
第二のおきて

違いないでしょう。
　第二の条件は、自分を愛するとは何か。神の
ように、自分を哀れみ深い目で見て、自分を理
解する、赦すことです。絶対に自分を赦さない
人は少なくないそうです。言うまでもなく、自

分を赦さない人は、隣人を
も赦すことができるはずな
いのです。
　第三の条件は、自分を愛
するとは何か。いつも成長
していくことを心から望む
こと。成長すると言えば、
人には成長の限りがありま
せん。成功も失敗も、順境
も逆境も、すべて成長する
機会です。

　「第二のおきては、これ
である。隣人を自分のよう
に愛しなさい」、主イエス
の言葉。その言葉に、主イ
エスは、最後の晩餐でもう
一つの条件を加えられまし
た。「あなたがたに新しい

掟を与える。互いに愛し合いなさい。わたしが
あなたがたを愛したように」（ヨハネ13章34節）。
新しい条件は、「わたしがあなたがたを愛した
ように」です。イエスはどうゆうふうに弟子た
ちを愛しましたか。確かに、イエスは、弟子た
ちをそのように愛されました。尊敬しました、
理解しました、成長させました。

ヘネロソ・フローレス

　「第二のおきては、これである。隣人を自分
のように愛しなさい」（マルコ12章31節）。でも、
人は実際に自分を愛しますか。心理学者たちに
言わせれば、人類の90％は、自分に対して、
憎みやきらいな感じを持っているそうです。他
の人のようでありたい。し
かし、自分を愛せない人は、
隣人をも愛することができ
るはずがありません。
　では、愛するとは何か。
具体的に自分を愛するとは
何でしょうか。
　考えてみると、愛するこ
とには、三つの態度や心構
えがあると思います。その
三つの条件を見てみましょ
う。
　第一の条件は、自分を尊
敬すること。自分の存在も
神の業です。神は私を存在
させてくれました。神は、
私のことを愛さなかったな
らば、私を存在させてくれ
なかったでしょう。私の本
質は、「愛された存在」（Gabriel Marcel）です。
ですから、私はありのままの私を尊敬するはず
です。自分を愛するとは何か。欠点と美点を持
つあるがままの私を受け入れること、尊敬する
こと。しかしここで問題なのは、多くの人は、
美点よりも欠点の方へ目を向けるということで
す。実は、人は自分の美点をあまり知らないら
しい。そのために、他人の美点を、おせじでは
なく素直に教えることは、真の愛の業であるに
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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

『善きサマリア人』ゴッホ

1  



被造物を大切にする世界祈願日
9月の第 1日曜日

　回勅『ラウダート・シ──ともに暮らす家を大切に』（2015年）で、全世界の人に向けて、エコ
ロジー（自然保護）に取り組むよう訴えた教皇フランシスコは、東方正教会にならって、環境保護
のための助けを願う日をカトリック教会の暦に加えました。

　地球規模の環境悪化が進む中、自然を破壊することなく、「わたしたち皆の家」である地球を大
切にし、調和のうちに発展していくことができるよう、この日、全世界のカトリック教会で祈りが
ささげられます。いのちの与え主である神に賛美と感謝をささげるとともに、自然を大切にする視
点から、ライフスタイルを見直し、考え方を改める機会としていきたいものです。

【写真提供：写真チーム】

『アモリス・レティティア（愛の喜び）』─教会の新しいアプローチ

　2016年 4月 8日、教皇フランシスコは使徒的勧告『アモリス・レティティア（愛の喜び）』を発
表されました。これは2014年と2015年にローマで開かれた家庭をテーマにしたシノドス（世界代表
司教会議）をもとに教皇が出された使徒的勧告です。

　シノドスは司教たちが集まり教義や規律について審議・決定する会議のことで初期の教会のころ
から行われていましたが、現代のシノドスは1965年教皇パウロ 6世が第二バチカン公会議第 4会期
の始めに、決定機関としてではなく、教皇の諮問会議として創立されたものです。
　
　今回、教皇フランシスコは教皇として参加する初めてのシノドスでしたが、二つの新しい改革を
導入しました。一つは、会議の前に、司教たちに会議のテーマについて一般信徒にアンケート調査
を行い彼らの意見を集めることを求めたことです。二つ目は、これまでのような予定調和的会議で
はなく、テーマについて司教たちが会議で自由に意見を述べ活発にその場で討議するようにしたこ
とです。教会が中央集権的なアプローチから脱し、ボトムアップ型への大きなステップを踏み出し
たのです。
　
　また2015年はシノドス創設50周年にあたり、教皇はバチカンのパウロ 6世ホールで開かれた50周
年記念式典で教会のこれからのビジョンを次のように述べられました。「神が望んでおられる教会
はシノドス的な教会です。つまり教会のあらゆるレベルで共感する心をもって共に歩んでいくこと
です。相手の話をよく聴き、お互いに学び合い、福音を伝えていくダイナミックな教会となること
です」と。

