
　司祭としての「よろこび」の一つに、人々と
の出会いがあります。とりわけ秘跡を通しての
出会いは、司祭ならではものと言えるでしょう。
その秘跡の中でも、洗礼、婚姻、ゆるしの秘跡、
病者の塗油の秘跡が深い出会いの場になります。

　ここでは病者の塗油の
秘跡についての出会いを
考えてみましょう。以前
は終油あるいは臨終の秘
跡と言われていたのです
が、今は病気の回復に重
点が置かれている秘跡で
す。従って、意識がなく
なり危篤状態になってか
ら教会に連絡するのでは
なく、まだ話ができる状
態のときに連絡すれば、
その秘跡の中で出会うこ
とができます。そういう
機会は、同時に旅立ちへ
の良い準備にもなります。

　聖体奉仕者が聖体をお
持ちする場合は、相手の
方とお話をするわけです
が、そのときに相手の方
の心に届くように、そし
てゆるしの秘跡や塗油の
秘跡を受けることを勧めてみてはいかがでしょ
うか。信徒（聖体奉仕者）と司祭の協働がなさ
れる一つの例となります。信徒が秘跡を勧め、
司祭がそれを授けるという「きょうどう」が成
立します。
　「きょうどう」（協働・協同・共同）には、そ
れぞれの役割があり、きちんと分担されなけれ

秘跡における出会いと「きょうどう」
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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─

ばなりません。信徒の召命、司祭の召命があり
ますので、それぞれの領域を越えないことが大
切です。「世にあって、世のものではない」と
いう点では、信徒と司祭は共通しています。

　信徒固有の使徒職は今
後ますます広がりを見せ
るでしょう。家庭や社会
にあって、信徒だからこ
そ可能な使徒職がありま
す。その中で信徒は「福
音化され、福音化する」
という大いなる使命が託
されています。司祭は、
その基盤を叙階に置いて
いるので、その使命は秘
跡の執行にあります。信
徒と司祭の「きょうど
う」には、互いの信頼関
係、尊敬がなければ成立
しません。それぞれの固
有の召命を生きながらも、
両者が「キリストの建
設」のために協力し合う
時初めて、「きょうどう」
の精神が不動のものにな
ります。
　「きょうどう」の精神
は、まず神との「きょう

どう」から始まり、それなくして信徒と司祭の
「きょうどう」はありません。信徒と司祭が神
とのつながりを深めることによって、信徒と司
祭のつながりは強固なものになります。
　「いのり、つかえ、つながる」が「きょうど
う」の基本です。

佐々木良晴

『十字架の道行』ラファエロ
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降誕祭を振り返って
　2015年の降誕祭は、ここ数年の状況などが考
慮され、イベント的雰囲気ではなくできるだけ
規制・制限を外し、通常の主日ミサと同様に聖
堂への出入りを自由にして主の降誕をミサで祈
りともに祝うという形で行われました。

　23日（水・祝）14時の「子どもと家庭のクリ
スマスミサ」は、聖堂内はぎっしりいっぱいの
人でした。教会学校リーダーによる聖劇やサン
タクロースから子どもたちへのプレゼントがあ
るなど、ご家族の皆樣で楽しくお祝いしていた
だけました。
　18時のミサは、「キャンドルサービスと
フォークミサ」のクリスマスミサが行われ、休
日に教会に来られてご降誕をゆっくりと祝うこ
とができました。

　24日の降誕前夜ミサの、最初のミサは17時か

ら開始でした。例年、早く来られた方は行列し
長時間立って待機していましたが、自由に主聖
堂に入りお待ちいただきました。次の19時ミサ
では入堂までの時間に余裕ができ、中庭の馬小
屋を見ている方や休憩所であるテレジアホー
ル・ヨセフホールで座ってゆっくり待っている
方もおられました。外で待っている間には主聖
堂の外壁に長崎の教会と聖イグナチオ教会の写
真が映されるというサプライズもありました。
　ミサは、クリスマスミサのパンフレットに代
わり、「聖書と典礼」、未信者向けチラシが配ら
れ、祭壇脇のモニターディスプレイを使い進め
るという新しい試みでした。
　25日は、信徒の方が多く来られ主の降誕を
祝っていました。
　23日、24日、25日と 3日間で多くの未信者の
方々も参加され、大きな混乱もなく全体的に落
ち着いた雰囲気の中でご降誕祭を祝うことがで
きました。
　ご協力いただいた皆様に感謝申し上げます。

