
聖霊の働きに委ねて

　「マリアはこれらの出来事をすべて心に納め
て、思いめぐらしていた」（ルカ 2・19）」、「母
はこれらのことをすべて心に納めていた」（ル
カ 2・51b）、私たちの母マリア様は神のなさり
方にじっと目を留め、聖霊の働きに委ねておら

れた。
　マグダラのマリアに
現れたイエスは「わ
たしにすがりつくのは
よしなさい。まだ父の
もとへ上っていないの
だから」（ヨハネ 20・
17）と言われた。マグ
ダラのマリアは復活の
イエスに出会って、イ
エスの足にしがみつい
たのだろう。自分の感
情や考えだけで行動す
るのではなく、「聖霊
が働く場を作る」こと
によって、復活された
イエスを告げることが
できると彼女は悟らさ
れたのではないだろう
か。

　 5月はマリア様の
月、そして母の日を祝
う月。世のお母さんた

ち、子供との関係の中で、複雑な人間関係の中
で、疲れてしまうことのないように、思い通り
にいかないとき、予期しない出来事に出会った
時、「間をとり」聖霊の働きを祈りつつ、前進
されますように。

聖母奉献修道会　鷲尾和子

人と人とのあいだを
美しくみよう
わたしと人とのあいだをうつくしくみよう
疲れてはならない 八木重吉

　人が一番苦しんでい
るのは人間関係だとい
われる。キリスト者と
して、この人間関係を
よりよいものとするた
めに、わたしは最近よ
いヒントを頂いたので
分かち合いたいと思う。
それは人との関係にお
いて「間をとる」とい
うことである。言い換
えれば「実り豊かな間
隔」、それは隔たりで
はなく生命が湧き出る
空間、すなわち豊穣性
を作る空間のことであ
る。わたしたちは人間
関係がうまくいかない
ときには「話し合いが
充分できていなかった。
時間をかけて対話しな
かった…」と後悔し、
悔やむことがしばしば
ある。果たしてそうで
あろうか？　徹底的に話し合えばうまくいくの
だろうか？　私たち皆が経験しているように話
し合いだけではないのである。「自分の思い、
考えだけでことを運ぼうとし、相手を巻き込も
うとしていなかったか？」と自ら問いかけなけ
ればならない。キリスト者として、「聖霊が働
く空間を作っておいただろうか？」、このよう
に考え、聖書をひもといてみる。
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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

『祈る聖母』サッソフェラード
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聖イグナチオ教会　献堂記念行事のご案内
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─
2017年 6 月 3 日（土）・ 6 月 4 日（日）

　聖イグナチオ教会の現在の主聖堂は、1999年 6月 6日に誕生しました。私たち教会共同体の家
である聖イグナチオ教会主聖堂の記念日をともに喜び、お祝いしましょう。献堂記念行事への皆
様のご参加をお待ちしております。
■献堂記念ミサ（主聖堂）

　 6 月 3 日（土）18：00

　 6 月 4 日（日） 7 ：00　 8 ：30　10：00　12：00（英語）　13：30（スペイン語）　18：00

■献堂記念大掃除（主聖堂、マリア聖堂、ザビエル聖堂、クリプタ、信徒会館、屋外、トイレ他）

　 6 月 3 日（土） 9 ：00 〜 12：00頃

＊ 昨年同様、献堂記念教会祭の前日に教会大掃除を行います。心を込めてすみずみまで綺麗にし、
献堂記念日を迎えましょう。
＊ 参加希望者は当日主聖堂前で受付をします。掃除ができる服装で気軽にご参加ください。清掃
用具は教会で用意します。

