
第二バチカン公会議から50年─「いつくしみの特別聖年」

荒れ野をさまよい、ようやく約束の地に入り、

平等に土地が与えられて新しい生活が始まりま

した。しかし、定住生活は経済格差を生み、貧

困の差をもたらしました。富める者たちはどん

どん豊かになり、逆に貧しい者たちは先祖から

受け継いだ土

地を奪われ、

奴隷に身を落

としていった

のです。その

すべてを元に

戻し、土地を

無条件で所有

者に返し、奴

隷を解放し、

借金を帳消し

にする、それ

が聖なるヨベ

ルの年、神の救いの原点に立ち戻る年です。

　

　ご存じのとおり、第二バチカン公会議はキリ

スト教の歴史において画期的な公会議でした。

内にこもり社会と遊離したまま手をこまねいて

いるのではなく、社会に向けて語りかけ、世界

と共に歩んでいく教会へと変わっていくことを

目指した公会議だったからです。第二バチカン

　今日、海外では民族紛争とそれに伴う難民の

流出、テロの危機、国内では子どもたちの貧困、

いじめ、高齢者の独居、老老介護、年間 2万 4千

件を超える自死など、弱者が置き去りにされて

いるという現実があります。

　そのような

中にあって、

私たちは「い

つくしみの特

別聖年」を迎

えました。

　「いつくし

みの特別聖

年」の始まっ

た2015年12月

8日は、第二

バチカン公会

議の閉会からちょうど50年目に当たります。50

年目というのは特別に聖別された年です。旧約

の時代、神がイスラエルの民に「50年目の年を

聖別し、全住民に解放の宣言をする」（レビ記

25・10）と言われた、ヨベルの年です。イスラ

エルの民がエジプトで奴隷になっていた紀元前

13世紀、神は彼らの苦しみと痛みを知り、救い

出されました。イスラエルの民はその後40年間
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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─
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公会議を招集された教皇聖ヨハネ23世は、その

開会宣言において次のように述べられました。

「今日、キリストの花嫁である教会は、厳格さ

という武器を振りかざすよりも、むしろいつく

しみという薬を用いることを望んでいます。

（中略）カトリック教会は、この公会議で普遍

的真理のともしびを掲げながら、この上なく情

け深いすべての人の母を示したいのです」（第

二バチカン公会議開会演説）。

　

　その第二バチカン公会議から50年。教皇フラ

ンシスコは、再び原点に立ち戻って神の本質で

ある「いつくしみ」を生きること、「御父のい

つくしみのしるしと道具になること」（第31回

世界青年の日教皇メッセージ）を私たちに呼び

かけられたわけです。

　神のいつくしみとは、どのようなものでしょ

うか。イスラエルの民をエジプトから約束の地

へと導かれた神を、もう一度思い起こしてみて

ください。民がどんなに罪を犯そうとも、どれ

ほど反抗を繰り返そうとも、どれだけ愚かで

あっても、何度離れようとも、神は徹底して一

人ひとりをいとおしみ、常に寄り添い、支え、

共に歩み、導き続けてくださいました。それが

神のいつくしみです。そうした神のいつくしみ

は、今生きている私たち一人ひとりにももちろ

ん注がれています。苦しみのただなかにある時、

痛みに耐えている時、不安におびえている時、

どんな時も神は私たちの傍らにいて支え、導い

てくださっています。この特別聖年にあたり、

あらためてそのことを思い起こし、神に感謝し

賛美したいと思います。さらに、そのようない

つくしみを私たち自身、実践できているかどう

か、自らに問いかけなければいけません。私た

ちは自分自身を振り返り、回心して神に立ち戻

り、恐れずにこの混沌とした現代社会のただ中

に飛び込んで行って、神のいつくしみを体現す

る。神のいつくしみを証しする。そういう努力

をしなければいけません。「いつくしみの特別

聖年」を生きるとは、そういうことなのです。

　本年 7月、ポーランドのクラクフで世界青年

大会（ワールドユースデー・ＷＹＤ）が開かれ

ました。これは、教皇フランシスコご自身がい

つくしみの特別聖年」のハイライトに位置付け

ている大会でもありますが、当教会として初め

て若手信徒 7名を公式に派遣いたしました。派

遣された信徒はもちろんのこと、これは教会に

とっても大いなる恵みです。教会は常に刷新さ

れていかなければなりません。その原動力とな

るのはいうまでもなく若者たちだからです。あ

ふれる活気と繊細な心、純粋な衝動などをもっ

た若者たちはきっと、世界中の仲間と同じ時を

過ごし、国や民族や言葉を超えて共感し合う中

で、自分たちの中心にはイエスがおられ、守り

導いてくださっているという体験をしたことで

しょう。それはこの先の彼らの人生の拠り所と

なるはずです。そしてきっと彼らは信仰が人生

を賭けるに値するものであることを確信し、気

後れすることなく、力強くイエスを宣べ伝える

使徒となってくれることと期待しています。ま

た、彼らが持ち帰ってくれたであろうすばらし

い体験、彼らの心の成長は、私たち信徒一人ひ

とりの信仰の火を生き生きと燃え立たせてくれ

るに違いありません。

　