信徒代表　瀧田かよ子

クリスマスバザーの報告
　待降節第 1主日の11月29日（日）に開催。
　天気に恵まれ、会場のヨセフホール・回廊に
は多くの方々がお目当ての品物や掘出し物をも
とめて集まり賑わいました。

　バザー頒布金・献金合計は2,302,734円となり、
教会から端数を加えて240万円を 4カ所へ配分
された金額で献金されました。
①　フィリピン「愛徳カルメル会修道院」
　　子どもたちの学校建設のため
②　 「聖パウロと教会の母なるマリア宣教共同
体」ケニア・エチオピアの砂漠緑化，井戸
掘りなど活動支援
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③　 神言会ＮＰＯ法人「ＲＡＳＡ」フイリピン
学校建設資金の要請に応える

④　 「カリタスさいたま」の9.10北関東豪雨被
害への支援

　
　バザーを通じて、教会共同体としてのつなが
り交流を深めることができた一日、ご協力あり
がとうございました。

2015年クリスマスバザー実行委員会

【写真提供：写真チーム】

日本語

英語圏

スペイン語圏

新年祝賀会─ 1 月10日（日）

　

2016年　四旬節と復活祭の予定

2 月10日（水）灰の水曜日（大斎・小斎の日）

　　14日（日）洗礼志願式　10：00ミサ

3 月13日（日）四旬節の黙想会
　　　　　　　13：00～ 17：00
　　　　　　　16：00　ミサ
　　　　　　　マリア聖堂

　 　 20日（日）受難の主日（枝の主日）
　　　　　　　枝の祝福式　10：00ミサ

　 　 24日（木）聖木曜日　主の晩餐　19：00

　　25日（金）聖金曜日　主の受難　19：00
　　　　　　　（大斎・小斎の日）

　　26日（土）聖土曜日　復活徹夜祭
　　　　　　　洗礼式　19：00

　　　　27日（日）復活の主日　ミサと洗礼式

十字架の道行
・ 四旬節中は、毎週金曜日18：00ミサ
後に行われます。

　 2月12日（金）・19日（金）
　　  26日（金）
　 3月 4日（金）・11日（金）
　　　18日（金）

・ 3月25日（聖金曜日）には15：00から
主聖堂にて行われます。

洗礼志願式
　 2月14日（日）10：00のミサ中に、洗礼
志願式が執り行われます。
　洗礼を受ける決心をされた方々が、神様
の救いの恵みを豊かに与えられるように、
共にお祈りいたしましょう。
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「いつくしみの特別聖年」にあたって

　教皇フランシスコは2015年12月 8 日から2016年11月20日を「いつくしみの特別聖年」と定めま
した。カトリック系の様々なメディアが取り上げていますので、多くの方々がご存じのことと思い
ます。
　「いつくしみの特別聖年」の間、ローマを訪問できない信者のために、史上初めて各教区に巡礼
指定聖堂が設けられました。また教皇は「『免償』（＊ 1）を通して人が神のいつくしみに触れる機
会を持つように。具体的な償いと清めの業とを行うことにより、神のいつくしみに与り、さらに神
のいつくしみの業を人々のために行う人となるように」と、呼びかけられています。
　麹町教会では 1月24日10時ミサで「特別聖年の扉」が祝別され開門いたしました。この「聖なる
扉」をくぐり、『免償』の恵みに与るために次のような行いが勧められます。
　☆　 教区指定の聖堂（＊ 2）を訪問し、｢教皇による特別聖年の祈り｣（＊ 3）と信仰宣言を

唱える。
　☆　 司祭のゆるしの秘跡を受け、聖体拝領をする。麹町教会でのゆるしの秘跡と聖体拝領は

毎日の告解およびミサのスケジュールに従ってお受けください。
　☆　聖書を通して、神のいつくしみを深く黙想する。
　☆　神のいつくしみにかなった善い行いを実行する。
＊ 1： 「免償」とは、教会が定めた条件のもとに償いの効果をもたらす罰を免除することです。罰とは、罪

