
槍にて刺しぬかれたイエスのみ心

─友のために命を捧げる愛─

リストからの委託として受け入れ、そのような
ものとして実行し、かつ、広布することを義務
と感じているのである」と言っています。
　そしてイエズス会第28代総長のアルペ神父様
の「み心の信心」理解、再解釈は私を大いに共
感させるものです。それは神父様の種々の文書

の中に「み心の信心」のア
ジョルナメント（現代化）と
して見出されます。「イエス
のみ心の信心」は神の愛と隣
人愛の統合であり、イエズス
会の二重の使命、「神のより
大いなる栄光をめざす福音の
ための戦いとそれなくしては
人間の全面的な救いを保証で
きない、この世における正義
のための戦い」（カール・ラー
ナー）です。
　私はイエズス会員ではあり
ませんが、援助修道会創立に
あたってアルスの聖ヴィアン
ネは援助修道会創立者のイン
スピレーションを「イエスの
愛のみ心から出た考え」と言
われました。この会の中で生
きる私にとって「イエスのみ
心の愛」を生きることはイエ
スから託された使命と思って

いますので、イエズス会の「み心の信心」に私
も影響を受け、福音を生きる戦いとこの世の正
義のための戦いを生きることによって「イエス
のみ心」への信心としての「イエスへの愛」を
生きたいと思っています。
　現代の傷ついた家庭、学校、社会、国家は槍に
て刺しぬかれたイエスの傷のようであり、ここ
に心を向け、真実の愛をもって生きるようにと
イエスは招いておられるのではないでしょうか？

援助修道会　野本佳子

「兵士の一人が槍でイエスのわき腹を刺した。
すると、すぐ血と水とが流れ出た」

（ヨハネ 19・34）

　 6月は「イエスのみ心の月」として知られて
いますが、これは聖マルガリタ・マリア・アラ
コックがご聖体の前で祈って
いた時の神秘体験─イエスが
ご自分のみ心を示して人々の
冷淡な心を嘆かれ、イエスの
み心を崇敬し、全世界に「み
心の信心」を広めるようにそ
の使命を託されたことから始
まっています。
　この「み心の信心」は聖マ
ルガリタ・マリアの個人的啓
示に発するものではなく、あ
る神学者は「単なる信心を指
すのでもなく、神学上の学説
を指すのでもない。それは神
ご自身にほかならない愛─ご
託身と、十字架と、聖体の三
つの『愚かなること』をなさ
しめた愛に関する、最も高い
堅実な教義」と言っています。
　1856年、教皇ピオ 9世に
よって「キリストの聖体」の
祝日後の金曜日に「イエスの
み心」の祭日が定められ、現在では「キリスト
の聖体」の主日後の金曜日に大きく祝われるよ
うになりました。

　「み心の信心」は個人的で古臭く感じる人が
いますが、真実の愛が欠けている今の時代にこ
そ、主イエスが主を信じる人々に求めておられ
る信心ではないでしょうか？
　イエズス会の神学者カール・ラーナーは､
「『イエズスのみ心への信心』はイエズス会に
とって何か本質的なものであり、会はこれをキ
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喜びをともに分かち合いましょう
ギュンタ・ケルクマン

　聖イグナチオ教会の信徒の皆様、このたび助
任司祭として働かせていただくことになりまし
たギュンタ・ケルクマンです。ご挨拶を兼ねて、
簡単に自己紹介をさせていただきましょう。

　私はドイツで生まれ、高校卒業と同時にイエ
ズス会に入会しました。「宣教師になって、福
音の喜びをたくさんの人々に伝えたい」という
希望が叶って来日したのは、今からちょうど50
年前のことです。
　そして1974年にこの聖イグナチオ教会の旧聖
堂で叙階しました。当時のことは今もはっきり
覚えており、とても懐かしい思い出です。
　その後1977年から神戸の六甲学院教諭、理事
長。福岡の泰星学園教諭、常務理事。瀨戸の聖
カピタニオ女子高等学校で校長を歴任。2010年
からはイエズス会日本管区の財務担当責任役員
を務めていました。その間、父兄や生徒のため
の入門講座を指導したり、修道院院長などもさ
せていただきましたが、管理職に携わっていた
期間が長かったこともあり、小教区で司牧をす
るのはこれが初めての経験です。司祭としての
人生がスタートしたこの思い出深い教会で、70
歳をすぎた今、新たな挑戦をさせていただくこ
とになったわけです。この大いなる恵みに感謝
し、とてもわくわくしているところです。
　信仰は堅苦しく厳しいものではありません。
神様との出会いは、愛されている喜びと生きる
ことの喜びを実感させてくれるものです。この
喜びを皆様とともに分かち合っていきたいと
思っています。どうぞよろしくお願いいたします。