　今年の 4月から『ミッション2030』が私たちの教会で始まりました。このミッションの実現に向
かって、聖霊の光のもと、教皇フランシスコと共に私たちがシノドス的な集まりとなり、お互いに
耳を傾け、学び合い、福音を生き生きとあかししていくことができますように祈ります。

栗栖徳雄

「ミッション2030」─祈りを深める④
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7 月の宣教司牧評議会から
・堅信式
　 6月25日（日）岡田武夫大司教主司式のもと、

162名の方が堅信の秘跡に与りました。

教勢調査のお知らせ
　 9月30日（土）・10月 1日（日）のミサ中に
教勢調査を行います。
　皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

イエズス会叙階式のお知らせ
　大西崇生助祭、グェン・タン・ニャー助
祭、ファン・デュック・ディン助祭の司祭
叙階式を次の日程で執り行います。

日　時： 9月23日（土・祝）14：00
場　所：麹町（聖イグナチオ）教会主聖堂
主司式：岡田武夫大司教

お知らせ
・8月の告解について
　 8月15日（火）～ 9月 1日（金）はお休
みです

・ 8月15日（火）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。

幼児洗礼式

　 7歳未満のお子様を対象とした幼児洗礼
式を下記日時に行います。事前の準備会が
あります。
　詳細は教会事務室にお聞きください。

・ 8月15日（火）10：00ミサにて

・10月 8日（日）10：00ミサにて

財務報告

� 聖ペトロ使徒座への献金
・ 6月25日（日）の献金899,505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。

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 2 日（土）18：00ミサ終了直後
　　　 9 月 3 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。

「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16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。

お詫びと訂正
　みなさまへご郵送した「長寿の集い」の
ご案内で日時について誤記がありました。
　「長寿の集いご出欠のお伺い」の用紙に
記載しました日時「９月８日（土）のミサ
（２時より）」は誤りです。正しくは「９月
16日（土）のミサ（午後２時より）」です。
　みなさまにご迷惑をお掛けしましたこと
を深くお詫び申し上げます。
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堅信の恵みを感謝して
　先日、無事に堅信の秘跡を受けることができ
ました。この日を迎えることができたのは、ご
指導いただいたシスターはじめ一緒に神の道を
学んできた仲間、イグナチオ教会の皆様のお力
添えや励ましによるものと、深く感謝いたしま
す。

　堅信式は人生で言う「成人式」であるとのこ
とですが、これからは一日も早く「成人した」
神の子となるべく努力していきたいと思います。
そして、誰からも認められ愛されるキリスト者
になりたいと強く願っています。堅信の恵みに
よって、その愛と勇気を与えていただきました。
これから神の子として社会にキリストの福音を
伝えていくことが大切な役割であるというお話
を、大司教様からいただきました。私は、人に
何かを与えられるほど立派ではありませんが、
あらためて自分の使命について考えてみました。
それは、直接的な言葉で宣教するということで
はなく、常にイエス様と共にあることから発せ
られることばや行いで、人々の心に穏やかな安
らぎをもたらし、勇気までも与えられる存在に
なることです。
　
　私の洗礼名「フィリッポ」は、イエス様の弟
子の一人フィリッポからいただきました。イエ
ス様が「父への道」をお示しになられた際に、
「主よ、私たちに御父をお示しください。そう
すれば満足できます」（ヨハネ14・ 8）とすが
る様子に、とても謙虚な姿を見たのです。そし
て「フィリッポ、こんなに長い間一緒にいるの
に、私が分かっていないのか」（ヨハネ14・ 9）

堅信式─ 6月25日（日）

と、イエス様から叱られてしまう場面に、何か
ほほえましいものを感じました。私もフィリッ
ポの様でありたいと願っています。
　私のそばには常にイエス様がいます。これか
らはさらなる優しさと勇気、そして謙虚さを
持ってフィリッポのように生きていきます。私
はイエス様のものであり、常に喜びを絶やさず
正しく、もっともっとイエス様のおそばにより
近く生きたいと思っています。