そのものが必然的にもたらす、人を苦しめる悪の結果です。回心による償いの業は、人をその苦しみ
から解放します。

＊ 2： 指定聖堂は東京カテドラル聖マリア大聖堂、築地教会、神田教会、麹町教会、八王子教会、西千葉教
会です。

＊ 3：「教皇による特別聖年の祈り」主聖堂前室に置いてあります。

 　この「いつくしみの特別聖年」を深めて有意義に過ごすために、当教会の特別行事も随時ご案
内してまいります。
　また、現在東京教区では四旬節配布予定の巡礼手帳を準備中とのことです。これに合わせて当教
会の「巡礼記念スタンプ」を準備いたしました。私たち一人ひとりが「ようこそ麹町教会へ！」と
いう心で巡礼に訪れる方々をお迎えできますように、祈りながら霊的な準備を整え、そして私たち
も教会年間テーマのように「勇気と寛大な心をもって」巡礼に出かけてまいりましょう。
　「いつくしみの特別聖年」がすべてのキリスト者にとっての恵みの時となり、世界中の教会に
とって実りの年となるよう祈りつつ、自分自身の過ごし方を探しながら旅してまいりましょう。

宣教司牧評議会

「特別聖年の扉」 「巡礼記念スタンプ」
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12月・ 1 月の宣教司牧評議会から

【クリスマスバザー献金先と金額の確定】
　頒布金2,302,734円（献金：27,539円、バザー：
2,275,195円）に教会からの拠出を加えて合計金
額240万円を以下 4カ所に献金することが確定
した。

〈献金先配分とその意向〉
・フイリピン愛徳カルメル会修道院：70万円
　 日本人シスターが活動している修道院に子ど
もたちの学校建設費用などのため。
・神言会：30万円
　 NPO法人RASAへフィリピン学校建設のため
の支援要請に応える。
・ 「聖パウロと教会の母なるマリアの宣教共同
体」：70万円

　 ケニアやエチオピアの砂漠緑化、井戸掘り、
子どもたちの学校建設のため。
・カリタスさいたま：70万円
　 「 9 .10北関東豪雨」カリタスさいたまへの支援。

【クリスマスミサ】
　今年度の試みは大きな混乱、クレーム、事故
もなく計画通りに実施された。この方式を踏ま
えて、今後のクリスマスミサの基本とする。

【ベトナム語ミサの開催時間と場所の変更】
場所：主聖堂（マリア聖堂より変更）　
時間： 第 1主日15：00～ 16：30（第 1主日

10：00より変更）
変更開始：2016年 1月のミサより
　ただし教会行事優先である。重なった場合の
会場変更はベトナム語ミサ担当者サイドで検討。
・ 1月 3日に初めて実施し、約500名の参加が 
　あった。

【「ワールドユースデーへの若手信徒派遣」につ
いて】
　「ワールドユースデーへの若手信徒派遣」の
ための「聖イグナチオ教会2016年度ワールド
ユースデー派遣準備委員会」が承認され、発足
した。

【「いつくしみの特別聖年」に関する当教会の対
応方針】
・ カトリック東京大司教区において 3月 4日～

5日に開催される「主にささげる24時間」の
祈りに合わせて、当教会では「聖体顕示」を
実施する方向で検討する。
・ 3月13日（日）四旬節黙想会は特別聖年の
「神のいつくしみ」として実施予定。

・ 当教会は教区の巡礼教会に指定され、「特別
聖年の扉」を設置の検討と教区から四旬節頃
に配布される巡礼手帳に押すスタンプ作成依
頼に広報グループが準備するとの提案がなさ
れた。

　「いつくしみの特別聖年」を迎えて
特別行事のご案内

Ⅰ．「主にささげる24時間」
　カトリック東京大司教区では、東京カテ
ドラル聖マリア大聖堂において「主にささ
げる24時間」の祈りを行います。
3 月 4 日（金）
　19：00～  20：00　導入の講話
　　　　　　（英　隆一朗神父）
　20：00～ 　聖体顕示・礼拝
　　　　　　（翌日の朝 6：30まで）
3 月 5 日（土）
　 7：00　　四旬節第 3土曜日のミサ
　　　　　　ミサ後、聖体礼拝再開
　　　　　　　（17：30まで）
　15：00　　共同回心式（司式：幸田司教）
　18：00　　四旬節第 4主日のミサ
　　　　　　（司式：岡田大司教）
　皆様、なるべく東京カテドラルの行事に
ご参加ください。なお、この「主にささげ
る24時間」の祈りに協力するため、当教会
ではザビエル聖堂において聖体顕示を次の
とおり行います。
　 3月 4日（金）12：30～ 17：30
　 3月 5日（土） 7：30～ 11：30

