
高山右近の霊的識別

　時代は戦乱の世。人々は貧しく、疲弊してい
ました。一般信徒は慈悲の所作と呼ばれる14箇
条の慈悲を実行することによって福音を生きま
した。右近は父と共に、城下の貧者の世話を進
んで行いました。弔いをし、棺桶を担ぎ、野辺

送りもしたそうです。彼の時
代の信者は信徒のグループで
共に祈り、支え合い、奉仕活
動をしました。右近は高槻の
「ミゼリコルデイアの組」に
属し、父親と共にその組の世
話役をしました。

　彼は、生涯に二回「霊操」
をしたと記録されています。
自分の歩むべき道を聖イグナ
チオの霊的識別で見極め、こ
の困難な時代を歩み続けたの
です。誰でも人はその置かれ
た状況の中で、自分の人生を
神に向かって、神と共に生き
ていかなければなりません。

　髙山右近という人は、自分の立場をよくわき
まえ、聖霊に従ってキリストの道を歩み続けま
した。迫害は厳しさを増し、ついに右近は家族
と共にマニラに追放され何もかも失います。
　死の床で彼はイエスとマリアのみ名を唱え続
け、自分の魂を神に委ねたと記録されています。
　あなたは彼のいのちを賭けた識別をどう考え
ますか。

援助修道会　品川ヨシ子

　 2月 7日、高山右近の列福式が執り行われま
すが、カトリック信仰を生きる私たちに対する
励まし、祝福、チャレンジであり喜びでもあり
ます。そこで、彼の信仰生活の魅力に少し触れ
てみたいと思います。

　右近は1553年生まれですか
ら、まだ大迫害の時代に入っ
てはいませんが、群雄割拠の
厳しい下剋上時代です。この
ような時代に利害を超えてキ
リスト教信仰を生きていくこ
とは、困難を極めたことで
しょう。彼は高槻城の城主と
して織田信長に仕えました。
「より上位の者に仕える」、こ
れが彼の生き方でした。彼に
とって、上位の地位にある方
は最終的には「神」でした。
彼のこの中心軸は生涯ぶれま
せんでした。

　1579年、イエズス会日本巡察師ヴァリニャー
ノの開いた会議によってセミナリオ（小神学
校）、コレジオ（大神学校）の設置が決定され
ると物的、経済的協力を惜しまず、日本人司祭
の養成に貢献しました。どの分野の教育も、人
間が人間であり続けるために注がれる大切な愛
そのものですが、多くの継続した経済的支援、
人的サポートが必要です。後の迫害時代には、
この養成機関で育った人たちの果たした役割は
計り知れません。
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今年度教会テーマ『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）─いのり・つかえ・つながる─
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降誕祭ミサを振り返って
─心をひとつにできたクリスマス─

　2016年の降誕祭は、気温が18度という12月に
しては暖かな陽気の「子供と家庭のクリスマス
ミサ」とサンタからの子どもたちへのクリスマ
スプレゼントから始まりました。
　そのほか、昨年同様、 3日間に「キャンドル
サービスとフォークミサ」「英語ミサ」「スペイ
ン語ミサ」「日本語ミサ」と合計12回のミサが
捧げられましたが、23日（金）、24日（土）、25
日（日）の連休にぴったりとはまったこともあ
り、信者のみならず、近隣にお住いの一般のご
家族も多く来訪され、家庭的で和やかな雰囲気
が教会全体に広がっていたのが印象的です。

　主のご降誕のお祝いを通してより多くの方々
に福音を伝えるため、毎年各関連活動グループ
は少しずつ工夫を凝らしてきていますが、今年
は「ミッション2030」を受けて、いくつかの新