フィリッポ　岩井　淳

堅　信
　最初は、両親に言われ、私は堅信を受けるこ
とにしました。毎週教会学校に行き、神様につ
いて学ぶことも、堅信についてや、何のために
受けるのかを知らなかった私は、正直堅信は受
けたくないと思いました。
　しかし、教会学校に行き始めると、リーダー
や周囲の方々が優しく面白く、新しい友達もで
き、楽しく堅信について学ぶことができました。
　また、私は幼児洗礼だったので、今まで自分
がカトリック信者という自覚はありませんでし
た。しかし、授業を受けて、教会とは何か、イ
エス様、神様とはどのようなものなのかを学ん
でいくうちに、自分自身で少しずつだけれども
信者になっているんだと思いました。
　堅信式当日は、理由もなく緊張していました
が、堅信を受けた後は、神様に一歩近づいた感
じがしました。
　これからも教会学校に行き、恵まれた環境の
中で神様のことについて学んでいけたらと思い
ます。

マリア　川上恵麻（中学生会）
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ペトロ岐部の殉教を想う

　ペトロ岐部と187人殉教者列福記念日の翌日、
7月 2日（日）に恒例の江戸殉教者巡礼が行わ
れました。当日はそれほど暑くもなく、この時
期としてはこの上ない天気でした。
　参加者は40名弱と若干少なめでしたが、公共
交通機関を利用して団体行動するには無理のな
い人数でした。
　最初の巡礼地は「札の辻」、ここでは1623年、
かつて徳川家康に仕えた原主水をはじめ多くの
人がさらし者にされた後、火あぶりの刑に処せ
られました（この絵は高輪教会で見学）。今で
は住友不動産の私有地の一角で、小高い階段の
頂上に石碑が残っています。

　その後高輪教会を経て、小伝馬町に行きまし
た。ここは数年前まではとてもさびれた場所で
したが、近年十思公園としてきれいに整備され、

【写真提供：写真チーム】

【写真提供：写真チーム】

子どもたちも遊んでいました。
　ペトロ岐部の生涯に謎は多いのですが、小伝
馬町牢屋敷に捕えられていたこと。そして殉教
者であることは、「キベヘイトロハコロビ不

モウ

申
サズ

候、ツルシコロサレ候」という文が幕府当局の
記録にあり、動かぬ証拠となっています。
　
　浅草教会に着いたのは予定通り17時過ぎ、教
会の皆様も顔見知りの方ばかりでした。ミサに
先立ち、主任司祭の晴佐久神父様からご挨拶が
ありました。その後のミサは「イエスのカリタ
ス修道女会」のシスター前田とシスター永田に
よる素晴らしい聖歌隊付きで行われました。
　説教で平林神父様は、ペトロ岐部が様々な苦
難や妨害を乗り越えてローマに一人たどり着き、
そこですぐ能力が認められ、短期間で司祭に叙
階されたこと。その後周囲の人々の反対にも屈
せず、禁教の嵐が荒れ狂う日本に苦労して戻り、
殉教した生涯を振り返られました。ミサ最終段
階で平林神父様から巡礼参加者に全免償が与え
られました。

　ミサ後、晴佐久神父様も一緒に記念写真を撮
影、今年の江戸殉教者巡礼は無事終了しました。
私の万歩計は9580歩を記録していました。
　来年には列福10周年を迎えます。どうぞ主の
お恵みに感謝して祈りましょう。

松室康彦
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【派遣の祝福を受け、 7名の若者がAYD 7 の巡礼に出かけました】

　 7月16日（日）10時ミサの中で、アジアン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29日～ 8月 7日の日程でインドネシア・ジョグジャカルタ市に向けて巡礼に出かけました。
　アジア28ヵ国からカトリック教会を代表するおよそ20,000人の若者がホスト国インドネシアに集
い、文化・社会と教会の福音的な取り組みに触れながら、典礼、体験学習、ホームステイ、文化交
流、自国紹介など、共に祈り、共に学んでまいります。
　皆様、どうぞ彼らの霊的成長と道中の無事をお祈りください。

