
「人里離れた所での休み」

そのことをやり過ごすよりも、そのつらい状態
に変わりはなくても、何かそこに大事な意味を
見つけることができたり、人から十分に理解し
てもらえなくても、神様とのつながりの中で、
神様がそのことを分かってくださっていると感

じられる体験をしていくこ
とが一番力になる気がしま
す。
　　
　イエス様は人里離れた所
で休むように言われました。
人里離れた所はイエス様ご
自身も求められた場所です。
イエス様は朝早く人里離れ
た所に行って祈っておられ
ました。人里離れた所、そ
れは単に人から離れている
所というよりも、神様に自
分の心を向けることができ
る場所のことです。人間の
見方や考え方ではなく、憐
れみの心で接してくださる

神様の見方で物事を見つめ直してみる。神様に
触れることを通して、生きる意味を見出し、力
づけられていく。人間の知恵や思いではなく、
神様の知恵、思いに目を向けていく。そのため
に祈り、そしてそのための休みが必要です。祈
りの中で何かを願うだけで終わらずに、神様の
目で自分のあり方を見つけること。そのために、
神様に触れることができる場所、自分の生活の
中に人里離れた場所を持っていたいものです。

田丸　篤

　「イエスは、『さあ、あなたがただけで人里離
れた所へ行って、しばらく休むがよい』と言わ
れた。出入りする人が多くて、食事をする暇も
なかったからである」（マルコ 6・31）。
　
　イエス様は、食事をする
暇もなかった弟子たちに、
人里離れた所でしばらく休
むがよいと言われました。
イエス様が弟子たちにおっ
しゃってくださったように、
休むということはとても大
切なことだと言えます。
　私は2012年 4月にこのイ
グナチオ教会に来ましたが、
それまでは司祭が自分一人
だけの教会で働いていまし
た。そして休みの日という
ものを十分に取るのが難し
い状況でした。イグナチオ
教会に来てよかったことの
一つは、司祭が複数いるの
でそれぞれ週に一度、曜日を決めて休むことが
できるようになったことです。

　イエス様も大事にするようにおっしゃった休
みというもの、でもその休みとはただじっとし
て何もしないということではないように思いま
す。人間の心と体というものは、単に休息する
だけでは力を取り戻すことができない何かがあ
るように感じます。自分の経験ですが、何かう
まくいかないことやつらいことを経験した時、
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教会献堂記念行事を振り返る�
─神様の愛に満たされて─

　皆様、こんにちは。東京も梅雨に入り、早く
も2017年の前半が過ぎようとしています。嬉し
かったこと、悲しかったこと、幸せな思い、辛
い出来事や苦しみの中にも、主と共に歩んでま
いりました。どんな日であっても、“今日こそ
主の造られた日。わたしたちはこの善き日を喜
び楽しもう”（詩編118・24）と言えるお恵みの
うちにいつもいます。

　さて、 6月 3日（土）、 4日（日）は、教会献堂
記念行事として、大掃除に続き、教会祭が祝わ
れました。“私たちの教会がここにあってよ
かった！　神様、ありがとう！”と、感謝の祈
りが、献堂記念ミサをはじめ、聖イグナチオ教
会というSanctuary（聖域）に響きわたってい
ました。

　今年は特徴として、初めて名札を付けて（任
意で）、互いを知り合うための工夫が試みられ
ました。それは“大きな教会では、なかなかお
友達がつくれない”という信徒の声を受けて始
まった、改善に向けての小さなステップでした。
皆様のご協力ありがとうございました。

　さらには、「“勇気と寛大な心をもって出かけ
て行きなさい”ミッション2030─祈りを深め
る」という教会年間テーマを掲げて、Unity　

in Diversity（多様性の中の一致）を表わすもの
となりました。ザビエル聖堂では、“祈りを深
める集い”の豊かなプログラム、アルペホール
では英語の祈りの集い、バザーやフードコート、
“パパ　ママ　ごほん　よんで ! !”、教会学校
の活動や、教会案内ツアーも行われました。
　ヨセフホールでは、手話サークル「ザーカ
イ」さんから始まった“賛美会”が繰り広げら
れ、当教会でミサがあるすべての言語圏（日、
英、スペイン、ベトナム、インドネシア、ポル
トガル、ポーランド）からの参加がありました。
民族衣装や、固有の楽器、伝統音楽や子どもた
ちの歌声に触れ、私たちは、多様な文化の素晴
らしさを味わい、神様から与えられているお互
いの命の輝きを喜び合いました。賛美会の最後
には、ガラルダ神父様が、“他国の言葉は分か
らなくても、歌や踊りは共通語です”と語り、
神様を讃えて、それぞれの国の言葉でアヴェ・
マリアの祈りをささげて、教会祭の終了となり
ました。