　「いつくしみの特別聖年」も残すところわず

かです。神のいつくしみに触れる喜びを心から

味わい、感謝し、私たち一人ひとりがいつくし

みを実践する使徒となり、「現代社会に生きる

キリスト」（第31回世界青年の日教皇メッセー

ジ）となれるように努力してまいりましょう。

佐々木良晴
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講演会「呆れはてても諦めない」神田香織氏

平和巡礼ウォーク

【写真提供：写真チーム】

日本カトリック平和旬間─ 8 月 6 日（土）

　ワールドユースデーにこのような派遣の機会
を頂けたこと、皆様のご支援とお祈りに心より
感謝いたします。
　本大会を終え、私たちは教皇フランシスコよ
り派遣の祝福を頂きました。
　今回の報告会だけでなく、今後も何かしらの
形でより多くの方にこの祝福と頂いたお恵みを
伝えることができたらと考えています。
　そこで、『マジス』11月号から 4回にわたり、
「WYDで私たちが得たもの、感じたこと」を
テーマに、派遣メンバー 7名で記事を掲載さ
せていただく運びとなりました。
　また、11月号発行にあわせ、報告会でご紹介
したWYDの全容や青年たちの活動と交わりを
まとめた冊子を聖堂前室にて配布予定です。
　そして今後の教会活動の発展に尽力できたら
幸いです。
2016年ワールドユースデー派遣メンバー一同

「結婚感謝ミサ」と「懇親会」へのお誘い

　10月22日（土）14：00より「結婚感謝

ミサ」が主聖堂で行われます。

　ミサ終了後に、ヨセフホールにて懇親会

が開かれます。

　当教会所属のご夫婦、当教会の結婚講座

を修了し挙式された皆様、ご家族お揃いで

ご参加ください。

　結婚式の感動を思い起こし、神父様方や

お友達と楽しく語り合い、ご夫婦で愛と忠

実を深めましょう。

　教会は皆様をお待ちしております。

クリスマスバザー開催のお知らせ
11月27日（日）

　今年も待降節第一主日にクリスマスバ

ザーを実施します。

　頒布先、献品の受付など詳細はこれから

ですが、各活動グループはそれぞれ出店の

準備をお願いいたします。

　実行委員会を立ち上げ、皆様と力を合わ

せて、クリスマスを迎えるにふさわしいバ

ザーを開催しましょう。

教勢調査のお知らせ
　10月 1日（土）・ 2日（日）のミサ中に
教勢調査を行います。
　皆様のご協力よろしくお願いいたします。

ワールドユースデー2016クラクフ大会を終えて

【写真提供：写真チーム】
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教会施設の『長期保全計画（2016 〜 2041　25年間）』について
施設委員会