【写真提供：写真チーム】

【帰国報告会開催のお知らせ】
　日時：9月3日（日）15：00 〜 16：00　　場所：ヨセフホール

皆様、どうぞご参加ください。

AYD 7 派遣準備委員会

＊教会図書室のご案内
　教会図書室は毎日曜日 9：30～ 13：00まで開いています。
　　・ 7月16日～ 9月 2日までは夏期休館です。

新刊本が教会図書室の書架に並びました
書　名 著　者 出版社

1 『神と格闘した人』 マイアー いのちのことば社

2 『神のいつくしみ』 2016年上智大学夏期講習会 日本キリスト教団出版局

3 『イエスの譬え話 2 ～いのちをかけて語りかけたメッセージは』 山口里子 新教出版社

4 『美しいものを信じて　兄弟を通して神様のもとへ』 フォコラーレ サンパウロ

5 『法然　イエスの面影をしのばせる人・風のなかの想い（抄）』 井上洋治（著作選集 8） 日本キリスト教団出版局

6 『いのちへのまなざし』 日本カトリック司教団 カトリック中央協議会

7 『イエス・キリストを思い起こしてください』
～現代の信仰問題への応答として～

カンタラメッサ サンパウロ

8 『“あわれみ”の心　イエスの道』 ズィヴィー いのちのことば社
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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〈39〉──
「おにぎり仲間」の活動に参加して

　この度は、カトリック麹町教会の「おにぎ
り仲間」の配食活動に参加させていただき、
誠にありがとうございました。私たちは聖イ
グナチオ教会に集合してボランティアの方々
と共におにぎりを作った後に、電車に乗って
現場の近くまで移動し、銀座、京橋、日比谷
公園や東京駅周辺のホームレスの方々におに
ぎりを配りました。周りが薄暗くなり、街灯
がともされ始める頃でした。私たち神学生以
外のボランティアの方々のサポートのおかげ
で、おにぎり配り自体はそんなに難しいこと
ではありませんでした。なぜならば、ボラン
ティア方は既に何れの場所に行けばおにぎり
を必要とされている方々がおられるかを知っ
ていたからです。
　私自身も個人的に同様な配食活動を大阪の
カトリック生野教会の信者さんたちと共に10

年ほどさせていただきました。東京に移って
からは、土曜日に仕事が重ならなければ山谷
のＭＣでカレーを作り、ブラザー、シスター
およびボランティアの方々、特に親と一緒に
来てくれた子どもたちと共に、白鬚橋近くに
並んで待っておられていたホームレスの方々
にカレーを配ったり隅田公園を中心に自転車
で運んだりしたことがありました。
　しかし、今回のように、広範囲を歩きなが
ら配食活動をしたのは初めてで、ボランティ
アの方々も疲れているはずなのに路上生活さ
れている方々に丁寧に声をかけ、おにぎりと
一緒に人の温もりをも伝えていることを見て、
改めて人間には必ず愛情が必要であることを
実感しました。受け取る方々も会釈をしたり
声を出して返事をされたりしたので、体の健
康状態などを確認することができました。大
阪で同じような環境で暮らしている方々と比
べると東京の方々は結構服装が整っていて、

明るい感じの方がやや多いと感じました。な
お、皆さんは誠実な方が多く、おにぎりを二
度要求される方はいらっしゃいませんでした。
配食活動をし始める頃のことですが、こちら
から食べ物を渡そうとすると「要らん」と断
われ、怒られることもありましたが、近頃に
はそのような方はおられず､ ある意味では
「友」のような気もして以前と違う喜びを感
じながら活動ができて大変嬉しかったです。
　あるボランティアの方は「最近になって、
路上生活される方の数がやや少なくなってい
るような気がするね。もしかしたらこれもオ
リンピックに関係があるかもしれないね」な
どおっしゃいました。貧しくて頼れるところ
がない方々が、本当に自由な意識の中で居場
所の選択ができ、現実的に少なくなるのは何
より好ましいことで、社会がより明るくなっ
ていくことになるのではと思いました。

　このような活動にキリスト者を含めて若い
方がたくさん集まり、活動ができればなおさ
ら素晴らしいことになると思っております。
今後もこのような活動があれば可能な限りに
私も積極的に参加させていただきたいと思っ
ております。

　戦争や紛争が絶えない現代に生きる私たち
に必要なものは、2000年以前の大昔から神様
が私たちに呼びかけている愛であり、「マタ
イ福音書22章37節～ 40節」にもある「心を
尽くして、精神を尽くして、思いを尽くして、
あなたの神である主を愛しなさい」、同じく
「隣人を自分のように愛しなさい」というこ
とに他ならないと思います。
　ありがとうございました。
日本カトリック神学院　孫聖和（東京教区神学生）
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東京教区2017年“日本カトリック平和旬間”
8月 6日（日）〜 8月15日（火）

