
真実は最高の親切

「真理はあなたがたを自由にする」（ヨハネ 8・32）

本人から事実を直接聞いて話し合うのです。
　辛い真実を告げる目的は、あくまでも相手の
成長と幸せです。従って、「いい人であるあな

たは、なぜこれをする
のですか」という雰囲
気のある助言は、相手
に希望を抱かせるもの
です。つまり、罪を叩
いて、罪人を立てると
いう方針です。
　そのためには相手が
その厳しい真実を受け
入れそうな好機を選ん
で話しましょう。「泣
き面に蜂」という状態
を避けるのです。
　また、自分として自
己弁護をしたり、正当
化したりするのならば、
人に向かって、自分自
身に向かっても嘘をつ
かないほうが賢明で
しょう。

「真実は自分を自由にする」のです。

　以上のようなコツは常識に過ぎないかもしれ
ませんが、たくさんの事故や悲劇が起こるのは、
この常識が足りないからだと思います。

ハビエル・ガラルダ

　相手のプライドに傷をつけそうな真実を告げ
ることも、結局は最高の親切になるということ
です。逆に言えば、遠慮をして言いづらい真実
を打ち明けない人は一
見優しいと思われがち
ですが、本当は最も不
親切な人になるでしょ
う。それは、今更遅い
時になって一度に全部
を話すと言い過ぎてし
まうかもしれないから
です。
　でも、言いづらい真
実を話す前に、次のよ
うな点を確認する必要
があります。
① 相手との信頼感とふ
だんのコミュニケー
ションが前提となる
ということ。

② その真実を打ち明け
る必要性を考えるこ
と。

③ 相手がそのことを直せる可能性があること。
直りそうもない欠点の場合は、黙って祈るほ
うが良いでしょう。知らぬが仏です。

　そして自分の意見を絶対的な真理にしないで、
相手とよく話し合ってから、自分の一応の意見
が真実であったかどうか判断しましょう。人の
噂や自分の偏見に頼らないで、開かれた心で、
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祈りと賛美をともに

　2004年 4月に、聖イグナチオ教会にオルガニストとして着任してから 12年が過ぎました。毎日
の定時ミサ、葬儀や挙式、追悼ミサなどでの奏楽に加え、各聖歌隊との連携、ミサ聖歌の選曲、楽
器の保守管理などなど、一日も休まず働いているオルガンや 12名の同僚オルガニストとともに働
く日々は私にとって宝です。

　2008年からは「オルガンと祈り」の集いを年 4回開催し、祈りとともにあるオルガン音楽と聖
歌を中心に、教会に足を踏み入れる機会が多くあるよう工夫してきました。コンサートとは違い、
聖書朗読や祈りを交え、また一緒に聖歌で賛美しながら進めていくプログラムは内外に好評をいた
だいており、皆さんの声を励みに毎回の内容を考えています。チラシ作成から当日の進行、聖歌隊
まですべて教会オルガニスト、というのも多才な人材を集めるこの教会ならではでしょう。

　音楽は、聴く人の心に何か動きを起こすものです。ミサの前には心を鎮めるとともに「さあこれ
から」という希望と、ミサの内容の予告、ミサの後には恵みをいただいて派遣される喜びと励まし、
感謝の気持ちを表すようにしています。聖歌を伴奏していて一番幸せに感じるのは、会衆の皆さん
の歌声が聖堂全体に鳴り響いているときです。逆に、聖歌隊の声しか聞こえなかったり、声が沈ん
でいたりすると、自分の無力さを感じます。

　音楽で「心が洗われる」と言われることがありますが、洗うだけでなく「一緒に賛美しよう！」
という前向きな気持ちが湧いてくるような伴奏でありたいと思います。聖金曜日の受難の朗読で
「十字架につけろ！」と轟きわたる声を耳にすると、それに負けない賛美の歌声を引き出したい、
心を一つにして大きな声を神様に届けたいと思います。

　神様の前で、私たちの身体と心、言葉を使って精いっぱい祈りと賛美を捧げませんか。私たちは
ともにその仲間、神様はきっと数倍喜んでくださることでしょう。

浅井寛子（首席オルガニスト）

財務報告

・ 3月25日（聖金曜日）の聖地のための献金

470,409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。

2016年度聖体奉仕者任命される
　 3月27日（復活の主日）のミサで次の13名の
聖体奉仕者が任命されました。
　大森三千代　川﨑智恵子　丸山恭子　
　三好光恵　野牛晶子　若林和久　新井千賀子
　Br.Michael Milward　Raymond Gasu　
　 佐倉　泉　Yuko Kosugi　Lorena Peñafiel
　Yenny Eliana Sotomayor Marcelo　