クリスマスバザーの報告

しいチャレンジが見られました。
　未信者の方々が多く参加される23日と24日の
ミサにつきましては、ペーパーレスを目指して、
祭壇両脇のモニター画面をフル活用。
　このために準備チームが組まれ、画面の文字
がずいぶん見やすくなりました。さらに、美し
いクリスマスの絵も映し出され、子ども図書グ
ループによるご降誕物語の朗読がミサのはじま
りを飾りました。
　式次第や聖歌集に目を落とすことなく、会衆
全体が祭壇へ目を向けて集中し、みなが“心を
ひとつにできた”ご降誕ミサとなりました。
　英語ミサでは、いつものようにボランティア
奏者が 2階の聖歌隊バルコニーから 3本のトラ
ンペットで高らかにクリスマスの喜びを奏でて
くださいました。今回は、まるで聖イグナチオ
教会「ミッション2030」の出航シーンをも思わ
せるような、なお一層の輝きと勇壮さを帯びた
響きが今でも耳に残っています。

信徒評議員代表　泉　安輝子

　例年通り、待降節第 1主日の11月27日（日）
に開催いたしました。会場のヨセフホール、回
廊、主聖堂前には、出店各団体の特色ある出品、
信徒からの献品、各国の料理などを求めて多く
の方々がおいでになり、大変に賑わいました。
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新年祝賀会─ 1 月 8 日（日）

成人式ミサと祝賀会 1 月 8 日（日）

日本語

英語圏

スペイン語圏

【写真提供：写真チーム】

　バザー頒布金による献金額は、2,634,721円と
なり、次の 2ヵ所に分けて献金されました。
① Seibo（せいぼじゃぱん）（1,634,721円）
　 アフリカの子どもたちへの給食支援を主たる
活動にするNPO法人。
② 足立インターナショナル・アカデミー
 （1,000,000円）
　 外国にルーツをもつ子どもたちや大人に対し
て、日本語学習のサポートを中心とした様々
な支援を行うイエズス会の団体。

　今回は、献品の受付・仕分けに活動グループ
のマリア会から全面的にご協力を頂き、各出店
グループの頒布準備期間を 1日増やすなどの試
みを行いましたが、これが功を奏し、出店準備
が順調に進められました。
　バザーを通じて、教会共同体としての交流を
深める 1日となりました。皆さまにご協力いた
だきありがとうございました。

2016年クリスマスバザー実行委員会
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「せいぼじゃぱん」愛に促された実践－Charity with love

　2015年、東アフリカの小さな国であるマラウイは、大規模な洪水に襲われました。それによって
干ばつが起こり、その影響は現在もまだ見て取るように分かります。その際、地元の、もしくは国
際NGOの人々が救助に駆けつけ、洪水で被害を受けた方々を助けてくれました。その姿を通して、
私たちは「愛に促された実践」を経験しました。

　マラウイで生活する中で、私たちは二種類のお互いに明確に違った印象を覚えました。一つは、
救援組織によって提供される的確で、効率の良いプロの仕事でした。しかし、もう一つの印象は、
「愛に促された実践」といったものでした。それは、仕事上の効率の良さや、単なる仕事の一連の
流れの中にあるものを超えたものでした。

　NPOである「せいぼ」は、こうしたマラウイの環境から生まれました。その目標はとても簡単
なものです。それは「学校にいるお腹が空いている子どもたちに給食を届けたい」。それだけなの
です。私たちはこのことを純粋に行い、「愛に促された実践」を届けていくことを目的としていま
す。

　こうした意図を持って動きたいと思っている一方で、私たちはこのやり方が日本では通用するの
かと疑問視されているのにも気付かされます。なぜなら、私たちがあまりにも感情に流されている
のではないか、または組織だった仕事が十分になされているのかという疑問を突き付けられるから
です。そして、失敗が怖くないのかということも、しばしば聞かれました。でも、私たちのこれら
の質問に対する答えは非常に簡単なものです。それは、少なくとも私たちが活動をしていれば、そ
の過程の中で、多くのお腹を空かせた子どもたちが救われてきたはずだということなのです。