■献堂記念教会祭

　 6 月 4 日（日） 8 ：30ミサ終了後〜 15：00頃

【「ミッション2030・祈りを深める」集い】

【歌と踊りによる感謝と賛美の祈り】会場：ヨセフホール

【バザー】　会場：外回廊など

＊教会活動グループによる出店です。
＊献品募集はありません。
＊頒布金は教会修繕維持費のために献金いたします。

【教会学校による催し】会場：芝生、回廊、岐部ホールピロティー

　　　　　　　　　　　　　 雨天の場合は101室＆102室

＊子どもたち中心のお楽しみイベントです。
【食事と飲み物】会場：テレジアホール（頒布）、ヨセフホール・岐部ホールピロティー（食事場所）

＊料理グループ、メリエンダ、国際グループ、E.W.G.による出店です。
＊現金でお求めください。

【教会案内ツアー】

・主聖堂、マリア聖堂、ザビエル聖堂、クリプタをご案内します。
・ツアー出発時間／ 10：30　11：00（10：00ミサ終了後）　14：00（所要時間約１時間）
・ ツアー申込受付／ 9：30～ 13：30（各ツアー定員24名。定員になり次第締め切ります）
・初めて教会にいらした方、新受洗者、転入者、求道者を優先させていただきます。

※内容には変更が生ずる可能性があります。ポスター、チラシなどでご確認ください。
2017年度聖イグナチオ教会　献堂記念教会祭実行委員会
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福音の喜び

　私はちょうど一年前、原因不明で倒れてしまい 3日間入院しました。幸い大きな病気は無く、た

だ飲酒を控えるようにとの助言と共に退院しました。この出来事により自分に対して自信が無くな

り、長年信者でありながら「死が怖い」という思いを味わいました。

　そんな折、佐々木主任司祭に相談に行きました。神父様のアドバイスは“中野孝次氏の随想『清

貧の思想』”と“聖書”を通読しなさいというものでした。『清貧の思想』は約 1週間で読み終わり、

聖書の“心の貧しい人は幸い”という言葉を彷彿させるものでした。本阿弥光悦や良寛さんなどの

生き方を通して、無駄を省いた生活が年齢を重ねると共に必要であることを実感しました。

　一方“聖書”は短期間で通読できるものではありません。旧約聖書に出てくる多くの人名や地名

に四苦八苦しながら、 1日に 4章程度を目安に読みました。そして約 1年経過した本年 4月に読み

終えることができました。読み進めるうちにだんだん慣れてきて、新約聖書になると急に読むス

ピードが上がりました。教会生活も長いと、知らず知らずのうちに福音の言葉が頭の中によぎるよ

うになるのでしょうか、特にマタイ福音書などではスムーズに読むことができる自分を感じました。

共観福音書を過ぎるころには、聖書を読む時間がとても楽しくなりました。そんな中で特に使徒言

行録を読むにつれて、キリストとの出会いを実感するようになってきました。その思いはパウロの

書簡を読むうちに強くなり、まさに福音の喜びを体験することができたのです。

　恥ずかしながら洗礼を受けたのが25歳の時ですから、40年経過して初めて聖書を通読するという

体験を通じて本当の信者に少し近づいた思いがします。そして聖書の内容を“信じきる”ことによ

り、キリストの恵みを実感できるようになったことが大きな喜びとなりました。

　これからはこのお恵みを皆様と分かち合っていきたいと思います。

松室康彦

「ミッション2030」─祈りを深める①

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。

　　　　5月10日・17日・24日
　　　　6月14日・21日・28日
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浅井寛子
　イグナチオ教会に転入して13年になりました。
オルガニストとして日々の典礼を守っておりま
すが、このたび評議員のお役目を頂くことにな
り、「神様の考えることはいつも分からないも
のだ」と感じています。
　13年で学んだのは「何事にも逆らわず無理な
く従っていれば、良いことは上手くいき、悪い
ことはいずれ潰れる」という単純なことでした。
これからも遣わされるところに仕えたいと思い
ます。どうぞお祈りください。

大塚裕章
　日頃、事務室にて皆様のお世話になっており
ます。ありがとうございます。
　イグナチオ教会も献堂から18年目を迎え、
「ミッション2030」という新たな道を歩みだそ
うとしています。献堂前から引き継がれてきた
事と、これからの新しい動きが調和あるものに
なるよう願っています。
　聖霊の導きを祈りながら、日常の事務室業務
からの視点も加えつつ、微力ですが奉仕させて
いただきます。よろしくお願いいたします。