4月の宣教司牧評議会から
・イースターエッグ頒布
　 　イースターエッグの飾りつけには多くの子
どもたちも参加、卵等購入費を除く頒布金
164,468円を教会へ献金しました。準備、お
手伝いいただいた皆様、またマルタとマリア
の会、マリア会、壮年会の皆様、ありがとう
ございました。

・ワールドユースデー
　 　「ワールドユースデーへの若手信徒派遣」
のための皆様からの献金額の中間報告です。
献金額累計は４月17日現在2,287,617円です。

・献堂記念行事
　 　 6月 6日（月）の献堂記念日を 4日（土）
に教会大掃除、 5日（日）各ミサで献堂を記
念し、教会祭（バザー）を開催して迎えるこ
とが宣教司牧評議会で承認されました。
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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）
－いのり・つかえ・つながる－

2016年 6 月 4 日（土）・ 6 月 5 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。一連の献堂記念行事
への皆さま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4日（土）18：00
6 月5日（日）7：00　 8：30　10：00　12：00（英語）　13：30（スペイン語）　18：00
　＊ 6月 5日（日）10：00のミサで、昨年の献堂記念教会祭にてご希望の方に書いていただいた
「一年後のわたしへの手紙」を奉納し、司祭に祝別していただいた後、教会より発送いたします。

◆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 4 日（土） 9 ：00 〜 12：00頃
　＊ 例年 7月に行っていた「教会大掃除」を、今年は献堂記念教会祭の前日に行うことになりま
した。心を込めてすみずみまできれいにし、献堂記念日を迎えましょう。

　＊ 参加希望者は当日、主聖堂前にて受付いたします。掃除ができる服装で気軽にご参加くださ
い。清掃用具は教会でご用意します。

◆献堂記念講演◆（主聖堂）
6 月 4 日（土）13：30 〜 15：00
ギュンタ・ケルクマン神父「聖イグナチオ教会に息づく神のメッセージ」
　 聖イグナチオ教会主聖堂の祭壇、復活のイエス様、壁、床……それらはすべて神様のメッセー
ジが形になったものです。それは「皆でともに良い社会、神の国を作ろう」というメッセージ
です。

◆献堂記念教会祭◆
6 月 5 日（日） 8 ：30ミサ終了後〜 15：00頃

【バザー】会場：外回廊
　＊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 
雨天の場合はアルペホール、101＆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、ヨセフホール
　＊料理グループ、メリエンダ、国際グループによる出店です。
　＊現金でお求めください。

【教会案内ツアー】受付：鐘楼下のツアーデスク
　＊主聖堂、マリア聖堂、ザビエル聖堂、クリプタをご案内いたします。
　＊ツアー出発時間／ 10：30　11：00（10：00ミサ終了後）　14：00
　＊ 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らせていた
だきます）

　＊所要時間約 1時間
　＊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。

2016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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聖週間と復活祭

【写真提供：写真チーム】
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洗　礼　式

洗礼の歓び
　 3月27日の復活祭の日に、待ち望んでいた洗
礼を受けることができました。当日は私の誕生
日にあたり、神様のお恵みを感じました。

　中学、高校、大学とキリスト教の学校に在籍
し、いずれは洗礼を受けるものと考えておりま
したが、結婚、子育て、仕事と気がつけば人生
の後半に入っていました。私が洗礼を受けるこ
とを決心したのは、母の死でした。母は、イグ
ナチオ教会で洗礼を受け91歳で亡くなるまで40
年間の真摯な信仰生活を送りました。
　癌で亡くなる前、 1カ月ほどは痛みがひどく、
病院のベッドで私と母と 2人で、主の祈りとア
ヴェマリアの祈りを何回も唱えました。人生の
最後を迎える時に揺るぎない信仰を持っていた
母を見て、私も信仰を持ちたいと思うようにな
りました。
　その後、大学時代の親友と話をしている時に、
私と同じように洗礼を受けたいと思っているこ
とを知り 2人でイグナチオ教会の事務所を訪ね、
シスターがしておられる午前中の講座を知りま
した。
　初めて講座に出席した日なぜか涙が出てきて、
私が長い間求め続けてきたものが何であったの
かようやく理解できたのでした。講座の中で自
分の内なる心をみつめることが、神様につなが
ること、また祈ることの大切さを教えていただ
きました。講座に出席し、教えを受け、分かち
合いの機会を持ち、少しずつ自分が変わってき
たのを感じます。また泊まりがけの黙想会に出
席して素晴らしい詩編（139）に出会いました。
　「主よ、あなたはわたしを究め私を知ってお
られる。…私の舌がまだ一言も語らぬさきに、
主よ、あなたはすべてを知っておられる」（詩
編139・ 1、 4）
　私がお祈りするとき、神様は私のすべてを
知って聞いてくださっている。親友と共に洗礼
を受けられたことを、喜び、感謝して、祈りを
忘れず謙虚にイエス様の教えに従って生きてい
くことを望んでおります。

