
　私たちは今、四旬節を過ごしています。そし
て四旬節はただ節制をするというより、自分と
神様との関わりをもう一度見つめ直す時だと思
います。イエス様が一番願われることは、弱さ
を持った人間である私たちが神様とはどういう
方かを知ること、そしてその心に触れることで
す。そして私たちもその心に倣い、同じような
生き方をするようになることです。
　イエス様はこの
世に来られ、ご自
分の姿と行いで、
天の父がどのよう
な心の方であるか
明らかにしてくだ
さいました。そし
てその一番の特徴
は、罪人である人
間を裁くのではな
く、温かく接し、
励まし、道を示す
ことで人間の立ち
上がりを助けると
いうことでした。
そういう意味での
救い主であること
を示そうとされた
のです。

　ルカ福音書の13章でイエス様が話された「実
のならないいちじくの木」のたとえがあります。
イエス様はこのたとえを語って、すべての悔い
改めを忍耐強く持ち続ける神様の姿を示されま
す。園丁は 3年待った主人にもう 1年の忍耐を
求めます。それほどまでこの実らないいちじく
の木を慈しんでいるからです。悔い改めない人
間を前にして神様は葛藤を覚えられます。そし
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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─

てこの葛藤こそが神様の私たちへの愛です。切
り倒すことがおできにならず、やはりもう 1年
待ってみようと思い直し続けておられるという
こと。そんな神様の心と思いに私たちが気づく
ことができているかどうか。真の回心は、まず
この神様の心にしっかり触れることから始まり
ます。自分も実をなせないいちじくの木の一つ
であること。それでも神様は切り倒さず待ち続

けてくださっている
こと。そのことを
思って自分のあり方
を見つめ直すことで
す。もう 1年待って
くださいと主人に懇
願してくださる園丁。
　私たちがこの 1年
をどのように使って
過ごしていくのか、
神様の忍耐をいかせ
るかどうか、それが
今問われています。

　何か規則や掟に反
したことを反省する
のが、四旬節の過ご
し方ではありません。

もっと今まで以上に神様の心に触れていくこと。
そのような努力をしていくこと。自分もできる
ことに努めていくこと。そのような態度を取る
ことこそ、心を神様の方に向ける真の回心にな
ります。
　今年の四旬節が神様の大きな愛の中で自分を
見つめ直し、神様に心を向ける時となりますよ
うに。

田丸　篤

『復活』ジヨット・ディ・ボンドーネ

1  



　

2016年　四旬節と復活祭の予定

3月13日（日）四旬節の黙想会
　　　　　　　「いつくしみの特別聖年」
　　　　　　　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
　　　　　　　　（洗足式）

　　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　
　　　　　　　洗礼式　15：30ミサ
　　　　　　　洗礼お祝い会

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。

　 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
マリア聖堂にて行われます。

枝の準備をご一緒に！
　受難の主日〈枝の主日〉に使用する棕櫚
の枝を切るお手伝いをしてくださる方を、
募集いたします。2,300本の枝を当日教会
に訪れる方の人数分に切っていく作業です。
下記の要領で行いますので、ご参加くださ
る方は、事務室でお名前と連絡先をお書き
ください。

記
〈日　時〉 3月18日（金）10：00～ 12：00
〈場　所〉ヨセフホール
〈持ち物〉エプロン・軍手・花バサミ

【マルタとマリアの会】

《イースターエッグを作りましょう》
　今年も、皆様ご一緒に復活祭のタマゴを
用意いたしましょう。
　タマゴにシールを貼ったり、模様を描い
たり、きれいな紙で包んだりして楽しみま
せんか？
　下記の通り製作いたしますので、お誘い
合わせの上、ご参加ください。

◎参加ご希望の方は、事務室の申し込み用
紙にお名前と連絡先をお書きください。

記
〈日　時〉 3月26日（土）9：00～ 12：00
〈場　所〉ヨセフホール
〈持ち物〉エプロン・はさみ
・ 手持ちのシールがありましたら、当日
　ご持参いただければ幸いです。