　こうした思いの中では、今回のクリスマスバザーは、私たちにとって新しい経験となりました。
それは単に「愛に促された実践」を見ることができたといった出来事ではありませんでした。教会
の皆さんの心の中にあるチャリティーへの思いを、深く知ることができましたし、それと同時に、
たくさんの人々にマラウイのことを知っていただく機会になったと思います。「せいぼ」にとって、
これほど嬉しいことはありません。多くの人々がチャリティーに貢献したい、活動の内容を知りた
いという思いを持ってくれたことを肌で感じました。私自身は、初めての経験で不安もありました。
しかし、二人の若い学生ボランティアにも支えられ、その場にもいやすく、すんなりと教会に受け
入れてもらったような気持ちになりました。そんな皆さんの姿を通して過去私たちとの出会いを通
して、マラウイに興味を持ち、現地に行ってくれたイグナチオ教会の一人の方の姿を思い出しまし
た。そうした人のスピリッツが、この教会には生きているのだと思いました。今回、こうした形で
バザーに参加できたこと、そして多くのご支援を頂いたことに、心から感謝しています。また、貧
しい人のための教会の愛の活動の一員になれたことにも感謝しています。

　最後に、皆さんに神の祝福があり、よい2017年となるように、お祈り申し上げます。

デクラン・サマーズ（「せいぼじゃぱん」）
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12月・ 1 月の宣教司牧評議会から

・ 11月 6日（日）中央・千代田宣教協力体会議
が当教会で行われ、各教会の近況報告に続き
バザー、防災について意見交換をした。

・ 11月23日（水）教会黙想会には約400名の方
が参加。

・ クリスマスバザー頒布金2,634,721円を次の 
2団体へ献金することが承認された。

〔足立インターナショナル・アカデミー〕に
100万円

　日本で生活しているが日本語が難解で困って
いる子どもや大人への日本語識字教育を中心に
教育事業を行っているイエズス会の団体。

〔NPO法人Seibo（せいぼじゃぱん）〕に
1,634,721円

　世界最貧国のひとつ東アフリカ・マラウイの
子どもたちへ学校給食支援事業を展開している
団体。

・ クリスマスミサは一昨年と同じ体制で来られ
る人々を迎え入れた。様々な課題を改善・解
消しつつ本方式を継続する。

・ 本年 7月にインドネシアで開催されるアジア
ンユースデーに数名の若手信徒を派遣するこ
とが承認された。

財務報告
・  11月 20日（日）ミャンマーデーの献金

1,045,056円は、ミャンマーの教会に送金い
たしました。

・ 11月27日（日）クリスマスバザーの頒布金・

献金合計は2,634,721円となり、 2カ所（別項

参照）へ配分された金額で献金されました。

・ 12月 4日（日）「宣教地召命促進の日」献金

1,196,768円は、ローマ教皇庁に送られ、全世

界の司祭養成のために使われます。

一粒会献金
・ 2016年の司祭召命のための一粒会の献金は

1,222,443円になりました。皆様のご協力に感

謝いたします。

昨年の「枝の祝福式」の枝回収
　下記の日程で枝の回収を行います。

2月4日（土）〜 2月12日（日）

　皆様のご協力をお願いいたします

マルタとマリアの会

四旬節の黙想会

　 3 月12日（日）テーマ「四旬節のこころ」

　今年の四旬節の黙想会は、 3月12日（日）に実施します。「四旬節のこころ」をテーマに、田
丸神父にご指導いただきます。皆様ご参加ください。

10：00 〜 11：00　主日のミサ（子どもとともにささげるミサ）主聖堂

11：10　　　　　　マリア聖堂で受付開始

11：30 〜 13：00　講話と黙想　田丸神父
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『ミッション2030』－2017年 4 月16日開始
『ミッション2030』が今年 4 月16日ご復活の主日から本格的に始動します。

　2016年 9月宣教司牧評議会により『ミッション2030』が正式に承認されました。
　今後、15年間、聖イグナチオ教会全体がこの指針に沿って歩んでいくことになります。ただ文
章を決めただけでは何も変わらないので、その実現を促進していくため、準備として、10月に
「ミッション促進チーム」（Mission Promotion Team）略称M. P. T. が発足しました。

　「ミッション促進チーム」のスタッフは「教会生活見直しワークショップ」スタッフの経験を
『ミッション2030』の推進に生かすため、まず評議員経験者と現役評議員の12名で始めました。
スタッフの任期は 2年として、担当司祭は引き続き英　隆一朗神父です。