Ⅱ．「四旬節の黙想会」
　今年の四旬節黙想会は、特別聖年の「神
のいつくしみ」を深める内容にしました。
“特別聖年”を有意義に過ごすために、
皆樣ぜひともご参加ください。

3 月13日（日）13：00 〜 17：00
　マリア聖堂にて　12：30　受付開始
　13：00～ 14：00　講話と黙想
　　　　　　　　　（佐々木主任司祭）
　14：00～ 15：00　講話と黙想
　　　　　　　　　（ガラルダ神父）
　15：00～ 16：00　講話と黙想
　　　　　　　　　（田丸神父）
　16：00　　　　　ミサ　
　　　　　　　　　（司式：英神父）
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　今年 7月末にポーランドのクラクフでワールドユースデー（ＷＹＤ）が開催されます。その公
式日本巡礼団に当教会の若手信徒を派遣するという新しいプログラムが発足されました。
　ＷＹＤは、国連が1985年を「国際青年年」と定めたことを受け、前年1984年「あがないの特別
聖年」の閉会ミサで、教皇ヨハネ・パウロ二世が、青年たちにローマへと集うように呼びかけた
ことに始まります。その後、毎年「受難の主日（枝の主日）」が「世界青年の日」と定められ、
2 ～ 3年ごとに世界各地でＷＹＤの世界大会が開催されるようになりました。2013年リオデ
ジャネイロ大会では、教皇フランシスコが若者に向けて「勇気と寛大な心をもって出かけて行き
なさい」と呼びかけられ、当教会の年間テーマとして皆様にはお馴染みのことと思います。

　今年度は、当教会では「教会生活見直しワークショップ」に取り組んでおります。その中で、
10～ 15年後の教会の中核になる若手信徒に焦点をあて、全教会信徒で養成を支援することが急
務との意見が出され、この度の派遣プログラム発足につながることとなりました。
　このプログラムは2016年に終わることなく、WYD

が開催される年には毎回18～ 35歳の若手信徒を派遣
する予定です。感性豊かなこの年代の若者が世界中
のカトリック青年と交流し、教皇樣とお会いできる
またとないチャンスです。すでにポスター、チラシ、
派遣準備委員からの呼びかけで申し込み募集をして
おりますが、 2 月 9 日の申し込み締め切りまでまだ

時間がございます。皆様のお知り合いの若手信徒に
ぜひこのプログラムをご紹介ください。勇気と寛大
な心をもって出かけて行くよう励ましをお願いいた
します。

　また信徒の皆様には渡航費用のご支援もお願いし
たく、 1月10日に献金箱を設置して呼びかけをさせ
ていただきました。一人あたりの渡航費用は約30万
円ですので、今後は写真の献金用封筒でご協力をお
願いいたします。
　渡航費用支払い締切の 5 月末まで受け付けており

ます。未来の聖イグナチオ教会のために何卒よろし
くお願い申し上げます。

聖イグナチオ教会ワールドユースデー派遣準備委員会

～勇気と寛大な心をもって出かけて行きなさい～
2016年ワールドユースデー　クラクフ大会に当教会の若手信徒を派遣します！ 

信徒の皆様のご支援をお願いいたします。

6



四旬節愛の献金

四旬節中（ 2 月10日〜 3 月23日）

　教皇は毎年、四旬節に向けてメッセージを
発表し、キリストを信じるすべての人が四旬
節の精神をよく理解して、回心と愛のわざに
励むよう呼びかけます。この呼びかけに応え
て日本のカトリック教会は、虐げられ、差別
され、見捨てられ、いのちの危機にさらされ
ている人たちとの共感を大切にするよう一人
ひとりに訴えるとともに、四旬節中の「愛の
献金」を奨励しています。
　この「愛の献金」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、貧困、失業、飢饉などに苦し
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。

『カトリック教会情報ハンドブック2016』

財務報告

・ 11月15日（日）のミャンマーデーの献金
953,515円は、ミャンマーの教会に送金いた
しました。

・ 11月29日（日）クリスマスバザーの頒布金・
献金合計は2,302,734円となり、教会から端数
を加えて240万円を 4カ所（別項参照）へ配
分された金額で献金されました。

