア・ビスナー
　　　　　　　（ジョン・デ・ブリット　イングリッシュセンター）

財務報告
・ 10月23日（日）の「世界宣教の日」のた
めの献金1,031,808円は、ローマ教皇庁に
送られ、世界中の宣教地に援助金として
届けられます。
　皆様の寛大なご協力に感謝申し上げます。
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