　今般当委員会では、今後25年間の教会施設『長期保全計画』を作製いたしましたので、その概要

についてお知らせいたします。

　本計画は、竣工して17年目を迎えた教会施設を今後とも安全で経済的に維持使用していくために、

修繕・保全費用として今後どれ位の費用を見込んでおく必要があるかを検討したものです。

　2013年度には空調設備の主熱源発生機等の更新を実施（約 1億 6千万円）しましたが、それ以外

の設備類も耐用年数から判断し、今後25年間では次のような大口の設備更新（総額約 8億円）が見

込まれています。

　　・エレベーター更新（信徒会館）

　　・空調設備機器の更新・再更新

　　・空調、給排水設備の配管類更新

　　・音響機器の更新（聖堂ほか）

　委員会では、コンサルタント契約先テーテンス事務所、元施工の清水建設・設備工事各社の協力

を得て検討した結果、上記大口設備更新を含めて今後25年間の修繕・保全費用として、総額12億 8

千 2百万円（年間約 5千 1百万円）を見込んでおく必要があるとの見通しとなりました。

　今回算出した修繕・保全に要する額をもとに、教会としては将来予想される聖堂・信徒会館建て

替えのための長期財政見通し・積立金計画等を検討することになります。

　なお、委員会では修繕・保全費用の見積り方法として、業界で通常使用されている国土交通省監

修の「構築物のライフサイクルコスト理論」による更新年数および修繕周期に沿って費用を推計い

たしました。

　ただし、建築物・設備等の劣化の進行状況は環境条件や供用条件により異なるため、昨年 7月に

元施行各社による現状調査を実施し、その結果をもとに実際にかかると予想される保全・修繕費用

の額を算出し「予算計上必要額」としました（別表参照）。

　なお、「長期保全計画（25年間）」に加えて別途「短期保全計画（ 5年間）」を作成しております

ので、大口設備更新の時期が近づいてきた際には、当該建築物・設備等の状況を再調査して必要工

事の内容・工事時期の先延ばしの可能性等を検討して支出額の圧縮を心がけていく所存です。

　また、将来的には建築物等に関する法基準・社会基準の変化や物価の変動、技術的な変化等が起

こり得ますので、 5年毎を目途に「長期保全計画」を見直していく予定です。
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“主の平和”シャローム聖歌隊

　日曜日朝 8時30分のミサを担当しているシャローム聖歌隊です。現在メンバー募集中です
（現在メンバー 23名）。お気軽にお声掛けください。お待ちしています。
　

　「Choir　Shalom（聖歌隊）の想い出」
　長きにわたる海外勤務を終え帰国した頃、聖イグナチオ教会の聖堂が新しくなったのを契機に日
曜ミサが増え、当聖歌隊が新設されることとなり、参加する機会を得た。
　ちょうどその頃、私はCO2の京都議定書にも巻き込まれ結構忙しかったが、「Shalom（シャロー
ム）聖歌隊」発足人のFr. ベジノと指揮・指導を担当される目黒星美学園の音楽教師山中さんや典
礼聖歌隊からも多く参加され（30人ほど）ており、充実していた。
　ちなみにShalomは「主の平和」を意味する挨拶の言葉である。毎週日曜日の朝 8時30分のミサ
担当で毎回大体20人弱で歌っていた矢先、わずか 1年と少しで山中先生が急性心不全で昇天された。
続いて男声の小林さんも。以降、Fr. ベジノと浅井主任はじめ各オルガニストに指導をお願いしつ
つ半分くらいは指揮者無しという状況が続いた。
　’07年 7月、Fr. ベジノが、執務中に机に伏したままという理想の昇天。以後、短期的に何人かの
先生に指揮をお願いしたものの、指揮なし期間の方が長かった。Fr. 作道にまで指揮をお願いして
いましたが、今年 4月の異動により、現在、吉田先生が指揮を担当されている。
　当初からのメンバーは、 8名（ソプラノ 5名、アルト 2名、バス 1名）。入隊見習い期間、旧い
ことの回顧ご相談はこの 8人に持ち掛けられたし。 薄木三生（2016年 9月 2日）

　ぜひ、新しい方に参加していただき、日曜日の午前中を歌と共に聖霊の喜びに満たされませんか。
練習は必要ですが、 2階の聖歌隊席で大きな声で歌うことは、気持ちいいですよ。聖歌を歌うこと
は倍祈ることと言われていますから。

シャローム聖歌隊

今後25年間（2016 〜 2041）の修繕・保全費用見込み

修繕・保全費用積算　※ 1 予算計上必要額　※ 2
建築工事 3億 9千 7百万円 2億 3千 8百万円
空調設備工事 8億 7千 7百万円 5億 7千万円　　
給排水衛生設備工事 3億 2千 3百万円 1億 9千 4百万円
電気設備工事 4億 3千 1百万円 2億 8千万円　　

合　　計 20億 2千 8百万円 12億 8千 2百万円

（注） 上表の金額は、現在の消費税率 8 ％を含んだ額で、かつ将来の物価変動は考慮しておりま
せん。

※ 1　 国土交通省監修の「建築物のライフサイクルコスト」に記載されている更新年数および修
繕周期に沿って単純に積算したもの。実際には、個々の建築物・設備等の環境条件や供用
条件により劣化の進行状況が異なるため、実際に発生する工事費用を示すものではありま
せん。

※ 2　 昨年調査した教会建築物・設備等の現況と今後の維持管理などを考慮し、実際に発生する
ことが予想される修繕・保全費用の額です。

文責：大西茂雄
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夏を満喫“教会学校の子どもたち”