・ 12月 6日（日）「宣教地司祭育成の日」献金
1,186,101円は、ローマ教皇庁に送られ、全世
界の司祭育成のために使われます。

一粒会献金

・ 2015年の司祭召命のための一粒会の献金は
1,558,579円になりました。皆様のご協力に感
謝いたします。

図書グループより新刊本配架のお知らせ

1 『余白の旅～思索のあと』 井上洋治著作選集 2

生きとし生けるものを生かす「余白」か
ら吹き抜けてくる風を、聖霊と捉えるま
での井上師の思索の足跡

2 『日本とイエスの顔』 井上洋治著作選集 1
日本人キリスト者とし、日本的キリスト
教を探究した井上師の思索の礎石

3
『イエスとともに歩む
　～十字架の道行き～』

ヘンリ・ナウエン
ナウエンが入院中に見た絵から、イエス
の十字架の道行きに思いを巡らした黙想
集。

4

『キリストへの新しい道
　～求道者のための教えと
　　行い～』

バリョヌェボ
キリスト教を信じる目的はなんでしょう
か。キリスト教を学ぶときに感じる問題
に答える。

5

『キリストにおける生活
　～ローマの信徒への手紙
　　の霊的メッセージ』

カンタラメッサ
「私たちは主のものですから、主のために
生きよう」とのパウロの言葉は、今を生
きる私たちへのメッセージです。

6
『ペルシャ王宮に咲く花
　王妃エステル』

工藤弘雄
ペルシャの王妃エステルが、同胞ユダヤ
人の絶滅危機から救う知恵と勇気の物語

以上 6 冊の新刊本が教会図書室の書架に入りました。冬の夜長にごゆっくり読書に親しんでください。
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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〈28〉──
カレーの会よりご報告です

　去年、12月14日のカレーの会主催クリスマス会では、203名の生活困窮者の方々をお迎えし、
和やかな温かい時間を過ごすことができました。
　始めに行われた祈りの会では、佐々木主任司祭より心に響くお言葉を頂き、参加者全員で心
をひとつにして聖歌を歌いました。
　
　皆様から例年より多くのご寄付をお寄せいただきましたことは、大変喜ばしく、カレーの会
スタッフ一同、心よりお礼申し上げます。
　この度も、ご寄付してくださる会社や品目の種類も増え、プレゼントの一部はおにぎり仲間
のグループにも、お渡しいたしました。
　また、プレゼント袋詰め作業から、当日のお手伝いにもたくさんのご協力を頂きどうもあり
がとうございました。

　恒例のガラルダ神父様のサンタクロースや、学生の方々の手品や楽器演奏もクリスマス会に
華を添えてくださいました。

　毎週月曜日、一年中休むことなく“カレーの会”を継続できるのも、当日の作業参加だけでな
く、献米、献金、献品でいつも支えてくださっている皆様のおかげです。
　今年も、カレーを食べる時に使う使い捨てのスプーン、インスタントコーヒーに使う砂糖、
クリーマーも集めています。

　そしてクリーンアップの皆様には、お手数をおかけすることが多い中、黙って快くお引き受
けくださっているお姿に、有り難く思っております。

　いつもその時に集まった仲間で繋がり、心を尽くす時間が、カレーの会です。
　2016年も、皆様からのより一層のご理解とご協力を、どうぞよろしくお願いいたします。

カレーの会スタッフ　木嶋真理

お食事（キジ丼・豚汁・ゆで卵
　 ケーキ・みかん・お茶 & コーヒー）
今年は食材のご寄付にも恵まれ、具
だくさんの豚汁ができました。

クリスマスプレゼント
（靴下・タオル・石鹸・お菓子・使い
捨てカイロ）
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洗　礼
（11月 6日～ 1月 3日）