【マルタとマリアの会】
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財務報告

・�カトリック児童福祉の日献金

　「カトリック児童福祉の日」は、子どもたち

が使徒職に目覚め、思いやりのある人間に成長

することを願って制定されました。

　 1月31日（日）の献金1,133,339円は、ローマ

教皇庁に送られ、世界各地の恵まれない子ども

たちのために使われます。

　皆様の寛大なご協力に感謝申し上げます。

2月の宣教司牧評議会から
「ワールドユースデーへの若手信徒派遣」の
ための献金中間報告

・信徒の皆様からの献金累計額は 2月22日現在
　1,084,857円となりました。
・ 渡航費用支払い締切りの 5月末まで献金を受
け付けておりますので、引き続き皆様の寛大
なご協力をお願い申し上げます。
・ 献金にはオレンジ色の専用封筒をご利用くだ
さい。

　

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）

「いつくしみの特別聖年」を迎えての特別行事のご案内
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「霊操の基礎を学ぶ会」のフォローアップと「教会生活見直しワークショップ」の中間報告

Ⅰ．「霊操の基礎を学ぶ会」とフォローアップ
　イエズス会の創立者聖イグナチオ・デ・ロヨラが考案したイエズス会の霊性の基盤である『霊
操』を学ぶことによって、私たちの祈りを深め、実生活において神のみ旨を見出し実践していくこ
とができるように、昨年 4月から本年 4月までの 1年間、『霊操の基礎を学ぶ会』が英神父の指導
のもとマリア聖堂で行われてきました。直接学ぶ会に出席できなかった方々には、この講座を英神
父のブログ「福音お休み処」にアップロードしアクセスできるようにしてきました。

　来年度は、「霊操の基礎を学ぶ会」に今回参加できなかった方たちを主な対象に、第 2・ 4金曜
日の夕方のミサのあと午後 7時から主聖堂で今年度と同じ内容の講義を30分して、そのあと希望者
は30分ほど黙想をする形の講座を考えています。第1回目は、 5月13日（金）です。
　
　今年度の受講生で霊操を実践されている方々には次のフォローアッププログラムを考えています。

①　 霊操を実践している人たち（講義を聴くだけでなく、実際に黙想している人たち）のための分
かち合いの集いを第 1・ 3土曜日の午前10時からアルペホールで行います。講師は、Sr. 品川
です。第 1回目は、5月21日（土）からです。全18回。

②　 霊操の基になっている聖イグナチオの生涯と霊性を学ぶ集いを第 1・ 3木曜日の午後 7時から
302号室にて行う予定です。講師は、Sr. 品川です。第1回目は、4月 7日（木）です。全15回。

Ⅱ．「教会生活見直しワークショップ」の中間報告
　2015年度から 2年かけて教会生活をワークショップ形式で見直していくプログラムが始まりました。

　 4月は 4人の信徒の方々に「イグナチオ教会のよいところ・魅力的なところ」、「イグナチオ教会
で物足りないところ・あったらよいと思うもの」についてパネルディスカッションをしていただき
ました。 5月には上記のテーマに加え、「イグナチオ教会でこれから大切にしていきたいこと」に
ついアンケートを皆さんにお願いしました。結果を 8月のワークショップで分かち合いました。

　10月はイエズス会日本管区長梶山義夫師に「イエズス会のミッション─回顧と展望」というテー
マで講演をしていただきました。11月の教会黙想会では「祈りを深め、内的に刷新される教会へ」、
「福音を宣べ伝える教会へ」、「生きた共同体のある教会へ」、「信徒と司祭が新たに協働していく教
会へ」という 4つの柱について、主任司祭、 3人の助任司祭の方々にお話をしていただき、そのあ
と各グループに分かれ、分かち合いをしました。

　12月のワークショップでは、これまでのワークショップと教会黙想会の経験を踏まえて10年先の
教会のビジョンをつくるためのアイディアの種を探しました。 2月27日のワークショップでは、こ
の種をもとにでき上がったビジョンのたたき台を分かち合う予定です。そして 4月にはビジョンの
暫定案を決め、 9月の宣教司牧評議会で正式決定をいただく予定です。

