
創刊号から４０号までの歩み　～未来設計図の基礎資料
号 発行 特集 司祭からのメッセージ 司祭 粟本神父様　シリーズ、Q&A

ガラルダ神父の信仰シリーズ その他の主な記事

1 1996 年冬号 生まれ変わる聖堂
－変わりゆく その姿－ 粟本昭夫 先輩たちの結婚式　小竹正一・美知子

シリーズ：お世話になったヘルパー紹介　山形昭・伸子

2 1997 年春・
夏号

聖イグナチオ教会
ツアーガイド

ビセンテ・M・
ボネット

聖イグナチオ教会に関する資料の紹介
シリーズ：お世話になったヘルパー紹介　加藤一二三・紀代

3 1997 年秋・
冬号 感謝 イシドロ・リバス 幼児洗礼って？

遷堂式にこめられた願い（ルイス・カンガス）

4 1998 年春号 イースター（復活祭）
ってなんだろう？ ルイス・カンガス

新聖堂で初めての復活祭ミサ
夫の言い分・妻の言い分
シリーズ：お世話になったヘルパー紹介　坂本隆・広美

5 1998 年秋・
冬号

夫婦のコミュニケーション
ー 「夫婦」について

考えてみよう－

人と、自分と、神との
コミュニケーション ハビエル・ガラルダ シリーズそれって本当？①天地創造

新しい聖堂で、心も新たに
結婚クラス・セミナーの「結婚感謝の集い」
教会学校にいらしてみませんか　－どなたでも大歓迎－

6 1999 年春号

あなたもミサにいき
たくなる !?
－ちょっと役立つイ
グナチオ教会ミサ・
ガイド－

春―育みのとき バレンタイン・デ・
スーザ シリーズそれって本当？②奇蹟 夫婦ふたり

日本史の授業で習った聖フランシスコ・ザビエル

7 1999 年秋号 仕事と家庭 いつまでも恋人のままで…
Number One Neighbors

アルフォンソ
M. ネブレダ シリーズそれって本当？③受胎告知

新・聖イグナチオ教会の誕生
平和を告げる鉄の鐘
結婚指輪物語
シンプルライフ－好きな生き方を創る－

8 2000 年春号 結婚
＝ふたりの家庭　嫁と姑 子供たちに接して思うこと 池尻廣幸 神父様教えて !!

夫婦ふたり　～夫の転職～
シンプルライフ　－服を整理する－
あっこのみんなでクッキング　キャンプでパンを焼いてみよう !!

9 2000 年秋号
父親と子育て

（ 父親になること／豊
かな時間）

夫婦の一致 マリアノ・ペニュエラ ちょっと聞いて下さい
Just Married ！
羊飼いたちのクリスマス・イヴ
あっこのみんなでクッキング　－タプナード－

10 2001 年春号 結婚後の友人関係に
ついて 月と不思議な鏡 サトゥルニーノ・

オチョア どうしたらよいのでしょうか？ one 第 10 号発行にあたって
あっこのみんなでクッキング　GAZPACHO

11 2001 年秋号 夫婦ゲンカ

愛のないところには愛
の種を蒔きなさい、やが
て愛が芽生えるだろう　
―十字架の聖ヨハネ―

フェリス・ロボ 心のわだかまりは消えるでしょうか？
「15 年度の祝杯」 ＝結婚セミナー・ヘルパーこぼれ話＝
親から子への手紙　―2001 年 5 月さわやかなある朝に―
ハンセン病について
＝我が家に娘がやってきた＝

12 2002 年春号 夫婦って 1+1 ＝ 1 ？
それとも 1+1 →∞？ 長町裕司 洗礼にはどういう意味があるのですか？ 「いただきます」の約束

13 2002 年秋号 食に対する眼差し 「負けず嫌い」を越えて ヘネロソ・フローレス「信じる」ってどういうことなのでしょうか？

14 2003 年春号 結婚再考 覚えていますか この言葉 山本襄治 ｢救い」ってどういうことなのでしょうか？ 便利さと家庭
夫と妻のビーフ系シチュウ

15 2003 年秋号 便利さと家庭 憧れに一緒に向かう
side by side ハビエル・ガラルダ「進化論」をどのように考えたらよいのでしょうか？ 結婚セミナー 20 周年を記念して

同窓会情報

16 2004 年春号 女性の社会進出と家庭 子供を非行化させるコツ教えます
―実態からみたベスト 10― 加藤信也 第 1 回　信仰は役立つか ゆとり

17 2004 年秋号 ゆとり Quality Time ジェラルド・バリー 第 2 回　信仰の求め方 知ってますか？ 4 つの聖堂があることを

18 2005 年春号 価値観 皆さん如何ですか 粟本昭夫 第 3 回　キリストの価値観と復活 知ってますか？
セミナーは今…

号 発行 特集 司祭からのメッセージ 司祭 粟本神父様　シリーズ、Q&A
ガラルダ神父の信仰シリーズ その他の主な記事

19 2005 年秋号 信じる 円熟に向かって 松本紘一 第 4 回　疑問を抱きながらも信じる 知ってますか？主聖堂のステンドグラス①
シリーズ：お世話になったヘルパー紹介　岩垂和彦・愛子 / 田嶋定雄・カヨ子