　「ミッション促進チーム」の中で、「ミッションを実施する 4本の柱」の各グループに分かれ、
担当の諸アクションプラン（『ミッション2030』の実際の実行計画、見直しワークショップから
出た意見をまとめたもの）の検討と立ち上げを担当していきます。それらすべては宣教司牧評議
会での承認を受けて、実践していきます。

　すでに現在各グループでアクションプランの検討が始まっており、見直しワークショップの期
間からすでに実現しているものもあります。
　・ 「祈りを深める」部門（第 1の柱）では、「聖体顕示」と「ラビリンスウォーク」（ 7月）、「リ
ビング・ロザリー」（10月）、「聖歌を歌おう」（11月から）、クリスマスイブのミサの工夫（モ
ニターディスプレイの使用や絵本の朗読）などが企画実行されています。

　・ 「福音を伝える」部門（第 2の柱）では、「熊本ボランティア支援」（ 9月まで）を行い、「聖
イグナチオ教会傾聴ルーム」や「フェイスブックによる教会公式の広報活動」を始めました。

　・ 「共同体を生きる」部門（第 3の柱）では、「生きた共同体」の分かち合いの集いが始まり、
「ワールドユースデー若手信徒派遣」（ 7月～ 8月）が行われました。

　・ 「新しいきょうどう」部門（第 4の柱）では、「イエズス会の教会を巡る」というテーマの連
載がマジス12・ 1月号から始まりました。また活動連絡会議においては、教会活動グループ
対象に『ミッション2030』についてアンケート調査と分かち合いも行われています。

　これからの教会活動はさまざまな形で『ミッション2030』の方針に関連づけながら進めていく
つもりです。

　2017年度は、『ミッション2030』の 1年目として、「祈りを深める」という第 1の柱を中心的に
扱う予定です。その内容は次号のマジスに掲載予定ですので、お見逃しなく。

　これからも『ミッション2030』の諸活動や進捗状況を適宜お伝えしていきます。皆さまの積極
的なご意見と参加を心より願っております。

ミッション2030促進チーム
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イエズス会の教会を巡る②
　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 4つあります。山口教会（山口
市）、祇園教会（広島市）、六甲教会（神戸市）、そして当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、それぞれ地域の特性や魅力を取り入れな
がら福音宣教を行っています。
　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 2 回　祇園教会 
「イエズス会と広島」

（1）イエズス会にとって広島とは？
　日本にキリスト教を伝えたフランシスコ・ザビエルは、山口で活動しました。彼が属したイエ
ズス会は今、日本管区の中心を東京・四ツ谷に置いています。では、それまでのイエズス会の活
動を支えてきたのはどこでしょう？　それが広島です。

（2）広島でのイエズス会の活動
　イエズス会の活動のほとんどすべての分野がそろっているのが広島です。具体的には、エリザ
ベト音楽大学、広島学院中高等学校、清心幼稚園、祇園教会、長束黙想の家であり、多くのイエ
ズス会士を生み、育ててきた長束修練院です。時の流れとともに姿は変わりましたが、日本管区
の「ふるさと」であり、バランスのとれた活動をしてきたのが広島です。

（3）歴史
　原爆投下直後には、当時の修練長であり、後にイエズス会総長に選出されたアルペ神父の指揮
のもと、長束修練院はまさに野戦病院となりました。被爆した人々は修練院の聖堂に運び込まれ、
医学を学んだアルペ神父自ら治療に当たった話は広く知られています。

（4）祇園教会
　聖霊に捧げられた祇園教会の信徒数は約1,400名、歴代主任司祭には、聖イグナチオ教会でも
主任司祭を務めた池尻神父やカンガス神父などがいますが、現在の主任もやはりイグナチオで働
いた加藤神父です。聖堂は今でも畳敷きというやさしい姿を保っています。この小教区の特徴の
一つは地区制度であり、毎月開かれる地区会です。八つの地区ごとの交わりにより、見知らぬ
人々の集まる教会ではなく、家族としての教会共同体が実現しています。