文責　英　隆一朗神父　教会生活見直しワークショップスタッフ
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　2015年 1月開催の宣教司牧評議会において
結婚司牧委員会の設立が承認され、同年 4月
よりガラルダ神父、長町神父と 5名の信徒に
より活動が開始されました。カトリック教会
における結婚式は信者のみならず、未受洗者
同士の挙式も受け入れています。これは1975
年の教皇庁による特別許可に基づき、福音宣
教を目的に行われてきたものであり、挙式の
条件として結婚のための準備講座を受けるこ
ととしています。

　当教会の結婚に関するグループは結婚講座、
情報誌『one』、挙式奉仕部と 3つのグルー
プからなっています。1990年頃には年間300
組を超えるカップルが当教会において挙式を
行っていましたが、昨今は年間100組を切る
程度にまで挙式数が減少しています。特に未
受洗者同士の挙式が一番減少しました。この
背景には若年層の減少に伴う婚姻件数の減少、
社会的価値観の変化、経済状況により結婚が
難しくなったなど、様々な要因が考えられま
す。しかし、冒頭で申し上げたようにカト
リック教会での結婚式は福音宣教を目的とし
ております。挙式数が減少してきているとは
いえ教会での挙式を望み、人生の節目で神様
の祝福を受けたいと教会を訪れてくれるカッ
プルを今後もあたたかい心で迎え入れ、二人
の門出のお手伝いをしていきたいと考えてお
ります。

　ここで、これまでの結婚司牧委員会の活動
を以下にご紹介いたします。
　一つ目は結婚講座回数の見直しを行いまし
た。従来20回・約 5カ月間に亘って講座を開
催してきましたが、本年 4月より期間を短縮
し12回・約 3カ月間とし、受講されるカップ
ルの時間的な負担を減らすことにしました。
また、受講者が少ない場合には開講時期が近
い講座に移動していただくこともありました
が、今後は申し込みが一組だけでも開講する
こととしました。

　二つ目は講座回数の減少に伴い、使用する
資料を見直しました。具体的には表記の方法
や内容を現代的な表現に直して受講生にわか
り易くなるように変更しました。

　三つ目は個人情報保護方針を導入しました。
受講生からご提供していただく個人情報に関
しては情報管理を徹底させることとしました。
この件に関しては情報誌『one』のスタッフ
と協働して既に作業を実施いたしました。

　これまでの活動はおおむね前述の通りです。
開始から 9カ月経ちましたが、今後も教会の
結婚関係のグループと力を合わせて、福音宣
教という本来の目的を大切にしながら信徒使
徒職を全うできるよう、結婚関係の活動に取
り組んでまいります。皆様、これからもよろ
しくお願い申し上げます。

結婚司牧委員会─ハビエル・ガラルダ神父、
長町裕司神父、坂川健、髙木まみ、久田圭彦、
平野尚子、髙木喜章

結婚司牧委員会から

【写真提供：写真チーム】
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　2016年 1月24日～ 1月31日まで、フィリピンのセブ市で「第51回世界聖体大会」が開催され、
世界の75カ国から教皇特使をはじめ、枢機卿、司教、司祭、修道者、信徒、1,200名の正式代表者
を含み、全体で15,000名の人々が参加されました。連日テーマに沿って、聖体祭儀、祈り、カテケ
シス、体験者の証言、分科会、小教区との分ち合い、告解、七つの教会聖体訪問、聖体行列、初聖
体式ミサ、サントニーニョ祭り、文化交流など盛りだくさんのプログラムが繰り広げられ、どこの
会場も人で埋め尽くされました。
　日本からは、勝谷太治司教樣を団長、押川壽夫司教樣を副団長のもと大会の公式参加旅行団が企
画され、司祭、修道女、信徒を含む30名が参加しました。

☆今回のハイライト
　・ カテケシスでは、聖体と宣教、聖体と諸宗教・文化の対話、聖体と回心から刷新へ、迫害・貧
しさ・苦しみと聖体、希望と栄光の聖体、愛の一致と分かち合いの聖体、神の慈しみの聖体、
聖体と創造、主の教会共同体と聖体、奉献と聖体、聖体と聖母について、広い視野から深い内
容が掘り起こされ、霊的な糧が豊かに与えられました。