　髙𣘺早苗
　聖イグナチオ号は、そこに乗船されている
方々の信仰の力で過去から現在、そして「ミッ
ション2030」へと航海を続けています。
　私は、この船ではお客様でした。主から「乗
員になりなさい」と、この度、信徒評議員を拝
命いたした。そして、「信徒として自覚を持ち、
主と他の信徒の方々を愛しつかえるように…」
と命じられました。
　皆様のお教えと助けを頂きながら、 2年間務
めさせていただきます。
　どうかよろしくお願いいたします。

西村久
ひさ

寿
とし

　初めてイグナチオ教会に来たのは、上智大学
の学生の頃で、旧聖堂のステンドグラスの美し
さに感動したことを覚えております。
　11年ほど前に、京都から再びイグナチオ教会
に籍を戻す機会に恵まれ、 7年前から壮年会に
参加させていただいております。
　この度、評議員の大役を仰せつかり、戸惑い
を感じつつも、教会に奉仕する機会を与えられ
たことを感謝しております。力不足の事も多々
あると思いますが、精いっぱい務めてまいりた
いと思いますので、よろしくお願いいたします。

山
やま

條
じょう

由美子
　教会学校父母会役員任期終了と同時に評議員
を仰せつかりました。戸惑う私にある方が仰っ
た言葉、「キリストが愛しておられる教会を
もっと身近に感じ、“仕える者になりなさい”
という主のお望みを果たすことになりますね」
で、進む方向が少し見えた気がします。
　至らないところも多いと思いますが、感謝と
謙遜の気持ちを大切に教会共同体へのご奉仕が
できればと存じます。足りない所はどうぞお助
けくださいますようお願いいたします。

若林和久
　私はタラ友の会と i -PETに参加し、フィリ
ピンの孤児、ハンセン病患者、スラム街住民と
交流をしてきました。また、「生きた共同体」
の分かち合いや聖体奉仕で、他者への思いや神
への祈りの重要性を感じています。
　この度のお役目頂戴により、信徒の役割が急
増する時代に即した教会の発展に微力を尽くす
所存です。皆様と共に「信仰と親交を深める」
をモットーに頑張りますので、ご指導ご鞭撻何
とぞよろしくお願い申し上げます。

新信徒評議員の紹介（50音順）
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新信徒代表のあいさつ

私たちの家は祈りの家

†主の平和

　皆様こんにちは。私は今年度、聖イグナチオ
教会の信徒代表を仰せつかりましたスミス睦子
と申します。誠に僣越ではありますが、教会を
愛する一人として、皆様と共にキリスト者とし
ての道を歩んでまいりたいと願っております。
私自身は弱い者ですが、諸先輩方の素晴らしい
模範と皆様のお支えを得ながら、誠実に教会運
営のご奉仕に努めてまいる所存です。未熟者で
はありますが、どうぞよろしくお願い申し上げ
ます。
　
　この季節、私たちは多くの新しい家族が教会
に与えられましたことを喜び祝っております。
そして、今年は“ミッション2030”が初年度の
テーマ「祈りを深める」をもってスタートいた
しましたことも、大きな喜びです。様々な祈り
や学びの場が与えられ、私たちに霊的成長の糧
をお与えてくださっている神様に賛美と感謝を
捧げます。

　イエス様は教えてくださいました、「私の家
は祈りの家と呼ばれるべきである」（マタイ
21・13）と。聖イグナチオ教会は常に祈りの家
と呼ばれるSanctuary（聖域）であり、どなた
にでも開かれている神様の家、そして私たちの
家でありますことを喜びます。

　「あなたがたの上に聖霊が降ると、あなたが
たは力を受ける」（使徒言行録 1・ 8）と聖書
に書かれています。一同が一つになって集まっ
ている所で聖霊降臨は起こり、人々は力を受け
たことが伝えられています。この力は、現代に
おける私たちの教会にも注がれているに違いあ
りません。「ミッション2030─祈りを深める」
の旗を掲げ進む私たちに、神様と親しく交わる
恵みが与えられますことを切に祈り、私のご挨
拶に代えさせていただきます。
　皆様のご指導、ご鞭撻をよろしくお願い申し
上げます。
主に栄光。神に感謝。