サマーキャンプ

バーベキューパーティー

土曜学校　青空の下、元気にのびのび走り回りました
高校生会　�いっぱい遊んでより仲良くなった仲間たちと

最高の笑顔でパシャリ

日曜学校　天気が悪いときは松ぼっくりなどを使い芸術家に……

中学生会　神父様と一緒に楽しくキャンプファイアー

侍者会　みんなで祭壇を囲んでミサに与りました 【写真提供：教会学校・写真チーム】
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初金聖歌隊20周年コンサート

11月19日（土）14：00開演　開場：13：30　入場無料

於：カトリック麹町　聖イグナチオ教会　主聖堂

指揮：大内葉子　　オルガン：浅尾直子

プログラム

第一部： Dixit Maria／ Hans Leo Hassler 

Nunc Dimittis／ György Orbán　ほか
第二部：Unicornis Captivatur／ Ola Gjeilo

第三部： Run to the Manger／ African American Spiritual  

Rise up!／ Traditional Spiritual　ほか
第四部： オラトリオ　“メサイア”より 

For unto us a Child is born, Glory to God　ほか 

教会のクリーンアップに参加しませんか
　神様がお働きになる場所をいつも清新にしておきたいというのは、信徒の誰もが思う心からの願
いです。そこで聖霊のお働きによって信仰を深め、分かち合いをし、いのり・つかえ・つながる喜
びに満たされます。
　求道者や受洗された方にとっては、神様からの豊かなお恵みが、クリーンアップを通しご奉仕す
ることで「いのり・つかえ・つながる」ことを実感できると思います。

　毎週月曜から土曜までの原則10時から約 1時間余、都合のよい曜日に参加しませんか（申込用紙
は事務所にあります）。

　参加したい気持ちはあるけれど「時間に制約されたくない」という人には、次のような参加方法
もあります。

　登録不要! ! 　3分間スタッフとして♪
　トイレを利用されるとき、そこで掃除をしている人がいたら気軽にお声をかけてください。
そのベテランがコツをお教えします。
　その1　鏡を拭く＋拭いたぞうきんを洗って干す
　その2　洗面台をクレンザーで磨く
　その3　トイレットペーパーをチェックし補充と芯捨て
　その4　和式トイレ（3個）磨き拭き
　　　　　　　　　　→　スプレー＋ブラシ＋ペーパーで拭く
　その5　洋式トイレ（3個）磨き拭き
　　　　　　　　　　→　スプレー＋ブラシ＋ペーパーで拭く

　　まず、できそうなものを一つ選んで挑戦してみてください。
　　やり遂げた後は、きっと主の平安に満たされた気持ちになると思います。

クリーンアップグループ
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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〈34〉──

音訳は奥深い

　音訳とは「目の不自由な方の目の代わりに
なって読むこと」で、「本、新聞、雑誌など
を書いてあるとおりに読み、写真、イラスト、
図、表なども読みます」。そのためには「聴
く人に伝わるように音訳する技術、幅広い知
識、明瞭な発音、滑舌が大切です」と勉強会
で学び、努力はしているつもりですがなかな
か…。音訳は奥深いです。

　イグナチオ教会“音訳サービス”（当時は
テープサービス）は40年前に始まりました。
当初は依頼本など、主に本の音訳をしていま
したが、1986年にＣＬＣインフォメーション
センターが発足して『カトリック新聞』の音
訳が開始されると音訳サービスも参加し、他
の教会の方々とも協力して音訳し、録音した
テープやＣＤを全国の視覚障がい者の方々に
お送りするようになりました。以来30年間休
むことなく活動を続けてきました。

　そして現在は教会報『マジス』『毎日のミ
サ』『聖母の騎士』なども担当グループごと
に音訳し、ＣＤやテープに録音して必要な方
にお送りしています。依頼本も音訳します。
　40年前に活動を始めた時はテープデッキ 1
台だけ。ダビングにもご苦労され、教会改築
などで録音室を探しながらも音訳を続けてこ
られた先輩方のご努力によって、現在の恵ま
れた活動ができるようになったのだと深く感
謝しています。

　さてここで、ある日の私の音訳の様子をお
知らせしてみます。
①担当の新聞を広げて黙読。難解な漢字・こ
とば・人名・地名・アクセントなどチェック
→② ｢筆者が最も伝えたいことは何か｣ を考
えながらじっくり黙読→③①でチェックした
所を調べる。声に出して下読みをする。→④
歯をていねいに磨き（口中音の防止）、軽く
全身運動→⑤大声で腹式呼吸で ｢アエイウエ
オアオ…｣ と発声練習→⑥デジタル録音機の
前に座って録音開始！　目の前のリスナー
（想像）を意識しながら読み始める。途中何
度か読み間違えたら訂正しながら録音終了！