祇園教会主任司祭　加藤信也
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仲間の大切さ 巡礼団の歩み、イエスの受難を共に味わう

WYDで得たもの
　WYDで得たもの、きっと“今”分かることの方が少ないのかなと感じる中で、出会いの大切さ仲
間の大切さ、そして自分を信じることの大切さを改めて感じることができました。日本で過ごす中で
家族が自分にしてくれること、会いたい時に会える友達、当たり前と思えていることが、他の場所、
人と出会い交流することによって日々流れている生活が決して当たり前ではないと感じました。
　帰りが遅い私たちに合わせて夜ご飯を食べずに待ってくれるホストファザー、たった一つ咳をする
だけで心配をしてくれるホストマザー、愛は時間に関係なく生まれるのだなとファミリーは教えてく
れました。涙が出るほど、別れが寂しくて時間がたった今でも恋しいです。ポーランドでは何度も朝
日や夕日を見てとても神秘的で神様をそばに感じました。ポーランドにいた時ほどその瞬間を逃した
くないと思ったことはない気がします。それは“もう、戻れない”と強く感じたからです。
　しかし、実際はどこにいても“今”という日々は戻りません。当たり前に皆が分かっていることな
のに意識することはあまりありません。ポーランドでは、当たり前なんてないということと、毎日が
どこにいても自分次第で光に変わることを見て感じました。何事にも愛をもって“ありがとう”の気
持ちを忘れずに、自分の仕事を通して人の道を照らせる人になりたいと思いました。

絹田清那シナ（元英語圏侍者）

繋がり
　私がWYDを通じて強く感じたのは、信仰が結ぶ人との繋がりです。WYD中、様々な国の人々と関
わりました。下手な英語で言葉を交わしたり、通りすがりにハイタッチをしたり、バスの中で聖歌を
歌ったり。そのほとんどの人の名前も、出身国も知りません。それでも昔からの友人のように接する
ことができたのは、キリスト教という宗教があったからです。日本からの派遣メンバーを含め、
WYDを通して関わったすべての人が優しさに溢れていました。そうしなさいと誰かに言われて行う
優しさではなく、自らそうしたいと思う優しさでした。私は、そこに神様を感じました。日本巡礼団
で知り合った人たちとも、今では大切な友人です。教会という繋がりがあるからこそ、彼らとは特別
な関係で結ばれている気がします。
　これらの事から、改めて人を思いやることの大切さを感じました。「争いや戦争は、すべて些細な
悪口をきっかけに始まっている」とポーランドで出会ったある方が話していました。私自身、分かっ
ていても他人の悪口を言ってしまうことがあります。しかしそれを改め、教会を通じて出会う繋がり
も、教会と関わりがない人たちとも優しさという当たり前のようで忘れやすいものを共有していき、
笑顔で溢れている世界に近づいていきたいです。

三澤現太（元土曜学校リーダー）

「WYD（ワールドユースデー）で私たちが得たもの、感じたこと」
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《AYD 7 インドネシアに派遣する若手信徒を募集します》
　この度、聖イグナチオ教会では2017年夏に第 7回目の開催となるインドネシアでのアジアンユース
デー“AYD 7”に派遣する若手信徒を募集します。派遣決定者には渡航費などを支援します。
　AYD（アジアンユースデー）とはWYD（ワールドユースデー）のアジア版です。アジアのカトリッ
クの若者と各国の異なる文化に触れ、ユニークさを体験しながら毎日のミサや分かち合いを通して信仰
を深める巡礼プログラムです。
・  大会テーマ：「アジアの若者よ、多様性あふれたアジアの文化の中で、福音を喜んで生きなさい！」