“ようこそ　ギュンタ・ケルクマン神父　Sr. イベッテ・サンチェス”

“よろしくお願いします”
イベッテ・サンチェス

　2017年 4月よりシスターマティルデ・ヌニェ
スの後任としてセントロ・ロヨラでお手伝いす
ることになりました、シスターイベッテ・サン
チェスと申します。中南米コスタリカ出身で、
御聖体の宣教クララ修道会に所属しています。
　私は日本に派遣されて、東京、軽井沢で約15
年間宣教活動をしていますがまだまだ言葉の違
い、文化の違い、環境の違いなどに、戸惑う事
が多いと感じていますので、日本で生活してい
るスペイン語圏の皆様の中でも困っている事が
多々あると思います。そんな時、ご一緒に祈り、
考え、分かち合えたらと願っています。
　聖イグナチオ教会は交通の便利も手伝って、
日本において実に多国籍で他文化の方々が多く、
ミサも数カ国語で行われています。神に感謝！
　しかし、遠方、そのほかの理由でなかなか教
会に来ることができないとか、宗教の違いで生
活が難しいなど残念ながら秘跡から遠のいてい
る方もいらっしゃるでしょう。セントロ・ロヨ
ラでは典礼に合わせて、スペイン語のミサ（ギ
ター伴奏）、神父様の講話、黙想、ロザリオの
祈り、十字架の道行きなどの霊的面での促進と
刷新に力を入れています。また、ダブル国籍を
持つ子どもたちのためにもスペイン語のクラス
をしたり、初聖体への準備、カテケージスも
行っています。
　本会の創立者である福者御聖体のマリア・イ
ネス・テレサ（2012年 4月21日メキシコで列
福）は「すべての人があなた（神）を知り、あ
なた（神）を愛するように、それが私の唯一の
報いです」とおっしゃいました。
　私も創立者の精神を生きる者としてこの目的
のために未熟でありながらも、神様の道具とし
て少しでも皆様のお役に立ちたいと切望してい
ます。
　もちろん、私一人の力では何もできません。
教会共同体の一員として、皆様のお祈りとご協
力、ご理解を心よりお願い申し上げます。
　では、皆様とお目にかかれるのを楽しみに。

【写真提供：写真チーム】
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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共に喜び、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
　 6 月 3 日（土）　主聖堂18：00
　 6 月 4 日（日）
　主 　 聖 　 堂　 7 ：00　 8 ：30　10：00　12：00（英語）　13：30（スペイン語）　
　　　　　　　　15：00（ベトナム語）18：00　
　マ リ ア 聖 堂　12：30（ポルトガル語）　16：00（ポーランド語）
　ザビエル聖堂　16：00（インドネシア語）

■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 〜 11：30頃
　・ 主聖堂前で受付をします。清掃用具は教会で用意しますので、気軽にご参加ください。

■教会祭
　 6 月 4 日（日） 8 ：30ミサ終了後　芝生にて開会式　〜 15：30頃

【祈りの集い】ザビエル聖堂・アルペホール

【賛美会　Praise Music＆Dance】ヨセフホール
　・ 多様な文化からなる歌や踊りをもって、神様への感謝と賛美の祈りをささげ、
　　共に献堂を祝います。

【バザー】外回廊など
　・教会活動グループによる出展です。　　＊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。

【食事と飲み物】頒布：テレジアホール　食事場所：ヨセフホール・岐部ホールピロティ
　・出展は料理グループ、メリエンダ、国際グループ、E.W.G.です。＊現金でお求めください。

【教会学校による催し】芝生、回廊、岐部ホールピロティ（雨天時：アルペホール、101＆102）
　・スタンプラリー、スライム作り、綿あめなど子どもたち中心の楽しいイベントです。