　この日は、聖霊降臨の主日でもあり、聖霊の
豊かな息吹になびく万国旗を背景に、私たちは
神様の愛に満たされました。どうか、私たち信
徒一人ひとりが、信仰、希望、愛を土台に、
“勇気と寛大な心をもって出かけて行きなさい”
に応えていけますように。聖霊の偉大な働きを
求めつつ、祈りを深めていくことができますよ
うに。
　
　献堂記念行事は、神様を愛する心、お互いを
愛する心により美しく行われました。
　司祭方、シスター方の温かいお支えのもと、
すべてのご奉仕、ご参加くださった方々に感謝
を申し上げます。
　主の愛はとこしえに。

信徒代表　スミス睦子

【写真提供：写真チーム】
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献堂記念教会祭大掃除報告�
“共に汗を流し、共に話し”

　本年も昨年同様、献堂記念教会祭行事の一環
として、 6月 3日（土）に実施されました。
　爽やかな好天に恵まれ、170名の方々の参加
をいただき、無事に終えることができました。
参加者、スタッフなど多くの関係者に感謝申し
上げます。
　当日は 9時の受付開始前から、いつもとは異
なった服装の方々が集まり始め、コミュニケー
ションを深めるために名前を記入したシールを
胸に張り、飲み物をいただき、それぞれの清掃
場所に移動、掃除が始まりました。
　ふだんの清掃は少人数で行っていますが、今
日は多くの人たちが集まって行うため、互いに
話し合いながら作業を細かく分けて行う必要が
あります。結果として清掃作業は非常に速く進
み、11時からテレジアホールで始まる佐々木主
任司祭およびスミス信徒代表のお話に与ること
ができました。その後、終了宣言をして解散と
なりました。　

　今年は「ミッション2030」の始まり、「祈り
を深める」年に当たります。清掃作業という共
同作業を通して、共に汗を流し、共に話し、参
加者同士、さらに一人ひとりが神様との繫がり
を体験することができた一日であったと実感し
ました。今後も教会共同体のための一助として
貢献していきたいと考えています。

参加者からの「ちょっと一言」集
・ 多くの方たちと協力してふだん清掃できない
個所もきれいになり気持ちよかったです。
ミッション2030の“きょうどう”を、清掃を
とおして感じました。（信徒会館）

・ 今年は若い方も大勢集まってくださり、高い
所などいつもできない所が清掃できました。
若いエネルギーは大で、これからもつないで
いってほしいと感じました。（マリア聖堂）
・ いつも清掃が行き届いているので、あまり汚
れているところはありませんでした。涼しい
日で良かったです。素敵な聖堂、感謝しなが
ら清掃させていただきました。（主聖堂）

・ 私がクリーンアップスタッフのきっかけと
なったのは、このイベントでした。いつもは
お話しできない信者さんとも交流しながら、
神様のいらっしゃる教会をキレイにさせてい
ただけるなんてステキですネ！（ザビエル聖堂）

・ 最初はふだんお掃除をしている方が多かった
のですが、徐々に増えて19名になり、ふだん
できない鉄格子やご像、納骨棟の屋根など、
からぶきできました。祭壇の木の椅子も補修
でき、助かりました。納骨されていらっしゃ
る方々もお喜びでしょう。（クリプタ）

・ 初めて大掃除に参加させていただき、多くの
皆様とご一緒にさせていただくことに、大変
喜びを感じました。ありがとうございました。
（信徒会館）

クリーンアップグループ一同
【写真提供：写真チーム】

教会祭バザーの頒布金
　 6月 4日（日）に開催された教会祭での
バザー、国際フードコートなどの頒布金は
1,056,705円になり、全額教会施設の修繕維
持費に充てられます。
　皆様の寛大なご協力に感謝いたします。
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「泉のほとりで」ご案内
精神科医　濱田秀伯

