
『ミッション2030』実現のためのそれぞれの指針

求めて来た人々を温かく迎え入れるために、何
をしたら良いか、②司祭の減少が叫ばれるなか、
信徒一人ひとりが自分の信仰を伝えるために、
できることは何か、③災害時の教会の対応と地
域連携について、を中心に考え動き始めています。

　①については、未
信者の方が入りやす
い教会を目指して広
報の工夫をし、将来
的には教会案内（コ
ンシェルジュ）の常
駐も検討していきま
す。②については、
信徒による入門講座
開設の準備を、東京
教区と連携しなが進
めます。「福音を伝
える」という最も難
しく、最も大切な
ミッションを意識し、
イエスに倣って皆さ
んと共に歩んでいけ
る恵みを願います。

（佐藤和央）

3 ．「共同体を生きる」
　私たちはミサで必ず使徒信条を唱えます。そ
の中に、「聖徒の交わり」を信じますという言
葉があります。教会に来る信者の皆さんはミサ

1 ．「ミッション2030」と祈りを深める
　「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…」。
　皆様は、この「ミッション2030」の祈りの言
葉をどのように受けとめられていますか。
　教会は、いつも祈
りと聖霊の働きに
よって作られてきま
した。私たち聖イグ
ナチオ教会も新聖堂
建設から献堂の時を
振り返ってみると、
多くの方々からの祈
りと共に力をいただ
き祈りの場としての
聖堂が造られたこと
を思い出します。
　今、また意識を新
たにして、信徒一人
ひとりがキリスト者
としての使命を受け
とめ、神との生きた
交わりである「祈
り」を深めて「ミッ
ション2030」の実現
に向けてご一緒に歩
んでいきましょう。（瀧田かよ子）

2 ．「福音を伝える」グループからの抱負
　「福音を伝える」グループは、①教会に何かを
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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）─「ミッション2030」─祈りを深める

『復活』デーリック・バウツ
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聖イグナチオ教会　2017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）
ミッション2030 ─ 祈りを深める

　メインテーマとして、教皇フランシスコのメッセージ「勇気と寛大な心をもって出かけて行き
なさい」を一昨年そして昨年に引き続き受け継ぐことにいたしました。
　聖イグナチオ教会共同体がこのメッセージを基礎の土台として福音宣教の日々を送ることがで
きるよう、今年度はさらなる願いを込めていきます。
　
　この教皇様のメッセージが、2030年の教会の未来に向けて私たちが使徒的共同体としてこれか
ら成すべき使命を、約 2年の月日をかけて皆様と語り合い、分かち合い、作り上げた「ミッショ
ン2030と基盤となる 4つの柱」（2017年 4月復活の主日より正式に開始）にも自然に通じたこと
は大きな喜びでした。
　 4つの柱とは、①祈りを深める　②福音を伝える　③共同体を生きる　④新しい「きょうど
う」です。
　
　今年度は、この 4つの柱のなかの第 1の柱である「祈りを深める」に焦点をあて、サブテーマ
といたしました。
　これにともない主日ミサの共同祈願に、毎回私たちの“共同体の祈り”が添えられていること
にまずは皆様お気づきになることと思います。
　さらに 5月からは「ミッション2030と祈りを深めるセミナー」がほぼ毎月行われ、その他各種
プログラムも逐次開催される予定です。

信徒代表　泉　安輝子

に与るだけでなく、「聖徒の交わり」を深める
ように神様から求められています。「ミッショ
ン2030」の「共同体を生きる」はその機会を提
供する場を作ろうというものです。「教会生活
見直しワークショップ」期間中すでに「生きた
共同体」の分かち合いグループが生まれ、信仰
にもとづく分かち合いが始まりました。毎回参
加者が増えています。近未来の聖イグナチオ教
会にいくつもの多様な「生きた共同体」が生ま
れ、聖徒の交わりの場ができますよう信徒の皆
さん一人ひとりの活躍を期待します。