　おめでとうございます　
ラファエル　八　木　春　樹
ミカエル　清　水　　　裕
イザベル　大　森　麻　美
ドミニカ　小　林　　　爽

Paulino Louise Francine Martin
Noah Maruyama

Majerul Isabella Maria Annays
マリア　アスンタ　髙　橋　奏　惠
マリア　グラチア　杜　　　志　穂

ノア　松　村　小葉子
ヨセフ　長　町　　　修
マリア　長　町　育　子

カルカッタのテレジア　Le Thu Hang
マリア　Vu Thi Hai Yen

Camila  Amara Kimura Pablo
マリア　秋　保　政　子
ヨハネ　福　原　孝　則

マリア　インマクラータ　大　村　絵玲奈
マグダレ　ソフィア　バラ　中　村　菜穂子

クララ　中　村　有　希
マリア　ローザ　薄　木　寛　美

マリア　弓　削　順　子
マリア　小　暮　由美子

ザアカイ　浅　羽　義　彦
マリア　マグダレナ　平　山　智　子
マリー　テレーズ　牛　島　喜久子
マリー　ミッシェル　牛　島　郁　代
フランシスコ　天　本　晴　美

ルカ　鈴　木　　　知
エリザベス　張　　　　　銘

エリザベト　ミュリエル　金　海　玲　子
ヴィンス　アンジェロ　Daishin Reyes Kojima

C a i t l i n  A m o r
メアリー　Kaede Luna Saito
メアリー　Shiori Luna Saito

アッシジのフランシスコ　山　下　　　徹
ヨゼフ　溝　口　和　宏

エリザベス　永　井　美和子
マリア　ペラギア　平　野　琴　音

ロザリア　小　林　福　美

クレア　髙　木　のぞみ
リジューのテレジア　黒　澤　かおり

ヨハネ　横　山　正　幸
トマスィーヌ　長　松　華　世

マグダラのマリア　豊　田　佳菜子
クラレンシア　吉　田　香　織

マザー　テレサ　山　本　直　美
カタリナ　山　本　彬　生

マザー　テレサ　山　本　朱　音
パウロ　井　戸　周　治

マリア　マグダレナ　山　田　和久美
シエナのカタリナ　橋　本　朋　子
フランチェスカ　薮　崎　恵　美

ドミニコ　大　槻　大　介
ヨセフ　Tran Minh Tan
ヨセフ　Nguyen Manh Duy

結　婚
（11月 8日～ 12月19日）

お 幸 せ に
　成　合　正　和

マリア　セシリア　田　内　直　子
　鈴　木　一　徳

ファビアナ　ラモス　ファビアナラモス
　渡　邉　輝　樹

マリア　レジーナ　伊　藤　奈美江
アントニオ　立　木　正　久

アンナ　マリア　池　田　陽　子
　田　中　督　記

マリア　大　浦　美　祢
　小　原　俊　哉

マリア　フランシスカ　渡　部　美紗子
ペトロ　野　牛　孝　治

　中　尾　みなみ

転　入
（11月14日～ 1月 4日）

どうぞ　よろしく
芝　﨑　泰　典　　田園調布
矢　野　洋　一　　赤 　 羽

矢　野　一　子　　赤 　 羽
矢　野　聡　司　　赤 　 羽
矢　野　禎　斉　　赤　　羽
原　　　裕　喜　　多 　 摩
原　　　幸　世　　南 　 山
原　　　梨　花　　多 　 摩
島　田　眞　美　　高 円 寺
帖　佐　宏　美　　百合ヶ丘
井　口　　　修　　鳥 　 取
井　口　季志子　　鳥　　取
山　田　　　徹　　吉 祥 寺
有　坂　美　栄　　山　　手
東　濱　　　弘　　平 　 塚
藤　田　弥　生　　玉 　 名
田　中　くらら　　調 　 布
田　中　うらら　　調　　布
田　中　りのん　　調 　 布
田　中　りりあ　　調 　 布
川　畑　悦　子　　鍛冶ヶ谷
池　永　智恵子　　麻 　 布
橋　本　敏　子　　浦　　和
橋　本　祐　子　　浦 　 和
大　庭　健　二　　小　　平
翁　　　詩　燕　　台 　 湾
伊　藤　貴　則　　アメリカ

帰　天
お祈りください

セバスチヤノ   ペトロ　安　川　太　郎　11/10
マリア  ジョセフィナ　天　野　民　子　11/10
マルコ　岩　﨑　允　彦　11/12
パウロ　原　　　秀　三　11/18

マリア　グラチア　妹　尾　利江子　11/20
エマヌエル　藤　實　和　明　11/21
ステファノ　藤　岡　　　仁   11/23
クララ　ヨハンナ　笠　間　篤　子　11/26
マリア　フランシス　小　野　百合子　  12/4
マリア　カタリナ　小　菅　伸　江　  12/9
マリア　アンジェリス　古　我　曄　子　12/12
ペトロ　谷　口　倞　一　12/14

マリア　アンナ　吉　田　久　子   12/26
ジェンヌ   デ   シャンタル　小宮山　俊　子　   1/7

【写真提供：写真チーム】

“晴れやかに”成人式ミサ─ 1 月10日（日）
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