信徒代表　スミス睦子

2017年信徒評議員役割担当リスト

信徒代表　スミス睦子

副 代 表　田渕信也　柳澤有希

書 記　柳澤有希　山條由美子

教 会 報　柳澤有希　山條由美子

広　　報　坂川　健　田渕信也　西村久寿

　　　　　山條由美子

宣教協力体　信徒代表　坂川　健　西村久寿

　　　　　　髙𣘺早苗

ミッション2030　田渕信也　大塚裕章

若手信徒派遣　田渕信也　若林和久

典　　礼　スミス睦子　武藤泰明　若林和久

　　　　　浅井寛子

教会学校　田渕信也　山條由美子

防災安全　坂川　健　若林和久

国　　際　スミス睦子　髙𣘺早苗

活動グループ　武藤泰明　若林和久　浅井寛子

福祉関連　吉野由紀　髙𣘺早苗

講　　座　田渕信也　柳澤有希　西村久寿

　　　　　髙𣘺早苗

信徒交流　坂川　健　吉野由紀　若林和久

　　　　　浅井寛子

会　　計　吉野由紀　山條由美子

総　　務　田渕信也　柳澤有希　大塚裕章

　　　　　髙𣘺早苗

堅 信 式　吉野由紀　若林和久

長寿の集い　スミス睦子　西村久寿

教勢調査　武藤泰明　浅井寛子

金婚・銀婚証書授与式　坂川　健　柳澤有希

　　　　　　　　　　　大塚裕章　浅井寛子

どうぞよろしくお願いいたします。

宣教司牧評議会
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4 月の『宣教司牧評議会』から

・アジアンユースデー 7派遣者への献金
　 3月中に目標額を達成し、献金募集を終了し
たことが報告された。

・ ミッション2030促進チーム「祈りを深める」
グループより
　2017年 4月から 1年間、毎月“祈りのカー
ド”を発行する。祈りをもとに自身の信仰生活
を振り返るヒントが掲載される。

・2017年度結婚感謝ミサ
　2017年度の結婚感謝ミサは、10月29日（日）
10時ミサの中で行う。

教会施設“修繕・保全報告”
1 ．2016年度実施状況
　教会施設の2016年度修繕・保全計画予算は
2700万円を計上していましたが、主な修繕・保
全実施内容をご報告いたします。
1 ）建築関係
　・ 信徒会館エレベーターの主ロープ取替等主
要部品の更新

　・主聖堂前広場のレンガ目地の補修
　・主聖堂外側クリプタ入口鉄扉の補修
2 ）空調設備関係
　・空調機自動制御機器の更新
3 ）給排水衛生設備関係
　・中水、汚水、排水ポンプ 9台の更新
　・信徒会館 3 F男女トイレの改修
4 ）電気設備関係
　・ トイレ 3カ所の照明の自動点滅とLEDへの
改修

　・ 信徒会館各階ロビーと廊下の照明のLEDへ
の改修

　その他、大別して 8件の改修・整備補修・更
新を行いました。結果として計画の延期、変更
等もあり、本年度の費用実額は1600万円（税
別）となりました。
2 ．2017年度実施計画
主なものとして
1 ）建築関係
　・ 信徒会館103号室（旧Br. エルナンデス室）

の改修
　・ 1Ｆ男女トイレの改修
　・主聖堂脇外階段亀裂破損の補修
2 ）空調設備関係
　・空調機器類の整備補修
3 ）給排水衛生設備関係
　・ザビエル聖堂池の砂濾過装置の更新
　・ 1Ｆ男女トイレの便器改修（女子トイレの
洋式化等）

4 ）電気設備関係
　・屋外照明器具の更新
　・ 信徒会館照明のLED化（ 1Ｆ掲示板への照
明設置、共用部階段のLEDへの改修）

　その他を含め、合計16件計画しており、予算
は2300万円を計上しています。
　献堂から18年目ですが、計画的な設備の維持
管理にこれからも努めてまいります。

施設委員会

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Ｆ
ＡＸにてお申し込みください。

申込締切：7月24日（月）【厳守】

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
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フォークミサグループ
　フォークミサグループは毎月第一日曜日18時のミサで音楽奉仕をしています。
　フォークミサとは「土着化したミサ」という意味で、様々な形で奉仕しやすいミサを目指して始
まりました。そして、この 3月で34年になりました。
　メンバーは歌の担当と楽器担当がいます。楽器はギター、キーボード、ヴァイオリンなど様々な
種類のもので伴奏します。