（藤井良昭）

4 ．新しい「きょうどう」
　現在、当教会の司祭の数は他教会に比して多

く、典礼や各種講座なども充実し、たくさんの
お恵みを頂いています。しかし、 5年後10年後
を展望すると状況は一変し、司祭の数は現実に
減少しているでしょう。こうした厳しい状況に
あって、信徒がより主体的に司祭、修道者と協
力していくことが求められ、そのための具体的
な体制づくりを今から始めねばなりません。
　まずは、同じ悩みを抱える教区の他教会や西
日本のイエズス会の諸教会と連携を深め課題を
見極めていくこと、さらに、少ない司祭が大勢
の信徒を束ねていたキリシタン時代について専
門家から学ぶことを、私たち“新しい「きょう
どう」”グループの当面の活動目標としたいと
考えています。 （小島修矢）
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四旬節愛の献金

四旬節中（ 3 月 1 日〜 4 月12日）

　この「愛の献金」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、そして貧困、失業、飢饉などに
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。

　皆様のご協力をお願いいたします。

“歓迎会”のお知らせ
4 月30日（日）10:00ミサ後

於：ヨセフホール

　今年度 4月16日復活祭より助任司祭と
して着任されるギュンタ・ケルクマン神
父とSr. イベッテ・サンチェスをお迎え
する歓迎会を催します。

　多くの信徒の皆様のご参加をお待ちし
ております。

2017年　聖週間と復活祭

4 月 9 日（日）受難の主日（枝の主日）
　　　　　　枝の祝福式　10：00ミサ
　　13日（木）聖木曜日　主の晩餐　19：00
　　　　　　（洗足式）
　　14日（金）聖金曜日　主の受難　19：00
　　　　　　（大斎・小斎の日）
　　15日（土）聖土曜日　復活徹夜祭
　　　　　　洗礼式　19：00
　　16日（日）復活の主日　ミサと洗礼式
　　　　　　洗礼式　15：30ミサ
　　　　　　

十字架の道行
・ 4 月 7 日（金）18：00ミサ後
　ザビエル聖堂にて

・ 4 月14日（聖金曜日）
　15：00からマリア聖堂にて

《イースターエッグを作りましょう》
　今年も、皆様ご一緒に復活祭のタマゴを
用意いたしましょう。
　タマゴにシールを貼ったり、模様を描い
たり、きれいな紙で包んだりして楽しみま
せんか？
　下記の通り製作いたしますので、お誘い
合わせの上、ご参加ください。

◎参加ご希望の方は、事務室の申し込み用
紙にお名前と連絡先をお書きください。

記
〈日　時〉 4月15日（土）9：00～ 12：00
〈場　所〉ヨセフホール
〈持ち物〉エプロン・はさみ
・ 手持ちのシールがありましたら、当日
　ご持参いただければ幸いです。

【マルタとマリアの会】
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　 2月 4・ 5・11・12日の 4日間にわたり、アジアンユースデー 7に派遣する若手信徒対象の説明
会・選考会が開かれました。厳正なる選考の結果、以下の 8名（合格者10名中 2名辞退）の派遣が決
まりましたのでご紹介いたします。彼らのためにお祈りください。また 3月上旬より渡航費用のため
の献金活動がスタートしておりますが、こちらにも温かなご協力をよろしくお願い申し上げます。

聖イグナチオ教会AYD 7 派遣準備委員会

アジアンユースデー派遣の抱負
　今回AYDに参加することになりました、安平ローザジュリアです。また会場地のインドネシアは母
の母国でもあるので現地の空気に触れ、現地の人々と信仰心を分かち合ってきたいと思います。

安平ローザジュリア（現中学生会リーダー）

　この度アジアンユースデーに派遣していただくことになりました飯田梨紗子と申します。同じ信仰
を持つアジア諸国の青年が集まる場に、その一員として参加の機会を頂けたことに心から感謝いたし
ます。神様と、自分と、そしてたくさんの人々と向き合う中で霊的にも人間的にも成長し、その体験
を分かち合っていきたいと思います。