（麹町教会所属　前慶應義塾大学医学部客員教授）

　「主よ、渇くことがないように、また、ここにくみに来なくてもいいように、その水をくださ

い」（ヨハネによる福音書 4・15）。

　病気は、この世を生きる人間にとって避けることのできない苦しみです。精神病は動物にはな

く、人間に特有な病気です。それは人間が、心の奥に霊性をもち、本質的に神と結ばれた宗教的

存在だからです。そのために人間は、この世に生きる意味を求め、自分の至らなさを責め、他人

との関係に悩むことになりました。精神病の克服とは、医療だけに任せるのでも、信仰だけに頼

るのでもなく、 2つのバランスをとりながら、人生の向きを変えるところにあります。

　聖イグナチオ教会「泉のほとりで」は、心にさまざまな病をおもちの信徒、ご家族のために、

主任司祭のご要望にお応えして開かれる無料のカトリック的セカンド・オピニオンです。うつ病、

不安症、不眠、対人緊張、統合失調症、引きこもりなどについて、専門医師が直接の治療、薬の

処方をするのではなく、治療の方向性、診療機関のアドバイス、祈りの同伴の場などを提供いた

します。ご相談の内容は医師のみが伺い、秘密厳守いたします。

　原則として毎月第 3木曜日、お一人30分間です。①13時〜 13時30分、②13時40分〜 14時10

分、③14時20分〜 14時50分の完全予約制で、信徒会館301号室（アルペホール）にて行います。

できるだけ多くの方のご相談をお受けするために、 1日 3人まで、原則お一人 1回のみとさせて

いただきます。現在は 7月20日の受付をしております。 9月21日、10月19日、11月16日、12月21

日の予約は 7月 1日よりお受けいたします。

　悩みをお一人で抱え込まず、どうぞご相談にお越しください。予約方法などの詳細は教会事務

室にお尋ねください。泉のほとりには、いつも絶えることのない愛と癒やし、そして希望があり

ます。

財務報告

・�世界広報の日
　　福音宣教はわたしたちの使命です。
　 　 5月21日（日）の献金1,041,367円は、福音宣
教の分野の中でも特に新聞、雑誌、テレビ、
ラジオ、映画、インターネットなどの広報媒
体を用いて行われる宣教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。

6 月の宣教司牧評議会から
・2017年度「教会活動連絡会議」から
　 5月28日（日）に開催された教会活動連絡会議
にて、2017年度の幹事 4名が選出されました。
熊沢俊久（インターネットコミュニティ）
大海龍生（真和会）
瀧田かよ子（第 1朗読グループ）
森脇　操（E.W.G.） （50音順）
・アジアンユースデー若手信徒派遣について
　 5月 6日（土）、真生会館にて日本巡礼団に
よる準備会が開催されたことが報告されました。
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同伴者イエスと心を合わせる

　掲題のテーマを与えられましたが、私のような一信徒にとっては大変重いテーマですので、洗礼
を受けてからの歩みを振り返りながら思いめぐらしてみました。

　ちょうど50年前、卒業式の翌日だった復活の主日に洗礼を受け希望に燃えて社会人となりました
が、当時の風潮は「会社第一」で家庭のことは顧みないで仕事に全力を尽くすのが当たり前という
時代でした。
　特に若い頃は週休二日制もなく連日深夜までの残業続きの中で毎週日曜日に教会に通うのは相当
な覚悟が必要で、イエス様の支えと家族の協力、教会の方々、砂漠の中のオアシスのようだった職
場での「聖書研究会」の仲間たちとの交わりを通じて信仰生活が支えられてきたように思います。
　また長い人生の間には多くの方々が経験するようないろいろの困難に出会いましたが、そのつど
「神様は耐えられないような試練に遭わせるようなことはなさらず、試練とともに抜け出る道をも
用意してくださる」（コリント第一10・13）との“み言葉”に支えられ、どんな時にもイエス様が
きっと何とかしてくださるとの望みを持つことができたことが大きな恵みだったと感じております。
　
　皆様よくご存じの「朝の祈り」の中に“ものごとがうまくいかない時にもほほえみを忘れず、い
つもものごとの明るい面を見、最悪のときにも感謝すべきことがあることを悟らせてください”と
ありますが、この祈りによっていつも力づけられ心の持ち方を教えられております。これからもこ
の祈りに親しみながら感謝の気持ちをもって歩み続けたいと願っております。