【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／①10：30　②11：00（10：00ミサ終了後）③14：00　＊所要時間約１時間
　・ 申込受付時間・場所／ 9：30～ 13：30鐘楼下（各回定員24名。定員になり次第締切）
　・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。

【手話の催し】信徒会館203Ｂ
　・手話サークル「ザーカイ」が、一般手話、カトリック手話、聖歌手話などをお教えします。

【“パパ　ママ　ごほん　よんで！！  ”：絵本の読み聞かせ】信徒会館2Ｆ図書室　11：15 〜 12：00
　・子ども図書グループによる読み聞かせの会です。

　　　※内容は変更になる可能性があります。詳細は、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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　 6月 4日（日）の献堂記念教会祭の当日、
ザビエル聖堂において、以下の通り「祈り
を深める」集いを開催いたします。
　静かに祈りたい方、どうぞご参加くださ
い。参加申し込みは不要です。直接、聖堂
にお越しください。
　
◎10：00 〜「みことばを味わう」
　 参加者がリレー形式で聖書を朗読してい
きます。朗読箇所は「詩編」です。

◎11：00 〜「聖体礼拝」（聖体顕示）
　 シスター杉原（援助マリア会）による
「聖体礼拝の恵み」のお話のあと、皆で
ご聖体の前で祈ります。

◎12：00 〜「ロザリオの祈り」
　 シスター冨田（女子パウロ会）による
「ロザリオの恵み」のお話のあと、参加
者でロザリオを唱えます。

◎13：00 〜「共同体の一致を求める祈り」
　共同体の一致を神様に願い、祈ります。
◎13：30 〜「聖歌を歌おう」
　 聖歌にこめられた御旨を感じながら、声
と身体を使って聖歌を練習します。ここ
で練習した聖歌を、次の「聖体賛美式」
で神様に奉げて歌います。

◎14：30 〜「聖体賛美式」
　 ご聖体を賛美し、祈ります。司式は英神
父です。

「ミッション2030・祈りを深める」グループ

「ミッション2030・祈りを深める」集い
於：ザビエル聖堂

献堂記念教会祭

2017年聖体奉仕者任命される

　 4月16日（復活の主日）のミサで次の 7名の
聖体奉仕者が任命されました。
　
越
お

智
ち

良雄　　菊池かほる　　関真
ま

澄
すみ

　　田
た

崎
さき

康雄
星映
あき

子
こ

　　谷
や

津
つ

美恵子　　山口ゆかり
（50音順）

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 ：00〜11：30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

堅信式のお知らせ
6 月25日（日）15：30

　本教会において、岡田武夫大司教主司式
により堅信の秘跡が授けられます。
　この日のために準備をしてきた受堅者と
ともに、信仰においてのますますの成長を
祈りましょう。

「2017年アジアンユースデー
若手信徒派遣のための特別献金」

献金額のご報告とお礼

　献金総額は、889,804円となり、目標額を達
成いたしました。皆様のご協力に感謝申し上げ、
受付を終了させていただきました。今後とも、
引き続きお祈りによるご支援をよろしくお願い
いたします。

AYD 7 派遣準備委員会
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財務報告

・ 「四旬節愛の献金」956,849円は、カリタス・
ジャパンを通して海外諸国と日本各地に送ら
れ、難民や孤児、そして、困窮、失業、飢餓
などに苦しむ多くの人々のいのちを守るため
に、また彼らの自立を助けるために使われます。

・ 4月14日（聖金曜日）の聖地のための献金
567,200円は、ローマ教皇庁に送られ、聖地
の巡礼所や聖堂の維持管理、貧しい兄弟のた
めの福祉施設や教育施設の運営などに使われ
ます。

　　皆様の寛大なご協力に感謝いたします。

神と生きた交わりを深める

　幼児洗礼の私は、母のお腹の中にいる時から教会に通っていました。ですから子どもの頃から教
会は、特別な場所ではなく自然に足が向いてしまう「普通」の場所だったような気がします。その
中で、神様の存在を空気のように心の中に吸い込んでいたのかもしれません。