　完璧！！に音訳できてる！！はずが…。
　毎回、自分の読みのイメージとでき上がっ
た録音の読みのあまりの落差に打ちのめされ
ます。がその度に ｢私の拙い音訳でも聴いて
くださる方がいらっしゃる。次はもっと良い
音訳ができるように頑張ろう｣ と自分を励ま
し、次の音訳にかかります。

　最後になりましたが、私たちの録音を聴い
てくださる方々、私たちの活動を支えてくだ
さる神父様方、教会の方々、本当にありがと
うございます。
　これからも心を込めて音訳サービス一同、
活動を続けてまいりますので、皆様どうぞよ
ろしくお願い申し上げます。

音訳サービス　辻本はつ江

音訳サービスご希望の方々へ

　教会報『マジス』のＣＤ・テープは、主

聖堂前室やティーサロンに置いてあります。

　『カトリック新聞』など定期的にお聴きに

なりたい方は教会受付、または音訳サービ

スに直接ご連絡ください。

メンバー募集
　音訳の活動をご一緒にしてくださる方、
活動にご興味のある方、見学にいらしてく
ださい。大歓迎！
場所：信徒会館 2Ｆ図書室
毎月第 1・ 2月曜日『カトリック新聞』
　　第 1火曜日　教会報『マジス』
時間：いずれも10：30～
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洗　礼
（ 7月 3日～ 8月13日）

　おめでとうございます　
ペトロ　Nguyen Khuong Duy
マリア　Nguyen Thao Nghi

マリア　テレジア　関　　　照　子
マリア　テレジア　平　尾　香　乃
エリザベート　神　田　理紗子

マリア　パラクリータ　中　島　知　渚
マリア　ガブリエラ　Monica　Phua

マルタ　堀　田　仁　子
ソフィア　ローザ　ミスティカ　千　蔵　克　江
モニカ マグダレナ　小　山　由希子
マリア  エミリ  クリスティーナ　平　澤　花　奈

ミカエル　川　原　敏　裕
クララ　モニカ　石　井　　　雪
ガブリエル　山　口　英　斉

リリー　ソフィア　ドレアー　ソフィア　ゆり
マリア　Kuramoto Yuriko
マリア　Bui  Kim  Ngan
マリア　荻　野　千代子
マリア　杉　田　依　里

マリア　ラファエラ　杉　田　　　実

結　婚
（ 7月 2日～ 30日）
お　幸　せ　に

　富　田　召　悟
ベルナデッタ　平　田　恵梨子

　大　門　則　亮
アグネス　島　田　さい子

ロベルト　木戸大介ロベルト
　稲　冨　由　佳

　若　林　　　徹
マリア　大　橋　玲　子

転　入
（ 7月14日～ 9月 4日）
どうぞ　よろしく

葛　西　　　伶　　岐　　阜
葛　西　　　舞　　岐 　 阜
葛　西　夫紀子　　岐　　阜
佐　藤　由香里　　目 　 黒
松　本　則　子　　習 志 野
金　原　玲　子　　目 　 黒
金　原　吉　朗　　目 　 黒
金　原　和　子　　目 　 黒
金　原　恭　子　　目 　 黒
金　原　裕　子　　目 　 黒
田　熊　苑　子　　西 千 葉

田　熊　聡　子　　西 千 葉
田　熊　紀　子　　西 千 葉
田　熊　博　志　　西 千 葉
河　合　正　紀　　多 　 摩
藤　原　　　馨　　多 　 摩
南　郷　佑未子　　つ く ば
寺　嶋　理　佳　　神戸中央
寺　嶋　史　和　　関 　 口
寺　嶋　依　理　　関 　 口
寺　嶋　優　佳　　関　　口
　蟹　江　康　弘　　岐 　 阜
阿　部　信　一　　元寺小路

帰　天
お祈りください

マリア　加　藤　　　克　 5/23
アニエス　ルチア　安　田　悳　子     7/23
マリア　セシリア　アグネス　田中館　紀　子     7/25
ミカエル　川　原　敏　裕     7/25
クリスティーナ　剱持クリスティーナ　 7/28
ヨハネ　ア　デオ　山　田　博　義　   8/2
タデウス　宮　本　敏　夫　 8/12
マリア　チェチリア　フランシスカ

　矢　田　敦　子　 8/17
キャサリン　アン　長谷川　カヨ子　 8/20
マリア　テレジア　清　原　富士子　 8/24
クララ　土　屋　絢　子　   9/4

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：水曜日（第 1と祝日は休み）午後 1時30分から 3時30分
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。

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
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