　・ アフリカとアジアの国々の枢機卿からは、社会の現状に即した貴重な発言がなされました。日
本からは、岩手県大船渡ベースのスタッフの信徒、菅原圭一氏が「東日本大震災の体験からの
証言」を映像とともに発表され会場から大声援がありました。

　・ 参加国では、台湾が600名で一番で若者も多く参加し、また人口の50％が若者であるフィリピ
ン青年の積極的な活動の姿が目立ちました。大会ミサで7,000名を越える小学生が初聖体の秘
跡を受けました。

　・ 大会のクライマックスの聖体行列は、 1月29日の夕方から大通りで聖体を先頭に荘厳に 5 km
の道のりで行われ、150万人が 4時間かけて祈りの先導に唱和して夜の道を歩きました。沿道
は全行程で現地の学生たちの温かい声援がありました。

　・ 市民社会との連携で大会ボランティアは5,000名にのぼり、みな笑顔で奉仕されました。聴覚
障害者のためには、手話通訳とワークショップが設けられました。

　大成功のうちに完結した大会の閉会式ミサの終わりに、教皇フランシスコはビデオメッセージで
「次回の世界聖体大会は、2020年にハンガリーの首都ブダペストで開催されます」と発表されまし
た。ご聖体への感謝と礼拝と宣教がさらに広がりますように。

　　　　　　「2016 世界聖体大会」

　　　　　　　　フィリピン　セブ市で開催
「あなたがたの内におられるキリスト栄光の希望　コロサイ1：27」

4年ごとに開催される世界聖体大会とは、次のことを目的とする人々の国際的なカトリッ
クの大会です。 1．日々の生活とカトリック教会の宣教において、ご聖体を中心におく意
識を高めること。 2．私たちの典礼への理解と、ともに祭儀を祝うことを助け改善してい
くこと。 3．聖体の社会的側面に注目すること。

「世界聖体大会」野外ミサ 野外ミサでの手話による奉献の歌
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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』

「年間予定表」
発送作業のお手伝い募集

　毎年年度末に信徒の皆様に宛てて教会か
ら「年間予定表」を発送しております。
　今年はこの発送作業のお手伝いをしてく
ださる方を募集いたします。
　当教会所属の約8,000世帯に向けての封
入作業です。お手伝いいただける方は当日、
直接ヨセフホールにお越しください。作業
時間中でしたら、何時に来てくださっても
構いません。

記
日時：3月 9日（水）10：00〜 15：00頃
　　　 （当日の参加人数によっては作業が

早く終わることもあります）
場所：ヨセフホール

【信徒評議員連絡会】

教会案内ツアー

〔開 催 日〕毎月第 4日曜日
　　　　　 （都合によりお休みさせていた

だく場合もあります。教会報、
掲示板にてご確認ください）

〔開始時間〕�①10：30　②11：00 
申し込み受付 9：30～ 10：30

〔所要時間〕約 1時間

〔参加方法〕 当日、主聖堂前ツアーデスク
にてお申し込みください。 

◎ツアー定員16～ 24名 

　（定員になり次第締切り）

〔主な対象者〕 ・初めて教会にいらした方 

・教会に興味を持っていらっ
　しゃる方 

・新受洗者 

・求道者 

・当教会に転入された方

広報グループ・教会案内ツアー

世界青年の日
受難の主日（ 3月20日（日））

　1984年「あがないの特別聖年」に、教皇
ヨハネ・パウロ二世は大十字架（3. 8m）
を聖ペトロ大聖堂の祭壇脇に設置しました。
　そして特別聖年の結びに、それを「主イ
エスの人類への愛のしるし」として青年た
ちに託し、キリストこそが救いであること
を世界に告げるよう願いました。以来、こ
の十字架は教皇の志を継いだ青年たちの巡
礼のシンボルとなり、諸国を旅することに
なります。
　国連が定めた国際青年年の1985年、受難
の主日に、青年たちはこの十字架とともに
教皇のもとに集まりました。教皇はこの年、
受難の主日を毎年「世界青年の日」として
祝うように定め、 2～ 3年に一度は、世界
中の青年が教皇と出会うワールドユース
デー（WYD）が開かれるようになりました。
2016年には、ポーランドのクラクフで
WYDが開催されます。