　その神様の存在をもっと鮮明に感じる出会いがありました。それは教会学校のキャンプで初めて
体験した夏の朝のミサです。ひんやりとした空気、木々の間から溢れる陽の光、朝露に濡れる草の
柔らかさ、匂い、鳥のさえずりと静けさ。そしてとても優しい大きなものに包み込まれる心地よさ。
小学 5年生の不思議な感覚は今もはっきりと覚えています。そしてあの大きなものこそ神様だった
のだと思うのです。
　幼児洗礼の人の中には、ある時期自分で選んだのではない信仰生活に疑問を持ち教会から離れて
いってしまう人もいますが、私が迷った時には、いつもあの大きなものが人々や出来事を通じて、
進むべき道を示してくださっていたのだと感じています。
　西遊記の中に、有頂天になった孫悟空が、自分はあっという間に千里も飛べるとお釈迦様に自慢
し、必死になって飛び続けたものの、実はお釈迦様の手のひら分だけしか飛んでいなかったという
有名な話があります。少し意味が違いますが、私も神様の眼差しを感じながら、神様の両手の中で
自由にそして安心して生かされているのだと思います。

　最近、十字架の道行や典礼勉強会のお誘いを受け、聖書や信仰に関する書物を読む機会を与えら
れました。私にとっては教会学校での公教要理以来の「勉強」ですが、これは、神様を空気のよう
に感じるだけではなくもう少し勉強して、また違った形で神様との交わりを深めなさいというメッ
セージかもしれません。これからもあの大きなものは様々なメッセージを送りながら、手のひらの
内の小さな私を見守り成長させてくださるのでしょう。

尾羽正帆

「ミッション2030」─祈りを深める②

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。
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聖週間と復活祭“イースターエッグ”

聖土曜日　復活徹夜祭

聖金曜日　主の受難

聖木曜日　洗足式

枝の祝福式

イースターエッグ作り

洗礼式

聖土曜日　復活徹夜祭

【写真提供：写真チーム】
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洗礼をうけて
　私がカトリックに初めて出会ったのは中学に
入学したときでした。中学・高校と 6年間カト
リックの学校に通いながら、卒業後はカトリッ
クについて思い出すこともありませんでした。
しかし大人になり病で母を亡くしたとき、突然
「ミサに行きたい」という気持ちが生まれ教会
の門を叩きました。今振り返ればあの時教会を
思い出したのは、他でもない神様が語りかけて
くださったからだったと信じています。

　元々カトリック信者ではない家庭に生まれ、
周りにも信者が居なかったことから、その後 2
年間誰かに話すこともなく、また教会で誰かと
言葉を交わすこともないままミサに通っていま
した。そして「カトリックを信じるかどうか決
めるために、まずカトリックについて知りた
い」と思い悩んだ末、母校の恩師に連絡を取り
ました。そこで入門講座を担当されているシス
ターを紹介していただきましたが、この時は
「洗礼はまったく考えていない」と周りに断言
するほどでした。

　しかしある日「母を亡くしミサに行きたいと
思ったことも、シスターと出会えたのもすべて
神様が導いてくださったからだ」と素直に受け
入れられました。そしてこの時に初めて『洗
礼』という想いが自分の中に生まれました。洗
礼についてシスターに相談した際に頂いた「信
者でなくても祝福は受けられる。でも洗礼を受
けることで、神様と自分が一つになることがで
きるのよ」という言葉で、洗礼を受ける決心を
しました。初めてミサに行ってから3年半、
やっとたどり着いた「カトリック信者として生
きる」という決断でした。

　洗礼式当日は実感が湧かないままでしたが、
ベールをかぶせていただいた瞬間、神様の愛に
包まれたような言い表すことのできない温かい
気持ちになりました。初聖体のときは今まで祝
福を頂いていたミサとは違い、「神様が自分の
中に来てくださり、ついに一つになることがで
きた」という喜びで胸がいっぱいでした。そし
て何よりも洗礼という道に導いてくださった神
様への感謝が大きかったです。これから始まる
新しい日々、洗礼名のリジューのテレーズのよ
うに『小さき道』を大切に生きていきたいです。