マリア　ガブリエラ　川島美紀子

鐘の音と共に
　復活徹夜祭の日、まばゆい光の中、栄光の賛
歌と共に鐘の音が力強く響き渡り、私はこれま
でにないほどの感動を味わっていました。 4年
前のクリスマスの朝、ヴェネツィアの街に鳴り
響いていた教会の鐘の音を思い出しながら。イ
タリアでたくさんの教会を訪れ、信仰が人々の
中に息づいている様子を目の当たりにして、私
も神様を信じて、愛して生きていきたいという
気持ちが芽生えました。

　少し時間はかかりましたが、洗礼を受けるた
めに教会に通う決心をしました。援助マリア修
道会のシスター杉原が、期待と不安でいっぱい
だった私を温かく迎えてくださり、イエス様の
ことを分かりやすく教えてくださいました。共
に学ぶ入門講座の先輩方も優しい方ばかりで、
周りの方に恵まれて講座に通ううちに、ますま
すイエス様のことが好きになり、私は毎週日曜
日を楽しみに待つようになりました。講座の後
で主日のミサに与ると、こうしてたくさんの人
と心を合わせて共に祈れること、神様と出会う
ことのできる場を与えていただけて、私は本当
に幸せなのだと実感します。

　神様は、私が神様に向かうよりも先に私を愛
してくださり、ご自分の方へ招いてくださいま
した。そして、私の人生の先の先まで愛してく
ださり、洗礼という大きな恵みを授けてくださ
いました。どうか、私が死を迎える時には頂い
た恵みに相応しい人間になっていますように。
神様からの愛を、他の人にも分け与えることの
できる豊かな人間になれますように。私は弱い
人間で、この思いもきっと度々揺らぐことで
しょう。でも私は一人ではありません。教会に
通って学び、ミサに与り、神父様、シスター杉
原、代母様、講座の仲間、そして教会共同体の
皆様に助けていただき、支えていただきながら
信仰を深め、神様から離れないで、ずっと神様
を信じて生きていきたいと思います。

ソフィア　田代麻美
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初聖体
　目の前でみんながご聖体をうけている。少し
たった。ぼくがうける番だ。一しゅんきんちょ
うした。田丸神父さまが、
　「キリストのおん体」と言う。
　「アーメン」とぼくがこたえる。
　ぼくの左手にパンがのった。軽くて丸いイエ
スさまの体。口の中でなぜかパンは大きくなっ
たような気がした。

　1月から始まった初聖体のじゅぎょうでは、
家族のこと、友だちのこと、いろいろなことを
考えたり習ったりした。一番心にのこったのは
「ゆるしのひせき」、ゆるされることだ。ゆるさ
れるということは神さまからはなれかけた心が
もどるということだ。神さまから心がはなれな
いように気をつける。

　イエスさまの体はあまり味はしなかった。で
も、ずっとイエスさまといられるはずだ。
　これからもわるいことをしても、す直にごめ
んなさいを言えるようにする。

井口　勇

はじめてパンをいただいた日
　初聖体の日は朝から雨がふっていて、とても
さむかったです。でも、今までずっと初聖体の
べん強をたくさんしてきたので楽しみでした。

　白いきれいなドレスをきた時、少しドキドキ
しました。でも、リーダーたちが一緒に歌って
くれたので楽しくなってきました。
　前の日、「ゆるしのひせき」をして、神さま
にわるかったことを全部お話ししたので、きれ
いな心でごミサに出ることができました。
　ずっと楽しみにしていたご聖体は、とてもカ
リカリしていてびっくりしましたが、今までよ
りも神さまに近づいたような気もちがしました。
　ごミサが終わって、たくさんの方に「おめで
とう」と言っていただいたのでうれしかったで
す。
　私たちのためにじゅんびをしてくださった神
父さま、シスター、リーダー、学校の先生、教