『カトリック教会情報ハンドブック2016』
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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〈29〉──

難民の生活を知る①

　シリアでの戦乱や政治的・宗教的迫害のため、多数の市民が難民となってヨーロッパなどに

逃げているニュースが報道されています。ヨーロッパではもともとの市民と難民がどのように

共に暮らすのかの議論がなされています。日本にも難民として祖国を逃れてきた人が多く住ん

でいます。Ａさんはミャンマーから逃れてきました。

　Aさんにインタビューしました。

吉羽：最初に、どうして国を出なければならなくなったのか教えてください。

Aさん：私はミャンマーの大学に在籍していました。国民を無差別に殺害する政権に対して反

対運動をしたところ逮捕され、強制収容所に送られました。食事もほとんど与えられないまま

ダイナマイトを使用する危険な作業をさせられ、収容者がどんどん亡くなり、それから逃れる

ために他の活動家の協力で国を離れ、他国を経由して日本に渡りました。はじめ日本は難民を

受け入れているのを知らず、ミャンマーに強制送還させられました。隣国に逃れて国境付近で

反政府運動をしていましたが、再び逮捕される直前に来日しました。

吉羽：難民申請をしてから、どんな生活でしたか？

Aさん：地獄の始まりとなりました。申請は不認定となり、異議申し立てをしています。しか

し、入国管理局のインタビューの日取りなど手続きの進行状況がはっきりせずに時間だけが過

ぎ、また時にはミャンマー国内で発行される書類を求められることもありました。品川と牛久

の入管収容施設には合計 3回収容されました。狭い部屋には、法を犯してしまった人もいまし

た。首をつった人もいます。自分もここで死ぬのかなと思いました。仮放免という収容を停止

する手続きを取り、拘束が解かれましたが、私の場合就労できるビザが出ないので、一時陸橋

の下で寝起きするホームレス状態となりました。血を吐いた時に偶然近くにあった聖イグナチ

オ教会に行き、生活相談室に相談でき、また他の支援団体にも相談でき、食事や宿泊場所を確

保できました。祖国では死刑判決が出ていて帰国できず、しかし日本でも安定して生活するこ

とができず、何かがおかしいと感じています。

吉羽弘明（イエズス会）
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洗　礼
（ 1月 4日～ 1月30日）

　おめでとうございます　

ペトロ　田　中　芳　志

マリア　ファスティナ　下長根　悠　子

マリア　アヌンチアータ　山　口　のりこ

Yuki　Angel　Koyano

バーバラ　Petrisia Adela De Fretes

マリア　小　中　マツヨ

マリア　山　﨑　三　代

パウロ　森　　　悦　男

転　入
（ 1月15日～ 2月 5日）

どうぞ　よろしく

松　永　直　子　　長　　岡

木　村　しをり　　赤 　 羽

蔵　光　幸　代　　住 　 吉

谷　口　元　治　　光 　 丘

秋　山　卓　夫　　光　　丘

鈴　木　忠　広　　光 　 丘

上　野　郁　夫　　光 　 丘

川　崎　淳　代　　瀬 　 田

川　崎　淳　一　　瀬 　 田

菊　池　幸　江　　吉 祥 寺

安　城　　　要　　本 　 所

安　城　洋　子　　本　　所

安　城　寿　子　　本 　 所

岡　　　ゆかり　　碑 文 谷

中　西　眞　喜　　上 野 毛

辻　川　正　昭　　松 　 戸

久　道　龍　太　　赤 　 堤

矢　田　陽　子　　藤　　沢

鷲　山　秀次郎　　茂 　 原

鷲　山　悠　紀　　茂 　 原

帰　天
お祈りください

ヨハネ　パウロ　吉　岡　正　紀　 1/15

パウロ　渋　澤　　　裕　 1/16

マリア　モニカ　茂　木　陽　子　 1/24

マタイ　高　嶋　晃　二　 1/29

ペトロ　田　中　芳　志　 1/29

パウロ　岡　　　康　男　 1/30

マリア　セシリア　後　藤　英　子　  2/3 

エリザベス　堀　越　正　子　  2/3

【写真提供：写真チーム】

“サントニーニョ祭”を祝って─ 1月17日（日）
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