飯田梨紗子（現青年会、元侍者会、元中学生会リーダー）

　日曜学校でリーダーをしているせいらです！　大学入学を機にリーダーを始め、この 2年間で教会
はかけがえのない自分の居場所となりました。アジアンユースデーでは、一信徒として、同じように
教会に集うたくさんの人と、その礎となる信仰について語り合い、その思いをより強いものとしたい
です。

池松静麗（現日曜学校リーダー）

　この度、2017年度AYDへ、イグナチオ教会からの派遣メンバーとして参加させていただくことにな
りました、石村愛子と申します。この大会を通し、全力で学び、体験し、たくさんの人と交流し、そ
して楽しんできたいと思っています。希望と情熱に満ち溢れています。ご支援賜ります皆様に、心よ
り深く感謝いたします。

石村愛子

　今回、AYDに参加させていただくことになりました今田周平と申します。私は23年間の人生で一度
も海外へ行ったことがありません。初海外へのワクワクした気持ちとともに、AYDに参加する他国の
若者たちが何を思って過ごしているのかを知るチャンスであると思います。このような機会を頂けた
ことに感謝して、頑張りたいです。

今田周平（元侍者会）
（50音順）

　ガーナ出身の留学生です。AYD参加の機会を得て、他国の信者との出会い、互いの信仰を高め合え
る体験に大きな喜びを感じています。唯一普遍のカトリック教会の下に集い、素晴らしい文化的多様
性を見出し、共に信仰を深め、分かち合えることを期待しています。AYDでの活動を福音宣教とエ
キュメニズム推進に生かしたいです。AYDへの参加がとても待ち遠しいです。Hello Jogjakarta！

 Ishmael Dzigbordi AZIATI （インターナショナル青年会、英語ミサ聖書朗読）

“2017年アジアンユースデー”に向けて
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　私はキリスト教国であるフィリピンで育ちました。この巡礼の旅をアジア全土から集まった若者と
イスラム教の国インドネシアで分かち合えることを、とても楽しみにしています。信仰や宗教の違い
にもかかわらず、私たちは平和のもとにひとつになり、同じ望みを分かち合えると信じています。

Kyouhei KOBAYASHI（インターナショナル青年会、英語ミサ先唱、聖書朗読）

　カメルーン出身、上智大学の留学生です。敬虔なカトリック家庭で育ち、母国では子どもたちや青
少年の活動に参加していました。AYDでは司教をはじめとする多くの参加者のメッセージを持ち帰り、
若者やイグナチオ教会の全共同体と共に信仰を深めたいです。皆さんにとって実り多き四旬節であり
ますように。Happy Easter!

　GHE Chu Neri（インターナショナル青年会、英語ミサ先唱、聖歌隊）
（アルファベット順）

◎以上 3名の文章は原文を翻訳要約したものです。

　「祈りを深める音楽」をめざして

　初金（はつきん）聖歌隊は偶数月の「初金の祈りの集い」のために結成された聖歌隊です。
　「集い」の運営と歌による奉仕を活動の中心におきながら、“祈りの音楽”を教会外の方と共有
する活動にも取り組んでいます。

必要とされる「祈りの集い」　〜慌ただしい日常を離れ、ご聖体を前にイエスの聖心に祈る〜
　「最後の晩餐」でご聖体の秘跡を顕わしてくださったイエスは、聖なる金曜日、十字架の上で
ご自身を与えてくださいました。これを記念し初金（月の第一金曜）にご聖体を前にイエスの聖
心に祈ることは、カトリック教会の古くからの伝統です。「初金の祈りの集い］はこの伝統を受
け継ぎつつ、聖歌と黙想による祈りの場を設けることを目的に1996年に発足しました。
　毎回異なるテーマが取り上げられ、司祭による福音朗読とお話、黙想に続き、聖体賛美式が行
われます。私たち聖歌隊は発足以来の指導者である大内葉子先生の選曲やご指導の下、随所に
テーマに合った聖歌を盛り込み、「集い」が祈りと音楽に満ちた時間となるよう努めています。
　発足当時に比べ会衆は大きく増えており、当教会以外の信徒や一般の方の参加が多いことも特
徴です。忙しさに追われる社会の中で、多くの人が静寂の中で自分を振り返る時間を必要として
いる…。そのことを思いながら、祈りの場を音楽で満たすために日々の練習に取り組んでいます。