　「こんな楽器で参加できないかな？」とか「聖歌隊で歌ってみたいな」など興味ある方はお気軽
にどんどん声をかけてみてください。
　毎月第一日曜日（ 1月のみ第二日曜）の16時から201号室で準備を始めて、18時のミサで奉仕し
ます。また、第三日曜日の16時から18時まで203Ａ号室で準備の分かち合いをしています。
　年齢や受洗・未受洗かなど、特に資格は問いません。お待ちしていますので、よろしくお願いし
ます。

グループ代表　五
ご き じ ょ う ひ で お

鬼上秀男

　フランシスコ教皇は2013年の教皇就任以来､ カトリック信徒だけでなく世界中の人びとにキリス
トの福音を自らの言葉と行動で示されています。
　2013年11月には使徒的勧告『福音の喜び』を発表され、これからの教会ビジョンを示され、私た
ちがこのビジョンを理解し、私たち一人ひとりに与えられたミッションを実践していくよう勧めら
れています。

　『いつくしみの教会』（明石書店）は教皇就任の2013年から2014年までのほぼ 1年にわたる教皇の
説教と講演をまとめたものです。
　『福音の喜び』のビジョンと私たちのミッションの理解には最良の手引きとなります。 4月から
本書を探求型のゼミナールで共に学んでいきませんか。

ゼミナールの詳細

日　時： 4月17日（月）から毎週月曜日14：00～ 15：30（ 8月休み）
場　所：信徒会館 203B
担　当：栗栖徳雄（聖イグナチオ教会信徒）

《参考図書》
①『いつくしみの教会』─共に喜び、分かち合うために─教皇フランシスコ　栗栖徳雄訳　明石書店
②『福音の喜び』教皇フランシスコ　カトリック中央協議会
③『福音宣教』教皇パウロ六世　ペトロ文庫

（上記図書はいずれも聖三木図書館にあります）

共に学びませんか 
教皇フランシスコ『いつくしみの教会』
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【写真提供：写真チーム】

洗礼志願式 Sr. マティルデ送別会

新刊本配架のお知らせ─聖イグナチオ教会図書活動グループ

書　名 著者名 出版社 備　考
1 『キリストへの道』 岩島忠彦 女子パウロ会 キリスト教の核心が分かる本。「日々に生きること」、

「聖書は何を語るのか」、「愛に包まれたキリスト者
であること」とは。随想、説教、講話集から生きる
ための光が輝きでる。

2 『人はみな､ オンリーワン』 森　一弘 女子パウロ会 人はみなオンリーワン。だれも幸せになる権利があ
る。人はみな尊く､ かけがえのない存在。その一人
ひとりが生きていて良かったと思えるための道を語る。

3 『聖書とキリスト論』 教皇庁 カトリック中央協議会 現代の多様な「聖書とキリスト論」。この多様性の
ために、戸惑いを覚える信仰者に向けられた聖書神
学とその方法論を簡潔にまとめた書。

4 『ロザリオ』信仰の花束 ヴィグネロン 教友社 著者はフランスで生まれ、1968年に聖ペトロ・パウ
ロ労働宣教会に入会。
ブラジルでフライス盤工として働き、労働者の間の
宣教師を務める。現在、「主の奉献」修道院のチャ
プレンを務められている。

5 『人はなぜ生きるか』
井上洋治著作選集　 6

井上洋治 日本キリスト教団 信じることによる喜びと安らぎを分かりやすく語っ
た井上神父初めての講演集「人はなぜ生きるか」と
思索のルーツであるエッセイを「イエスのまなざ
し」より収録。

6 『まことの自分を生きる』
井上洋治著作選集　 7

井上洋治 日本キリスト教団 日本の風土においてキリストを語る井上神父。心の
友である賢治、芭蕉、西行、良寛を師イエスに紹介
する「まことの自分を生きる」と日本の福音宣教の
在り方を探求した「イエスへの旅」を収録。