（使徒言行録 2・ 1 ～ 11　特に 7 ～ 11　新共同訳）
・開 催 地：インドネシア　ジョグジャカルタ市
・開催日程：2017年 7 月30日（日）〜 8 月 6 日（日）
・対象条件：①大会参加時点で18～ 35歳（高校生不可）
　　　　　　②聖イグナチオ教会所属
　　　　　　③日常会話レベルの英語力
　　　　　　④派遣説明会兼選考会にいずれか一回は参加すること。
・派遣説明会兼選考会： 2月 4日（土）岐部ホール310　14：00～ 16：30
　　　　　　　　　　　 2月 5日（日）、11日（土）、12日（日）岐部ホール307　14：00～ 16：30
　　　　　　　　　　　説明会：14：00～ 15：00、選考会：15：30～ 16：30
・選考方法：作文による筆記試験　・筆記用具（鉛筆、消しゴム）持参
・作文課題：「自分自身の信仰の歩みについて」
　　　　　　日本語800字以内、英語とスペイン語による作文も受け付けます。
　　　　　　いずれも事前準備物の持込み不可。
　　　　　　＊選考は「聖イグナチオ教会AYD 7選考委員会」による。選考結果は 2月末に通知します。
・問い合わせ：ayd7jogja.st.ignatius@gmail.com

☆言葉と文化の壁を乗り越えて共に新しい教会を築くために派遣されていくことを願っています☆
聖イグナチオ教会AYD 7 派遣準備委員会
〜ミッション2030「共同体を生きる」〜

イグナチオ教会の聖堂係
　イグナチオ教会には、150人を超える大所帯の聖堂係という奉仕グループがあります。
　私たち聖堂係は、主日に複数回行われるミサ以外にも、ほとんどのミサで会衆の誘導案内、また
ミサ中の奉納や献金のお手伝いをするグループです。その仕事は単に聖堂内でのお世話だけにとど
まらず、会衆が気持ちよくミサに与ることができ、司祭は滞りなく典礼を進めていけるように、ま
た先唱者や聖体奉仕者・侍者・聖歌隊などその典礼にかかわるすべての奉仕者がスムーズに奉仕で
きるように気を配るのも聖堂係の役割です。そのためには、単にミサ中の奉仕だけでなく、事前に
先唱者など各奉仕グループと横のつながりを持つように努めることが重要だと思います。特に大き
な典礼においてはなおさらその必要性を感じております。

　聖堂係はミサの時間帯ごとに細かいグループに分かれています。日本語だけでなく、英語・スペ
イン語のミサグループもあります。どのグループも奉仕内容や理念は変わりませんが、各ミサの特
徴を生かし、より良いミサになるよう心がけています。
　イグナチオ教会は他の教会に比べて外国の方が多くインターナショナルな教会ではありましたが、
昨今、英語やスペイン語のミサだけでなく日本語ミサでも外国の方が多く、聖堂係も言葉の問題で
対応に苦慮することが多くなりました。これからオリンピックを控え、会衆とかかわる時間の一番
長い聖堂係としても、どのように対処していくかが大きな課題となっています。

　私たち聖堂係は、会衆ならびに典礼に携わったすべての人々が、深い祈りのうちに良いミサで
あったと実感し、閉祭を迎えられた時に、奉仕の喜びと大きな恵みを感じます。これからも細やか
な心配りと整然とした規律を持って奉仕を続けていきたいと思っております。

聖堂係　濱崎明美
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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〈36〉──
「クリスマスを路上生活者と共に祝う！」

　「四ツ谷おにぎり仲間」は、路上生活者と共
に歩みたいという主旨で、毎土曜日、作製した
おにぎりとおにぎり通信を持って、路上生活者
を訪問する活動を行っています。
　暦の関係で2016年12月24日は、土曜日でした。
ちなみに、2011年も同じ暦でした。2011年と言
えば「東日本大震災」が起こった年でした。 5
年前です。
　ただ、2011年と違うことが 2つあります。
　 1つめは教会のパントリーが使用できるよう
になったこと、 2つめは路上生活者が減ったこ
とです。 5年前は約200名いらっしゃいました
が、現在は120～ 130名ほどです。減った理由
として一番大きなものは高齢化です。高齢とな
り生活保護を受給して路上から脱出したケース
も多いのです。また亡くなった方も何人もいま
す（決して、生活困窮者の数が減った訳ではあ
りません。生活困窮者が目につきにくくなって
います。例えば「下流老人」と呼ばれる高齢者、
また若者や子どもの貧困が大きな問題となって
います）。