テレーズ　山梨沙織

洗礼に寄せて
　復活祭に、私は長い間の念願だった洗礼式を
迎えることができました。悩みに苦しみ、教会
に行ってみようと考えてから、すでに10年が経
ちました。

　最初の数年は、なかなか教会へ足を踏み入れ
ることができませんでした。ようやくある女子
修道院に通うことができるようになり、そこで
たくさんの気づきを頂きました。しかしそれま
で、人生は己の力で乗り越えるものという信念
でいましたから、教えを何もかも受け入れてい
くのは簡単ではありませんでした。程なくシス
ターがご病気になられ、集まりもなくなってし
まいました。
　
　その頃には、何事もなかったかのように生活
していましたから、そのまま心に蓋をしてしま
うこともできたかもしれません。ですが、そん
な生き方でいいのかという思いと、もっとイエ
ス様を知りたいという思いから、聖イグナチオ
教会のシスター鷲尾のクラスに通うようになり
ました。
　一年余りが経ってシスターと面談させていた
だいた時、私は自己嫌悪に陥ってしまいました。
一見もっともらしい私の言葉は、言い訳ではな
いのか、どこかで自分を可哀想と思ってはいな
いか、こうだと思っていた一つ一つを別の面か
ら見るとどれも傲慢ではないかと、愕然としま
した。それなのにその直後から、洗礼を受けら
れる方向へ物事が流れ始めたのです。一番難関
であった家族の理解も、条件付きですが得るこ
とができました。

　洗礼式で神父様が「努力が必要」とおっしゃ
いました。周りの方々の温かさに触れ、変わっ
た気になっていただけの自分にさよならです。
洗礼を受けて、その覚悟ができたように思って
います。
　自分を赦すという難しかったテーマに、改め
て取り組んでいこうと思います。イエス様がい
つも私の中にいてくださるのですから。イエス
様が大好きですから。

ミカエラ　塚田治美
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【写真提供：写真チーム】

初聖体おめでとう！

初聖体で学んだこと
　いよいよパンが食べられると思ったら、わく
わくしてきました。なぜなら、それはイエス様
の体だからです。
　初聖体のお勉強で「イエス様ってどんな
方？」というお勉強がありました。イエス様は
どんなに悪いことをしても心から反省したらゆ
るしてくれる、優しく素敵な人なのだと学びま
した。私は、初聖体の前日にゆるしの秘せきで
イエス様に、「悪い事をしてごめんなさい」と
ゆるしを願いました。気持ちがすっきりしたの
でご聖体をいただいた時、よりいっそうイエス
様に近づけた気がしました。これからは私もゆ
るすことができる人になりたいと思いました。

　私たちの初聖体を準備してくださった神父様、
シスター、リーダー、お祝い会のおいしいお料
理を用意してくださったお母様方、教会の皆様
に感謝します。
 　米澤理子

初聖体の感想
　ぼくは 4月23日に初聖体をさずかりました。
最初はどきどきしていてきんちょうしていまし
た。しかし、ミサが始まるときんちょうしてい

た気持ちがなくなりました。
　少したつと、神父様のお話が始まりました。
お話の中で神父様がご聖体の味はどんなのだろ
うと言っていました。ぼくがお父さんから聞い
た味は小麦粉の味だと言っていました。
　ほうのうが終わり、聖体はいりょうが始まる
と、ぼくはまたどきどきしてきんちょうしてし
まいました。ご聖体をいただき食べてみると、
ふつうのパンの味でした。

　神様のご聖体をいただいたことに感謝し、自
分も他人に感謝して生きようと思いました。
　ぼくは今まで両親に連れていってもらってい
たけれど、これからは一人でもミサにあずかり
たいと思います。

本間星輝
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子どもとともにささげるミサ
　「子どもとともにささげるミサ」は、 4歳児から高校生まですべての教会学校の子どもたちが集
うミサで、奇数月の第 2日曜日10時から主聖堂にて行っています。子どもに分かりやすい言葉や聖
歌で典礼を行っており、神父様も聖書個所を分かりやすくお話ししてくださいますので、初めての
方にとっても馴染みやすい内容になっています。当日は、祭壇の周りに子ども席を設け、また、 4
歳未満のお子さんを連れた方のために親子席を用意しておりますので、ぜひいらしてください。