7 『キリシタン大名　高山右近
とその時代』

川村信三 教文館 2017年 2月 7日に「列福」された戦国武将、高山右
近。その生涯を「時代」、「地理」の視点から右近の
人物像を詳細に解明する。

8 『悠遠の人　高山右近』 塩見弘子 ドン・ボスコ社 信長、秀吉、家康らから人生の選択を迫られた右近。
信仰をとるか、大名の地位を守るか。右近が捨てて､
捨て去った先に見たものは何であったのか。
殉教は死を望むことではなく、悠遠のまなざしの中
に帰っていくことと説く。
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洗　礼
（ 1月25日～ 4月 2日）

　おめでとうございます　
クリストファー　安　岡　澄　莉

ヨセフ　菅　野　雄　基
ステファノ　尼　野　大　樹
ヨハネ　Nguyen Thien An

アントニオ　Vu The Hoang Minh
ヨハンナ　菊　田　瑛　未

マキシミリアノ　マリア　コルベ　本　間　星　輝
ニーナ　幾　代　沙緒里

アンナ　マリア　Anchan Paethanom
　Peter Laurence Sams

ミカエル　稲　村　知　也
バーナード　田　中　　　幸

マリア　グラチア　Megumy Matsuda
ユスト　戸　田　悠　貴
マタイ　志　田　永　一
シモン　福　武　春　馬

マリア　スコラスティカ　井　口　美登利
マリア　Duong Thi Quynh Huong

マリア　Hua Thi Ngan
テレサ　Le　Thi　An

テレサ　Pham Bao Tran

結　婚
（ 3月 5日～ 3月25日）

お 幸 せ に
アッシジのフランシスコ　　川　副　尚　人

　福　岡　仁　美

ペトロ　岩　切　大　地
　河　野　秀　美

イグナチオ　　三　宅　恵満生
　田　中　優　子

　藤　本　慎二郎
マリア　黒　田　真理恵

転　入
（ 3月 1 0日～ 4月 8日）

どうぞ　よろしく
井　上　隼　人　　大 　 船
井　上　優　子　　鷺 　 沼
山　本　文　代　　多 　 摩
鈴　木　進　吾　　由比ガ浜
鈴　木　あけみ　　由比ガ浜
長谷川　公　一　　初 　 台
長谷川　めぐみ　　初 　 台
波多江　史　朗　　高 　 幡
吉　川　瑠璃子　　荻 　 窪
下　川　恵美子　　荻 　 窪
江　﨑　華　怜　　麻　　布

児　玉　泰　尚　　碑 文 谷
児　玉　花　梨　　碑 文 谷
溝　口　　　綾　　鷺 　 沼
溝　口　悠　路　　鷺　　沼
染　川　　　諭　　田 　 野
松　本　憲　二　　六 　 甲
中　山　舞　美　　六　　甲
中　山　浩　一　　六 　 甲
中　山　直　美　　六 　 甲
中　山　佳　也　　六 　 甲

帰　天
お祈りください

マリア　竹　田　貞　子　  3/12
ミカエル　片　山　幸　雄　  3/13
エリザベス　金　村　美　子　  3/16
カタリナ　田　邊　麗　子  　3/16
マリア　フランソワ　テレーズ

　鈴　木　静　子  　3/26
モニカ　篠　永　禎　子　  3/26
マリア　セシリア　ジョセフィナ

　　酒　井　や　す　  3/27
クリスティナ　丸　山　幸　子　  3/28
ミカエル　中　川　浩　一  　3/28
ヘルマン　ヨセフ　西　沢　　　毅 　 3/29
フランシスコ　アシジ　村　上　光　雄 　 3/29
ペトロ　片　山　光　由 　 3/29
マリア　テレーズ　鈴　木　君　代   　4/4
アウグスチノ　齋　藤　知　也   　4/7

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

献堂記念大掃除のお誘い

　神様のためのご奉仕で一緒に汗をかきま
せんか。

日時： 6 月 3 日（土） 9 ：00〜12：00頃

場所： 参加希望者は当日主聖堂前で受け付
けます。

◎ 参加者はチームになって下記の掃除を行
います。
　主聖堂・マリア聖堂・ザビエル聖堂
　クリプタ・信徒会館・屋外・トイレほか

◎ 清掃用具は教会で用意します。お掃除が
できる服装で気軽にお越しください。

◎ 雑巾用タオルのご寄付をお願いします。

クリーンアップグループ
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