初金聖歌隊がめざすこと　〜「祈りの音楽」の力で教会を超えたつながりを〜
　「集い」ではカトリック聖歌やラテン語ポリフォニーなどの伝統的な教会音楽から、近現代の
楽曲やゴスペルまで、古今東西の宗教芸術曲が幅広く取り上げられます。教会音楽への関心から
教会へ足を運んでくださる方もおり、「祈りの音楽」を多くの方と共有する目的で、クリスマス
にグレゴリア聖歌によるミサとキャロルのミニコンサートを開くなど、「集い」以外の活動にも
取り組んでいます。 3度目の記念コンサートとなる昨年11月の20周年コンサートは当教会と六甲
教会の 2カ所で開催させていただきました。

「初金の祈りの集い」（偶数月の第 1 金曜19：00 〜 20：00 主聖堂）にぜひご参加ください。

初金聖歌隊
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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：原則として第 2・ 3・ 4水曜日（祝日は休み）13：30～ 15：30

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。

“パパ　ママ　ごほん　よんで !!”
　2017年度も「絵本の読み聞かせの会」を 6回
開きます。子どもはもちろん、小さなお子さん
をお持ちのご両親、お年を召した方までどなた
でも参加できます。
　絵本のお話を聞いて、きっと温かい気持ちに
なることでしょう。

・開催の日時と場所は以下の通りです。

　 5 月21日（日）　　302
　 6 月 4 日（日）（教会祭）　図書室
　 7 月 2 日（日）　　203Ｂ
　10月15日（日）　　302
　11月26日（日）（クリスマスバザー）　図書室
　 2 月25日（日）　　302

　時間はすべて　11：15～ 12：00までです。
　参加費は無料

問い合わせ先　子ども図書

高山右近列福感謝ミサ

【写真提供：写真チーム】
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“サントニーニョ祭”を祝って

洗　礼
（ 2月 5日～ 2月19日）

　おめでとうございます　

ドミニコ　Thieu Quang Lai

Sophia Avery L. Chanco

メアリー　Aika Audrey Kobayashi

ジョシュア　Lubega Ayato Trey

結　婚
（ 2月19日～ 2月25日）

お 幸 せ に

　　片　倉　　　健

マリア　ピア　瓦　林　弘　美

　小清水　　　滋

ソフィア　クララ　渡　邉　るりこ

転　入
（ 2月 9日～ 3月 3日）

どうぞ　よろしく

濱　端　周　平　　稲 　 佐

濱　端　　　舞　　稲 　 佐

河　合　直　樹　　雪 ノ 下

上　條　清　春　　神 　 田

上　條　夏　樹　　神 　 田

上　條　麻　弥　　神 　 田

相　葉　瑠　架　　鷺 　 沼

相　葉　いずみ　　鷺 　 沼

相　葉　瑠　唯　　鷺 　 沼

川　上　あつ子　　松 　 戸

薄　井　郷　史　　松　　本

手　納　美　枝　　麻 　 布

及　川　ちえり　　山 　 鼻

長　船　美和子　　目 　 黒

五十嵐　義　男　　赤　　羽

帰　天
お祈りください

ヨハネ　髙　倉　　　尚　  1/22

チェチリア　坂　口　みどり　　2/9

マリア　フランシスカ　萩　原　幸　子　  2/10

イヴ　伊　藤　公美子  　2/10

アンナ　田　中　榮　子  　2/14

マリア　ジュヌビエーブ　山　本　恭　子　  2/15

エリザベット　鈴　木　ヒ　デ     2/17

パウロ　山　口　英　良　  2/22

パウロ　平　野　勝　美  　2/26

フェリサ　マヌエラ　田　中　寿亭子 　 2/26

マリア　吉　川　瑠璃子     2/27

マリア　セシリア　関　本　冨美子　    3/2

ヨハネ　パウロ　塩　月　光　男       3/3

マリア　金　子　八　重　    3/4

【写真提供：写真チーム】

7  