初聖体おめでとう！

【写真提供：写真チーム】

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 4 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。お掃除で
きる服装で気軽にお越しください。

クリーンアップグループ

会のみなさま、ありがとうございました。これ
からもずっと神さまの子どもでいたいです。

込田紗都子
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金祝を迎えて

【写真提供：写真チーム】

　今年2016年は私にとって特別な年です。司祭
叙階50周年記念です。
　1966年 3月18日、11名のイエズス会の神学生
と一緒に、イグナチオ教会で司祭叙階を受けま
した。その時の浦和教区の長江恵司教が叙階式
を挙げてくださいました。
　12人の神学生、 6人は日本人、 6人は外国人。
現在まだ生きているのは、 5人の日本人と 3人
の外国人。50年の間、司祭として生きてきたこ
とを神様にも、イエズス会にも感謝せざるをえ
ません。

　この50年間、任せられた仕事と派遣された所
はすごくバラエティに富んだものです。神学校
を卒業して、 1年間の広島でのイエズス会最後
の養成、第三修練。それから 1年間マニラの
EAPI（East Asian Pastoral Institute）、第二バチ
カン公会議の司牧神学研究所。その後、MBW
（Movement for a Better World）という運動に
派遣されて、その養成をローマとワシントンで
受けました。
　10年間（1969～ 1979）、その運動で専任とし
て働きました。具体的に言えば、いつもチーム
で、黙想会や練成会の形で、第二バチカン公会
議の教えと霊性を述べ伝えることでした。日本
列島を果てから果てまで何回か歩きました。ア
ジアの諸国、米国、ヨーロッパなどなどでもそ
の使徒職を行いました。
　1979年にMBWの活動が終わって、ローマに
派遣され、 2年間でグレゴリオ大学で宣教神学
の博士号を取りました。それから1981年に日本
に戻って、 3年間は鎌倉の十二所黙想の家の責任
者でした。

　その後、神戸の六甲イエズス会レジデンスの

院長。それからマニラのEAPIに派遣されて 4
年間神学を教えました。1990年にまた日本に
戻って、上智大学と上智社会福祉専門学校で、
人間学と宗教学を定年まで教えました。2006年
に札幌の藤女子大学で 5年間学長をさせていた
だきました。2011年に東京に戻って、イグナチ
オ教会に協力司祭として遣わされました。

　この50年間、どこに行っても、司祭として、
福音を告げ知らせたり、洗礼を授けたり、告解
で罪を赦したり、感謝の祭儀〔ミサ〕を行って
人にご聖体を授けたりすることができたことを
考えると、喜びと感謝が心から豊かに湧き出て
きます。

ヘネロソ・フローレス

《いつくしみの特別聖年に寄せて①》
巡礼に出かけましょう

　御父のようにいつくしみ深く――私たち
は今、この祈りの内に、「いつくしみの特
別聖年」を過ごしています。教皇フランシ
スコは、この特別聖年をより意義深いもの
にするための実践として、巡礼を勧めてい
らっしゃいます。東京教区の巡礼指定教会
である当イグナチオ教会にも毎日のように
巡礼者が来られ、ミサに与ったり、静かに
座ってお祈りをされたり、教会案内ツアー
に参加されたりと、それぞれに豊かな時間
を過ごされているようにお見受けしています。

　巡礼は、単なる観光とは違います。教会
あるいは聖地を訪れ、そこに遍在している
聖霊や信仰を全身で感じることによって、
神さまにより近づいていく機会を頂く。そ
れが巡礼の大いなる恵みではないでしょう
か。
　ていねいに磨かれた聖堂の椅子、薄黒く
なった聖人像の手、新しく造り替えられた
ステンドグラス、大切に育てられている
花々などを眺めていると、あまたの人々の
祈り、希望、喜びに思いが及び、心の中に
感謝と感動、讃美の気持ちが自然とあふれ
てきます。
　時は五月。五月晴れの空の下、皆さんも
巡礼に出かけてみられてはいかがですか。