　12月24日は、クリスマスイブです。ミサに与
り、降誕をお祝いし、祈るという私たちクリス
チャンにとっては大切な日です。
　でも、「四ツ谷おにぎり仲間」は、「いつも」
と同じ活動をしました。
　神様は愛する御子イエス様を豪華な宮殿では
なく、「いつも」と変わらない馬小屋で誕生さ
せました。「ひっそりと静かに目立たない」中
に喜びと希望がありました。

　「四ツ谷おにぎり仲間」が訪問するコースは、
四ツ谷周辺、日比谷、国際フォーラム、銀座、
茅場町、日本橋そして東京駅周辺です。
　24日は、イルミネーションが光り輝く中、家
族連れ、恋人、友人同士など大勢の方が街に繰
り出していました。その中で、路上生活者は、
「ひっそりと静かに目立たず」にそして「いつ
も」の生活を送っています。

　私たちは、少しでも喜んでいただこうと、そ
の日はいつものおにぎりではなく、「ちらし寿
司」を作製し、お配りしながら訪問しました。
皆様、笑顔で受け取ってくださいました。その
笑顔が私たちにとって、大きなプレゼントとな
りました。
　当日に関して心配事はいくつかありました。
まずはお天気です。雨模様だと路上生活者は、
雨宿りできる場所に移動します。ですから、い
つもの場所にはいらっしゃいません。数が減少
します。傘をさしながら、 3 Kg（ちらし寿司
10パック分の重さ）を持つのは大変です。次に
訪問活動に何人参加してもらえるかが心配でし
た。最近、私たちの活動に参加する方が減って
いるためです。
　しかしながら、おかげさまで主の計らいによ
り上記の問題は解決いたしました。
　今後も私たちは、路上生活者の心に小さな光
を灯せるように活動していきます。
＊私たちとご一緒に活動に参加希望の方は、検
索サイトで「四ツ谷おにぎり仲間」と検索して
ください。よろしくお願いいたします。

四ツ谷おにぎり仲間　髙槗早苗
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洗　礼
（2016年 4月 5日～ 2017年 1月 1日）
　おめでとうございます　

ヨハネ　藏　下　勝　行
ルチア　須　貝　テ　ツ

マリア　Kieu Ta Nhat Quynh
ジョン　西　丸　勝　也

マリア　テレサ　松　永　結　楓
マリア　Nguyen Thi Ngoc Hanh

ドミニコ　Le  Ku  Shin   　
マリア　Tran Bao Tram
ペトロ　Tran Bao Quan

プリシラ　Rachel  Priscilla   Marpaung
ザカリー　青　木　那　剣
ダニエル　深　津　正　幸
アンソニー　田中禅レックス

ジュリアン　Julian Nyabinghi T. Palo
ペトロ　Keisuke Furusawa
マリア　Tran Hien Thi

ペトロ　Nguyen Van Nhan
フランシスコ　ザビエル　Hoang Hai Dang

アンナ　Nguyen Ha Chi
マリア　明　石　徳　子

マリー　ソフィー　野　中　亜愛理
William Ryu Posadas Hernandez

クララ　齊　藤　希　香
ペトロ　箕　村　義　勝
ダビド　小　山　裕　之

マリア　クリスティーナ　桑　原　好　恵
マリア　アヌンチアタ　海老原　和　恵

ヨハネ　前　島　泰　治
マリア　前　島　雅　子

クリスティーナ　及川優理亜バルヨット

Summer  Chaelle  Jaro
Annejilyn  Inoue

アレクサンダー　泉　　　秋　樹
マリア　ローザ　益　子　佐登子
マリア　フランチェスカ　吉　村　心　花
アッシジのフランシスコ　加　山　智　之

ヨゼフ　飯　田　克　己
フランシスコ　サレジオ　久　野　直　人
フランシスコ　菊　田　裕　樹

パウロ　松　岡　壽　夫
マリア　フランシスカ　石　井　則　子
マリア　パラクリート　阿　部　律　子
ヨハネ　フランシスコ　藤　岡　　　学
マリア　テレジア　島　貫　紀　子