大西茂雄

「ミッション2030」─祈りを深める③

合同追悼ミサ
　今年も聖イグナチオ教会では2016年 6月
から2017年 5月までに帰天された当教会所
属の信徒の方と、同期間に当教会でご葬儀
をされたすべての方々のために、合同追悼
ミサが行われます。
　ちょうど日本のお盆の時期に合わせてお
ります。お一人おひとりを偲び、ご家族、
ご親族、ご友人と共にお祈りする集いに、
どうぞご出席くださいますようご案内申し
上げます。

日時　７月 8日（土）10：00
場所　聖イグナチオ教会　主聖堂
司式　佐々木良晴主任司祭

◎ ミサ終了後、テレジアホールにてお茶の
ご用意をいたしております。どうぞお立
ち寄りください。

訪問グループ

第 271 回真和会講演会
7月12日（水）18：45 〜 20：30
聖イグナチオ教会主聖堂

　「沈黙」……
　小説から映画化までの50年

・講　師：遠藤龍之介氏
　　　　　（フジテレビ専務取締役）

《講師プロフィール》
1956年東京都生まれ。
フジテレビ専務取締役。
フジ・メディア・ホール
ディングス取締役。
遠藤周作氏の長男。
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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）

《プロフィール》東京大学教養学部卒業。1994年より新宿において路上生活者支援の活動に取り組
む。2001年自立生活サポートセンター・もやいを設立、幅広い生活困窮者への相談・支援活動を展
開し理事長を務める。2014年つくろい東京ファンドを設立し、空き家を活用した低所得者向け住宅
支援事業の代表理事となる。住まいの貧困に取り組むネットワーク世話人。生活保護問題対策全国
会議幹事。著書『貧困の現場から社会を変える』（堀之内出版）、『生活保護から考える』（岩波新書）

☆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
◎�平和のための祈りのリレー：平和を実現するために私たちにできることは、まず祈ることです。平
和旬間パンフレットの“祈りのリレーの申し込み用紙”のスケジュール表に祈れる時間を記入の上
FAXして、平和旬間中の祈りの輪に参加しましょう。送信先　FAX：03－3944－8511

金婚式・銀婚式を迎えられる方々へ
　聖イグナチオ教会では当教会所属の信徒
で今年、結婚生活50周年、25周年をお迎え
になる方々のために、バチカンが発行する
「金婚式・銀婚式祝福記念証書」を授与で
きるように手配させていただいています。
　ご希望の方は、聖堂前室の案内チラシを
ご覧の上、申込書に必要事項を記入して、
教会事務室に提出されるか、郵送または
ＦＡＸにてお申し込みください。
申込締切： 7月24日（月）【厳守】

＊祝福記念証書の授与は、10月29日（日）
　10時の結婚感謝ミサの中で行います。

【アジアンユースデー関連のお知らせ】

　インドネシアの古都、ジョグジャカルタで開
催されるアジアンユースデーに向けて、当教会
からの派遣の若者は余念なく準備に励んでおり
ます。
　今後以下の予定になっております。
・派遣祝福式　 7月16日（日）10時ミサ
　　　　　　　主聖堂
・派遣期間　　 7月29日（土）～ 8月 7日（月）
・帰国報告会　 9月 3日（日）15：00～ 16：00
　　　　　　　ヨセフホール
　若者たちの霊的成長と、道中の無事をどうぞ
お祈りくださいませ。
　なお、諸事情により 1名辞退されたため派遣
者は 7名となっております。

AYD7派遣準備委員会
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2017年度“江戸殉教者巡礼”実施予定─ 7月 2日（日）
　皆様、今年も間もなく江戸殉教者巡礼の時期を迎えます。2008年11月24日に長崎で「カスイ岐
部と187人の殉教者」の列福式を皮切りに始められたこの江戸殉教者巡礼も今年で 9回目となり
ます。
　今年もコースはほとんど昨年と同様です。13時教会を出発して17時30分に浅草教会で主日のミ
サ後解散となります。下記の注意事項を念頭に置いて、どうか奮ってご参加ください。