テーマ「平和を実現する人々は幸い─子どもと貧困─」
　今年も東京教区では、1945年広島原爆投下の 8月 6日から同年第二次世界大戦終結の日で、聖母被
昇天の祭日 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12日（土）
☆講演会：麹町教会　ヨセフホール　14：00（開場13：00）
　テーマ『子どもの貧困を克服できる社会を目指して』

　講演者：稲
いな

葉
ば

　剛
つよし

 氏
　　　　　（立教大学大学院特任准教授、一般社団法人つくろい東京ファンド代表理事）

☆平和巡礼ウォーク： 麴町教会～東京カテドラル　16：00　麴町教会主聖堂で祈りの後　出発 

参加ご希望の方は帽子や日傘と飲料水をご持参のうえテレジアホールに集合。
☆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

洗　礼
（ 5月21日～ 6月17日）

　おめでとうございます　
ヨゼフ　鈴　木　　　隆

マリア　テレジア　辻　井　綾　子
御訪問のマリア　嶋　田　キミヨ

ルカ　川　瀬　孝　夫
マルタ　Pham Thi Minh Phuong

テレサ　C a t  G i a  L i n h

ペトロ　Edson Kaito Nakaie

ベネディクト　Edson Hugo Nakaie

テレジア　山　崎　美智子
アポロ　ウリエル　齋　藤　　　智
小さき花のテレジア　守　屋　博　子
ラファエル　Nicola Arata Tarchi

サルヴァトーレ　佐　原　隆　雄
ドナル　フランシス　鈴　木　あさひ

結　婚
（ 6月 3日）

お 幸 せ に

　山　岸　宏　彰

マリア　スコラスチカ　菅　原　弓　子

　転　入
（ 6月 5日～ 7月 8日）

どうぞ　よろしく

フランシスカ　永　田　暁　子
インマヌエル　竜　田　信　子

マリア　藤　下　美穂子
ノルベルト　鍋　内　譲　児
ノルベルト　鍋　内　優一郎
レオナルド　鍋　内　雅　徳
エミリ　大　坪　英美里

マリア　アグネス　兵　藤　聖　子
フィリッポ　ネリ　田　中　常　隆
フランシスコ　ザビエル　松　本　洋　平

マリア　小　山　由紀子

帰　天
お祈りください

マリア　クララ　志　場　幹　子　  5/31

ヨセフ　渡　辺　孝　光　  5/31

マリア　ベルナデッタ　吉　田　鈴　子　    6/3

マリア　テレジア　辻　井　綾　子  　6/11

御訪問のマリア　嶋　田　キミヨ　  6/12

モニカ　　吉　村　宏　子　  6/23
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教会の夏休み

事務室と信徒会館

　 8月 1日（火）～ 8月31日（木）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23日（日）～ 9月10日（日）まで、お

休みさせていただきます。 9月17日（日）か

らまた再開します。

聖イグナチオ教会案内所

　 8月14日（月）～ 8月19日（土）夏休み

2017年度“夏キャンプ”

子どもとともに

ささげるミサ

7月28日（金）～ 30日（日）

大島教会

土曜学校
8月11日（金）～ 14日（月）

不二聖心山の家

日曜学校
8月16日（水）～ 19日（土）

雙葉山荘

中学生会
8月13日（日）～ 16日（水）

雙葉山荘

高校生会
7月31日（月）～ 8月 3日（木）

雙葉山荘

青年会
8月18日（金）～ 20日（日）

箱根パウロ会の家

侍者会
8月23日（水）～ 25日（金）

あきる野教会

8 月の典礼と行事

4日（金）初金曜日 祈りの集い　19：00

6 日（日）主の変容 “日曜サロン”11：00～ 12：30　ヨセフホール
日本カトリック平和旬間（〜 15日）

9日（水） 水曜ティーサロン　12：00ミサ後

12日（土） 東京教区平和旬間講演会　14：00　ヨセフホール

平和巡礼ウォーク　16：00　平和を願うミサ　18：00（カテドラル）

15日（火）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

幼児洗礼式　10：00ミサ

16日（水） クリプタに安置され8月に命日を迎える方々のためのミサ　12：00

水曜ティーサロン　12：00ミサ後

20日（日）年間第20主日 “日曜サロン”11：00～ 12：30　ヨセフホール

23日（水） 水曜ティーサロン　12：00ミサ後
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