マリア　リタ　テレジア　星野和子
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財務委員会だより

　昨年の 4月に新しいメンバーで発足した財務委員会は、「教会生活の見直し」の一環と

して、財務状況も見直しをしています。次に掲げることは、決定事項ではなく、話し合わ

れたことです。皆さまにも教会の現状を知っていただきたいと考え、公表することにいた

しました。わたくしたちの大切な教会・麹町教会のこれからを考えていく上で大事なこと

だと思っています。

　月定献金（教会維持費）の年間総額は、ここ10年ほど大きな落ち込みはなく、横ばい状

態が続いています。ただ、最近は総信徒数の23％の方の納入で、信徒数が増え続けてい

る15年ほど前から比べると、年々その割合が低くなっています。これからも聖堂や信徒会

館を維持するためにお金がかかることを考えると、必ずしも楽観的な見方はできません。

そこで、次のようなことが意見として出されました。

1） 現在行っている月の第一主日に月定献金（教会維持費）の袋を『聖書と典礼』に挟み

込むことやミサのときのお知らせアナウンスは継続していきたいと考えています。

2） そして、新受洗者へ代父母が伝える内容の一つに、月定献金（教会維持費）があるこ

とを積極的にかつ熱心に伝えていく必要があると思います。

3） また、教会維持費の強化月間のような期間を設けて、呼び掛けていくことも有効では

ないかという意見も出されました。昔は目安として、収入の0.5％～ 3％を教会に納

めると言われていましたが、今の時代にも当てはまるという声もあります。

　もちろん、月定献金（教会維持費）は納税の義務と違います。洗礼の恵みを受け、その

感謝の心を表すしるしとしての献金と考えたらいかがでしょうか。そして、わたくしたち

が大切にしていきたい建物ですから、わたくしたちの力で維持管理をしていきたいと思っ

ています。

　そしてこれからも、信徒の皆さまに財務状況を分かりやすく伝えることが必要であると

わたくしたちは考えています。

　どうぞよろしくお願いいたします。

財務委員会　委員長　鈴木靖規
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教皇フランシスコの回勅『ラウダト・シ』

―2016年度の連続セミナー―
ボネット・ビセンテ　SJ

イエズス会社会司牧センタースタッフ

　聖イグナチオ教会とイエズス会社会司牧センターの共催で、毎年行われている連続セミナーは、2008

年度から始まりました。教会教説（社会問題についてのカトリック教会の考え）を、深く理解するよう

にという日本の司教団とイエズス会の勧めに応えようとして始めた当初は、年に 5 ～ 6回、参加者は

20人程度でした。今は、年に15～ 16回開かれ、参加者も倍以上になり、状況によっては100人近くまで

増えています。

　毎回、セミナー（写真）の終わりに、参加者にコメン

トあるいは質問などを書いていただくことにしています。

あるとき、一人の方は、「教会の公文書には理解しづらい

ところがありますが、この講座が理解の助けになります」

と正直に書いてくださいました。

　すなわち、教会は、特にレオ13世の回勅『労働者の境

遇』以来、それぞれの時代に応じて、回勅とその他の

メッセージや演説を通して、様々な社会問題についての

教会の考えを発してきましたが、それを読む機会が少なかったり、あるいは解釈なしではその内容の理

解が難しかったりして、なかなか伝わらなかったのでしょう。

　４月からの連続セミナーでは、昨年に教皇フランシスコ

が発表した、地球環境についての回勅『ラウダト・シ』（た

たえられますように）～ともに暮らす家を大切に　On Care 

for our common Home～を中心に、信仰と地球のケアとの

関係を熟考したいと思います。その回勅の中で、教皇は、

私たちの地球に何が起こっているのか（汚染や浪費、生物

多様性の喪失、水の問題、気候変動、環境の悪化と排除さ

れている人々など）、創造の福音、総合的なエコロジー、エ

コロジーのための教育と霊性について述べ、環境の問題は、単なるごみの分別、資源の再生利用などだ

けではなく、貧しくされている人々を大切にすることにつながっていて、私たちの消費生活や生活様式

とも関係していることを明らかにしています。そして最後に、地球のための祈りと、創造とともにする

祈りを勧めています。環境の問題は、人類にとって死活の問題になっています。私たちは、今こそキリ

スト者としての責任を改めて考え、行動しなければならないと思います。

　今年度のセミナーは全16回で、多彩な講師10名による輪講形式で行われます。
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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〈31〉──