ラファエル　皆　川　直　樹
マリア　ヨゼフィーヌ　小　林　花　織
マリア　セシリア　髙　橋　裕　子

Ayame  Ruth  Walker
マリア　レジーナ　上　田　ク　ミ

ヨセフ　望　月　禀　平
ヤコブ　Hoang  Xuan  Anh
ヨハネ　Vo  Dang  Khoi
ペトロ　Tran  Hua  Thien
テレジア　吉　田　さや香
クララ　堀　内　　　歩

転　入
（11月10日～ 1月 8日）

どうぞ　よろしく
及　川　　　洋　　原 　 宿
　西　丸　なほみ　　神 　 田
池　松　弘　美　　鷺 　 沼

池　松　麻　鈴　　鷺 　 沼
池　松　静　麗　　鷺 　 沼
那　珂　通　武　　港 　 南
出　口　貴　裕　　北 　 町
田　中　宏　美　　雪 ノ 下
　山　本　祥　子　　小 金 井
山　本　弥生子　　小 金 井
井　上　弘　子　　調 　 布
高　橋　知　子　　大 　 宮
高　橋　りつ子　　大 　 宮
平　尾　香　乃　　高 　 幡
平　尾　　　愛　　高 　 幡
　千　葉　真希子　　元寺小路

帰　天
お祈りください

マリア　セシリア　竹　内　陽　子   11/10
アルベルト　江里口　　　温   11/12
マリア　ドミニカ　新　井　淑　子   11/12
ジュリアン　島　田　道　彦  11/13
マリア　ヨハンナ　奈　川　節　子  11/13
パウラ　天　野　シ　ゲ   11/19
マリア　小　原　敦　子  11/21

フランシスカ　矢　崎　親　子  11/22
ラファエル　田　嶋　定　雄  11/24
ドミニコ　山　田　　　誠  11/25
ビルジッタ　和　田　富士子   11/30
マリア　ローザ　益　子　佐登子  12/18
テレジア　福　田　匠　子  12/18
ヨゼフ　柳　　　勝　久  12/24
ヨゼフ　飯　田　克　己   12/26

イグナチオ教会図書グループから ─ 新刊図書配架のご案内
書　　名 著者名 出版社 備　　考

1 『教会の聖人たち』上巻 池田敏雄 サンパウロ
全面改訂版　親しみやすい現代の聖人、来日
している修道会の創立者の中から、福者・聖
人を紹介。

2 『回勅　ラウダート・シ』
ともに暮らす家を大切に

教皇フランシ
スコ

カトリック中央
協議会

人間の活動が他者と全被造物とに与える影響
に関する連帯と共生の考察｡ 現代のわれわれ
が担うべき責任とは何か｡ 現在直面する複雑
な危機に教皇フランシスコが問いかける｡

3 『教皇フランシスコと共に
日々の内省』

ケ ヴ ィ ン・
コッター 女子パウロ会

4 『福音の実り』
～本田哲郎対談集～ 本田哲郎 オリエンス宗教

研究所

社会の現実に直面する中で、イエスの福音を
掲げるとはいかなることか。故本田神父が浜
矩子・山口里子・宮台真司・M・マタタらと
熱く語り合った対談集。

5
『人を生かす神の知恵』
～祈りとともに歩む人生の
四季～

武田なほみ オリエンス宗教
研究所

日々の暮らしの中で福音を聴き、福音によっ
て生かされ、共に生きることを教えられる神
の知恵。

6 『何をおいても聖書を読みな
さい』 Ｇ・ネラン 南窓社

新宿歌舞伎町のバー・エポペを拠点にして、
62年の宣教活動をしたネラン神父の「愛する
日本人への遺書」。

7 『イエスの降誕物語」
～クリスマス説教集～ 及川　信 教文館

イエスの誕生は当時のユダヤ社会で本当に喜
びとして迎えられたのか。クリスマスを祝う
意味を問う説教集。
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