20 2006 年春号 夢 添い遂げていく 松井紀直 第 5 回　キリストを信じる人の夢 「one」20 号記念

21 2006 年秋号 絆 生涯の愛 サトゥルニーノ・
オチョア 第 6 回　開かれた信仰、開かれた家庭

結婚セミナーのはじまり
ヘルパー養成講座の取材
シリーズ：お世話になったヘルパー紹介　与謝野達・和子

22 2007 年春号 独りの時間 父と母のデート ロバート・
ディーターズ

ホームレスの方々を支える活動
結婚セミナーでいただいた種を実らせる
北海道からの便り

23 2007 年秋号 祈る First Things first ドメニコ・ヴィタリ 第 7 回　四つの祈り方 祈らずにはいられない

24 2008 年春号
縦書きに変更 家族の健康 心を丈夫に育てる「耳」 ロベルトゥス・

バンバン・ルディアント 第 8 回　心の休み、健康の元 神父様へのアンケート
キリスト教における聖人　第 1 回　イグナチオ・ロヨラ

25 2008 年秋号 夫婦の会話 その日その日を誠実に
生きる 粟本昭夫 第 9 回　 ただ挨拶するだけで喜びを感じさせる

マリア

神父様へのアンケート
キリスト教における聖人　第 2 回　フランシスコ・ザビエル
ペトロ・カスイ岐部と 187 名の殉教者

26 2009 年春号 ゆるし合う ここにしかない貴重な
学びの場 池長潤 第 10 回　赦し合い 神父様へのアンケート

キリスト教における聖人 第 3 回 アッシジの聖フランシスコ

27 2009 年秋号 家庭と仕事
～ワークライフ・バランス～ ある結婚式での説教 桜井彦孝 第 11 回　イエスが勧める家庭と仕事の調和

献堂 10 周年にあたって
キリスト教における聖人
第 4 回　聖ベルナデッタ　ルルドへの道標

28 2010 年春号 私からあなたへ
　～感謝の手紙 何故 ONE ？ ルイス・カンガス 第 12 回　「主の祈り」という父宛の「手紙」 キリスト教における聖人

第 5 回　幼きイエズスの聖テレジア

29 2010 年秋号 今をよろこんで生きる 生きた本を読みなさい ドメニコ・ヴィタリ 第 13 回　今も、いつも喜んで生きる
岩垂和彦さんを想う
この人を　第 1 回　永井隆　―平和を祈り愛に生きた人
浦上天主堂

30 2011 年春号 子どもに伝えたいこと 子どもに伝えたいこと マヌエル・シルゴ 第 14 回　 子どもから謙虚に学んで、子どもに
行いで学ばせる

この人を　第 2 回　蟻の町のマリア　―愛の使者　北原怜子
子どもたちが、美しく育つために
東日本大震災―これからの道のり

31 2011 年秋号 東日本大震災と
これからの道のり

東日本大震災と
これからの道のり 住田省悟 第 15 回　 人間の苦しみと神の愛　十字架と

津波 復興の狼煙　ポスタープロジェクト

32 2012 年春号 希望 結婚講座へ寄せる 岡田武夫大司教 第 16 回　静かな絶望、静かな希望 東日本大震災を体験して
震災のための祈りのリレー

33 2012 年秋号 親のこと 忘れられない親子 佐々木良晴 第 17 回　親心
ただいま
この人を　第 3 回　細川ガラシャ
結婚講座を終えて

34 2013 年春号 信仰心 信じるということ 粟本昭夫 第 18 回　疑問を抱く信仰 この人を　第 4 回　天正の少年使節

35 2013 年秋号 家族の記念日 愛と情熱 加藤信也 第 19 回　私が感じたい神・信じたい神 この人を　第 5 回　コルベ神父
気仙衆と勲章　カトリック大船渡教会　山浦玄嗣

36 2014 年春号 介 護　～ 子 と し て・
夫として・妻として この子に恵まれた ロバート・

ディーターズ 第 20 回　親の介護 東日本大震災から三年
介護の向こう側にあるもの

37 2014 年秋号 誓いの言葉 結婚生活を通しての
＜結び＞と＜開け＞ 長町裕司 第 21 回　誓いの意味 ヨハネ 23 世とヨハネ・パウロ 2 世の列聖

日本の信徒発見の聖母

38 2015 年春号 家族の楽しみ 楽しい思い出は最高の
プレゼント 田丸篤 第 22 回　 神にも、悩む人にも開かれた家庭の

喜び 結婚講座メンバーと仙台旅行

39 2015 年秋号 異文化コミュニケーション 主の平和が皆さんの上に
豊かにありますように 粟本昭夫 第 23 回　自分とのコミュニケーション 心にキュン！

ムーミン谷にみる異文化コミュニケーション

40 2016 年春号 one の未来設計図 名前はＯＮＥ ルイス・カンガス 第 24 回　囲いの外に居る羊 教会学校（子どもたちの集い）