新たな福祉関連活動について考えませんか

　私たちの教会は昨年 4月から「教会生活見直しワークショップ」を 5回開催してきました。信徒
の皆さんが参加され意見を述べられてきた中で生まれてきたビジョン案は『マジス』 4月号で英神
父様が紹介されています。そこには次の文言が書かれています。
　「現代の社会では、孤独や貧困、過度の競争原理や格差など、反福音的なものに苦しめられてい
ます。それに対して、私たちは自分たちの殻に閉じこもることはしません」。
　これから私たちは「ワークショップ」でより具体的な行動について考えることになります。

　奇しくも今年はフランシスコ教皇によって「神のいつくしみの特別聖年」と定められ、全教会と
信徒は「神のいつくしみ」について観想するよう招かれています。「イエス・キリスト、父のいつ
くしみのみ顔」という大勅書を読むと、そのなかでフランシスコ教皇が心から願っておられること
はこの大聖年の間にキリスト者が、身体的な慈善のわざと精神的な慈善のわざについてじっくり考
えることと述べられています。そして、イエスの教えとして慈善のわざを次のように具体的に示し
ておられます。
　身体的な慈善のわざとして、飢えている人に食べさせること、渇いている人に飲み物を与えるこ
と、着る物をもたない人に衣服を与えること、宿のない人に宿を提供すること、病者を訪問するこ
と、受刑者を訪問すること、死者を埋葬すること。
　精神的なわざとして、疑いを抱いている人に助言すること、無知な人を教えること、罪人を戒め
ること、悲嘆に打ちひしがれている人を慰めること、もろもろの侮辱をゆるすこと、煩わしい人を
辛抱強く堪え忍ぶこと、生者と死者のために神に祈ること。

　ところで、わたしたちの教会には今まで 1万数千人の信徒が所属しており、お一人おひとりがキ
リスト者として毎日を過ごされております。その中で様々な福祉活動が行われていることはこのコ
ラム「よきサマリア人のあしあとをたどって」で毎月紹介されておりご存じと思います。福祉活動
をしているグループには古くからあるもの、新しくは2008年ごろから始まったものといろいろあり、
2013年に宣教司牧評議会で「福祉関連グループ連絡会」の設置が承認されました。そこで各所属グ
ループのメンバーが毎月のように集まり、どのような活動をしてきたか情報交換をしながら、お互
いの協力関係を築き、より良い奉仕につながるように努めています。信徒評議員もその一員として
情報を交換するようになっており、筆者も 2年前に担当となって初めて活動の内容を知る機会に恵
まれました。皆さんがよきサマリア人として奉仕されていることを実感しました。
　現在この連絡会に参加しているグループは、高齢化や病気のため教会に来られない信徒のための
「訪問グループ」、路上生活者のためにおにぎりを作って配り歩く「四ッ谷おにぎり仲間」、毎週月
曜日に生活困窮者にカレーライスや飲み物などを提供する「カレーの会」、『マジス』、『聖書と典
礼』などを音読したものをCDとして目の不自由な人に届ける「音訳サービス」、平日の昼間「信徒
の居場所つくり」を目指して始まった「水曜ティーサロン」、そして2008年ごろの経済危機をきっ
かけに失業者や自死が社会問題になったことから生まれた生活問題に取り組む「聖イグナチオ教会
生活相談室」が構成メンバーになっています。

　さて、「教会生活見直しワークショップ」ではいままでのこのような福祉活動ではカバーされて
いない分野での慈しみにあふれた新しい活動が生まれることも期待しています。
　皆さんの周りでどのような「痛み、苦しみの声」が聞こえてくるでしょうかという問いかけがさ
れています。皆さん一人ひとりがこの問いに思いを巡らせ、教会に何が求められているのか、信者
としてどう行動したら良いのかを考えてみませんか。

　「勇気と寛大な心をもって出かけて行きなさい」─いのり・つかえ・つながる─という教会テー
マの実践を日々の行動で示すようにしたいものです。

藤井良昭
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洗　礼
（ 3月13日～ 3月27日）

　おめでとうございます　
ベルナルディーノ　Yukimune　kamishima
ベルナデット　岡　部　統　子

ニョアナ　マリア　金　井　京　子
マリア　ルチア　松　本　奈　々
マリア　テレジア　川　口　典　子

マルコ　清　水　敬　之
エリザベト　林　　　史　子
パウロ　小　野　俊　夫

フランシスコ　ザビエル　Nguyen Than Hai
マリア　Le Thi My Linh
マリア　Tran Thi Tam

Delphina Akika Sevgie Widiacitra 
ドミニク　江　澤　壱　咲
ニクラウス　奈　良　聡　久

マリア　ボナベントゥーラ　山　西　和　子
マルガリーター　山　本　とみ子
マリア　セシリア　渡　辺　智　子
マリア　グラチア　石　井　佳　代
マリア　カルメリータ　古　澤　理　絵
マリア　セシリア　大　村　記　子