〈注意事項〉
1．当日は昼食を済ませて、12時40分をめどに岐部ホールピロティにご参集ください。
　　説明の後13時出発です。
2． 当日はスイカ・パスモなどを必ずご持参ください。毎年お持ちでない方が遅れがちになりま
す。 急いで転ぶなどの怪我が無いようによろしくお願いします。

3．同行司祭は平林神父様です。シスター方も来られると思います。
4． 雨天でも決行いたします（コースは多少変更します）。そのため必要に応じて雨具をご持参
ください。

《先月号の訂正とお詫び》
　先月号の江戸殉教者巡礼の文章の中の次の 3カ所を訂正しお詫びいたします。
　・大阪城公園→大阪城ホール　　・高山右近→ユスト高山右近　
　・その翌週にはイグナチオ教会で列福感謝ミサ→ 2月10日には聖イグナチオ教会で……。

松室康彦

「ミッション2030」─祈りを深める

祈りを深めるセミナー（5月14日（日）） リビング・ロザリー（5月28日（日））

【写真提供：写真チーム】
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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〈38〉──
カレーの会2017

　2017年は、 1月 9日からカレーの会ボラン
ティア活動は始まり、 5月29日まで計20回、
3165人の生活困窮者の方々をお迎えしました。
　現在カレーの会は、毎週月曜日、教会側ス
タッフ12名と、ゲストで参加される男性の中
から数名が一緒に、準備から後片付けまで作
業を行っています。ゲストの男性ボランティ
アスタッフは、私たちとは違った人生経験豊
富な方々で、生活の知恵を教えてくれたり、
程よい距離感を保ちながら、良い関係を築け
ていると思います。
　 5月末までの間、皆様からの献米のご寄付
により、約430㎏のお米を使用しました。今
年に入り、毎月第一週目日曜日に主聖堂前で
行われる献米の日以外にも、お米をカレーの
会宛にお送りくださる方が増えたおかげで、
野菜の高騰でカレーの具材がなかなか思うよ
うに増やせない中、新しい綺麗なお米で大盛
りのカレーを作ることができております。
　また、「イグナチオ教会のカレーは美味し
い」と好評です。直接カレーを作る作業に関
わらなくても、カレーの会のことをいつも心
に留めてくださって、陰のご協力者として、
良き理解者として、共にボランティア参加を
していただいている方々に、スタッフ一同、
心より感謝しております。

　なお、夏季である 7月～ 9月間は、お米
の管理が困難になるため、お米ではなくお米
券でご協力いただければありがたいです。ご
理解のほど、どうぞよろしくお願いいたしま
す。
　その他には、インスタントコーヒーやコー
ヒーフレッシュ、カレーを食べる時に使う大
型の使い捨てスプーンは毎回料金のかさむ物
なので、ご寄付は大変にありがたいです。

　生活雑貨品として様々な品も届きますが、
現在のカレーの会での生活困窮者の多くは男
性であり、女性は約 2 ～ 3人です。その男
性の多くは60歳以上で、歯に不便を抱えてい
る人が多く、歯ブラシ、ガム、堅い物は好ま
れません。人気があるのは、新品のひげそり、
下着、靴下、スニーカーです。洋服は、前ボ
タンの物よりかぶる物です。ジャケットや
スーツ上下、ワイシャツなどは、好まれませ
ん。夏なのに冬物衣料といった季節はずれの
品々や、使い古した汚れた衣料品、毛布など
お持ち帰りしにくいご寄付も届くこともあり
ます。このような、自分が使えないと思われ
る物を送られ、それを受け取る度に、ご寄付
であれば何でもありがたく受け取るべきなの
かと考えさせられ、複雑な心境になることが
あります。一緒に作業をする彼らの「失礼だ
な」と、ぽつりとつぶやく声があるのも、事
実です。

　皆様からのご寄付は、献米の日以外でも、
いつでもお待ちしております。教会事務室カ
レーの会宛まで、お送りください。これから
も皆様の温かいご理解と、ご協力をどうぞよ
ろしくお願いいたします。
　今後、高齢化の時代の中、ゲストの人数が
どのように変化していくのか、それによって
カレーの会はどんな位置付けになっていくの
か、教会を通してどのように繫がっていくの
かが、課題だと私は考えています。
　いつもカレーの会からはお願いばかりです
が、皆様からのお気付きの事やご意見なども
お待ちしております。どうぞよろしくお願い
いたします。