　「子どもとともにささげるミサ」では、小学生が聖書朗読、共同祈願、奉納、中学生が献金、共
同祈願、高校生が先唱をするほか、侍者会や教会学校リーダーなども積極的に奉仕をしていますの
で、大人の信徒の皆様方におかれましては温かく見守っていただければ幸いです。また、様々な楽
器で演奏し、奉仕する楽隊にもご注目ください。
　なお、土曜学校に通っている子どもたちも、 2カ月に 1度の「子どもとともにささげるミサ」で
共に神様を賛美できれば幸いですので、保護者など周りの方のご理解とご協力をお願いいたします。

　「子どもとともにささげるミサ」は、教会学校のリーダーを卒業したスタッフが中心となって運
営しています。子どもたちが共同体の一員としてミサに与り、幼少期から青年期まで神様を身近に
感じながら教会で過ごし、多くの喜びや課題を仲間とともに分かち合いながら成長していく過程に
少しでも貢献できるようにサポートしています。ミサ当日、分からないことなどがありましたら黄
色い腕章をしたスタッフにお声がけください。
　主日に子どもも大人も共に集い、神様を賛美しましょう。

子どもとともにささげるミサ

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。
　今年前半は殉教関係の話題が多くありました。 1月21日には遠藤周作の『沈黙』が映画化され、
多くの話題を集めました。そして 2月 7日には大阪城公園で高山右近の列福式が行われ、その翌週
にはイグナチオ教会で列福感謝ミサが行われました。これらはみな罪深く弱い私たちの信仰を励ま
し、助けてくれます。そしてささやかな実践的行動として今年も行う江戸殉教者巡礼があるように
思います。どうか今年も無事に実施できるよう祈っております。

　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。

松室康彦
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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〈37〉──
訪問グループ

─つたえ、つながるを目指して─

　皆様は「訪問グループ」と聞いてどんなイ
メージをお持ちでしょうか？　グループの活
動初期に信徒や高齢・病気の神父様を訪問す
る活動を行ったことがグループ名になったと
聞いています。時の流れと共に活動の内容も
変化し、現在の活動は2010年のシニアアン
ケートをきっかけに「様々な事情で教会に来
るのが困難な方 （々高齢、病気、介護中など）
を対象に信仰支援を行っています。

　具体的には毎年行われる「長寿の集い」の
75歳以上対象のご案内の中に『ご要望お伺い
書』を同封して、 1．教会報マジスを送って
ほしい。 2．教会報マジスの音訳を送ってほ
しい。 3．ご聖体を届けてほしい。 4．お祝
いカード（長寿、クリスマス、イースター）
を送ってほしい。 5．電話での声かけをして
ほしいなどのご要望を伺い、対応しています。
　教会報マジスは毎月約500部ほど郵送。音
訳、ご聖体希望は、それぞれのグループに取
り次ぎ対応が図られています。お祝いカード
希望は100名強の方。2017年のイースター
カードは鳩のイラストで伝える、繫がるを 2
個のハートとリボンで表し作成しました。

　電話での声かけは 4年間で延べ45名ほどの

方が対象でしたが、オレオレ詐欺などの危険
防止から2015年で終了としました。電話に出
られるときは警戒した声が、「イグナチオ教
会信徒の○○です」と伝えた途端に声のトー
ンが上がり「嬉しい」と言う方が多く、ご自
分の体調や介護のことなど率直に話され、信
徒というだけで警戒心を飛び越え、心の扉を
開け、一瞬にして心がつながる場面が多々あ
りました。反面、「教会に行けなくて申し訳
ありません」と皆様異口同音に言われ、教会
に来ることができない心の負担とミサに与り
たいとのお気持ちがひしひしと伝わってきた
のも印象的でした。様々な事情があるのです
から、どうぞ負担に感じないで、今いる場所
でお祈りください。共に祈りましょうとお伝
えせずにはいられませんでした。

　教会に来ることが難しい方々も含め、目に
見えない誰かのために、共同体として私たち
信徒一人ひとりが祈り、行動を通して、互い
に慈しみ支え合うことができるように、聖霊
の導きと恵みを願い、2017年教会テーマ
「ミッション2030─祈りを深める」も心に留
め、つたえ、つながるを目指して活動してま
いります。

訪問グループ代表　内田和子

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
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