（次号へつづく）

結　婚
（ 3月12日）

お　幸　せ　に
ヨハネ　ボスコ　河　西　　　聡

　竹　越　　　遥

パウロ　坂　川　　　遥
マリア　ベルナデッタ　螺　良　理　沙

転　入
（ 3月10日～ 4月 7日）

どうぞ　よろしく
志　鳥　珠　樹　　潮 　 見
志　鳥　美代子　　潮　　見
木　村　美代子　　葛 　 西
三　宅　恵満生　　大阪梅田
五十嵐　健　一　　吉 祥 寺
石　川　　　敦　　千 葉 寺
石　川　　　恵　　千 葉 寺
石　川　祐太朗　　千 葉 寺
石　川　和綺子　　千 葉 寺
波多野　　　瞭　　糸 魚 川
深　堀　千比呂　　立　　川

深　堀　みどり　　立　　川
深　堀　巨　之　　立　　川
深　堀　高　巨　　立　　川
田　原　美紀代　　市　　川
田　丸　静　一　　逗　　子
田　丸　裕　理　　逗　　子
田　丸　晧　野　　逗　　子
小　林　真　澄　　吉 祥 寺
小　林　　　萌　　吉 祥 寺
本　澤　　　絢　　吉 祥 寺
折　居　徳　正　　河 原 町

帰　天
お祈りください

パウロ　森　　　悦　男　   3/5
マリア　セシリア　大　橋　　　香     3/10

テレジア　岩　井　容　子     3/15
マリア　アグネス　仙　石　澄　子     3/20
マリア　加　藤　照　子　 3/28
マリア　佐　藤　あぐ里       4/2

マリア　テレジア　河　尻　昌　子       4/5

─新刊図書のご案内─　教会図書室に配架されています。

書　名 著　者 備　考
１『小説イスラエル』 鍵和田敏子 イスラエルの歴史は一人の男の数奇な運命から始まった。

聖書に基づいた小説。
２『小預言書の福音』 高橋秀典 12小預言書から神の愛と真実を読み取る。

新約聖書を真に理解するために。
３『教皇フランシスコいつくしみの教会』
～共に喜び、分かち合うために～

４『キリストを運んだ男パウロの生涯』
井上洋治著作選集 3

井上洋治 キリストの福音を異邦世界に伝えるために苦闘したパ
ウロの生涯と思想を辿る。

５『出エジプトの世界』
～モーセの一神教を知るために～

河合一充 「出エジプト」はユダヤ民族最高の体験。
聖書の不朽の物語に新しい光を与える。

６『キリストの主張の起源に』 ルイジ・ジュッサーニ 著者ジュッサーニ神父は ｢一人の人間が、いかにして
キリストを信じるようになるか｣ を思索する。

７『存在の根を探して』 中川博道 イエスと共に隣人への愛に生き、イエスのうちに人々
と分かち合い、イエスを通して父なる神に出会う。

８『蟻の街の微笑み』～蟻の街で生き
たマリア北原怜子～

パウロ・グリン 「尊者」と認められた北原怜子（さとこ）は浅草言問
橋付近の廃品回収の「蟻の街」で献身的に働いた。弱
い人々のために捧げた短い生涯。

９『姿を変えたキリスト』
～みなし子を育てたシスターたち～

菊地章太 キリスト教が伝来して以来、孤児を救うことに尽力し
てきたシスターたち。横浜、神戸、岡山、長崎、天草
で蒔かれた「福祉」の原点を宗教に見る感動のドキュ
メンタリー。

10『高山右近』～加賀百万石異聞～ 北國新聞社 16世紀のローマ教皇も深く感動したキリシタン大名の
凄烈な生涯。

＊教会図書室（信徒会館 2 階）：毎日曜日　 9 ：30 〜 13：00
＊貸し出し期間： 1 カ月（ 3 冊まで）
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