カレーの会　文責：木嶋真理
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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

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

洗　礼
（ 4月15日～ 5月22日）

　おめでとうございます　
アントニオ　Ha  Thai  Sang

マリア　Nguyen Thi Ngoc Anh
ヨセフ　Nguyen Van Dua
マリア　松　岡　那津美

フランシスコ　渡　邉　嘉　彦
ヴィクトリア　孫　　　　　光

マリア　ヨハンナ　吉　田　南菜子
ペトラ　関　根　菜　穂
マリア　兵　頭　み　ほ

マリア　テレジア　松　本　彩　良
ベルナデッタ　野　宮　知　弥

ヤコブ　肥　後　　　晶
リベカ　肥　後　美　子

フランシスコ　アシジ　吉　島　重　之
パドバのアントニオ　橋　本　雄太郎
マリア　ベルナデッタ　吉　田　鈴　子
マリア　ノエル　山　田　紀　代
ベネディクト　Le Dinh Phuc Lam
アンナ　Nguyen Hoang Bao Tran

エリック　林大翔エリック
アッシジのフランシスコ　井　出　英　利

ルカ　亀　山　　　晋
Sanga Velasco Takahashi
ジュード　Jadric Wada Salo
ソフィア　山　本　真里江
ヨセフ　渡　辺　孝　光

結　婚
（ 4月30日～ 5月27日）

お 幸 せ に
ヨハネ　栢　森　晴　丈

アンナ　マリア　Paethanom Anchan

　名　倉　直　重

マグダレナ　ソフィア　バラ　中　村　陽　子

　　　山　田　大　貴

クララ　中　村　香　織

トマス　モア　金　津　尚　志

　鈴　木　彩　葉

　穂　積　宏　明

マリア　ルチア　内　田　美　穂

　転　入
（ 4月15日～ 6月 2日）

どうぞ　よろしく
ステファニー　鈴　木　乃　菜

マリア　鈴　木　乃　彩
ローザ　安平ジュリアローザ

アレクサンドルのカタリナ　早　坂　菊　子
マリア　星　出　よし美

ボナヴェントゥラ・ディアナ　安　井　みどり
小さき花のテレジア　黒　川　直　子
パドバのアントニオ　杉　田　泰　山

テレジア　杉　田　　　彩
アンジェロ　杉　田　悠　海
グレゴリー　渡　辺　　　毅

シエナのカタリナ　相　葉　莉　七
アシジのフランシスコ　北　村　幸太郎

マリア　クララ　北　村　恵　奈
Maria　Luca　滝　沢　京　子
ミハエラ　近　藤　玲　子

マリア　フランシスカ　廣　　　正　江
ラファエラ　深　田　真理絵
洗礼者ヨハネ　立　石　光　洋
グラチア　佐　藤　由喜子

マリア　マグダレナ　ソフィア　上　田　　　聖
マリア　石　田　のり子

セシリア　近　藤　玲　子
クララ　高　桑　みどり

テレジア　藤　原　伸　子
マリア　ベルナデッタ　上　村　伴　子

ダニエル　オロスコ　ダニエル
エレナ　オロスコ　エレナ

ビセンテ　オロスコ　ビセンテ
エミリア　オロスコ　恵美
モニカ　オロスコ　モニカ

ソフィア　オロスコ　ソフィア
マリア　グレイス　鈴　木　陽　子

Lucas　松　永　　　正
マリア　インマクラータ　松　永　紗英子

マリア　竹　谷　佳　枝
マリア　ベルナデッタ　渋　川　ゆ　い
マリア　アスンタ　孫　　　和　代

帰　天
お祈りください

アグネス　伴　　　幸　子　  4/10
アッシジのフランシスコ　井　出　英　利　  5/10
ゲルトルード　吉　岡　美代子　  5/13
マリア　ソフィア　山　根　美　枝  　5/17
ルカ　亀　山　　　晋  　5/20

フィリッパ　ヨハンナ　畑　　　麻里子　  5/23
アロイジオ　　金　子　博　昭　  5/27
マリア　セシリア　井　筒　淳　子　  5/31
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