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今年の教会のテーマは皆さんもご存じの通
り、「福音を伝える」です。それについて 5月
からワークショップが開催され、毎回多くの方
が参加されています。
ところで、皆様は福音の中で一番大切な事は
何だと思いますか？
私は、「神様が愛する御子をこの世に遣わし、
十字架上で犠牲とされ、私たちを救って下さっ
たこと。そして、その御子イエス様は復活さ
れ、いつでも私たちと共に歩んで下さっている
こと。」だと思います。
イエス様がいらっしゃらなければ、私たちは
神様と繋がる事は出来ない、と私は思います。
日々の生活において、神様の愛、憐み、慈しみ
がとても深く、私にはそこまで他人を赦し、愛
することは、できません。
例えば、「見失った羊」のたとえ（ルカ 15：1
‐7）、「無くした銀貨」のたとえ、（ルカ 15：8‐
10）、「放蕩息子」のたとえ（ルカ 15：11‐32）、
「ぶどう園の労働者」のたとえ（マタイ 20：1‐
15）などを読んでいると、そのように感じます。
このたとえを読む度に、神様は本当に全ての
人をご自分のもとに招いていらっしゃるのだ
と感じます。どんな罪を犯しても、神様は決し
てその人間を排除しないという事も感じます。
でも、たとえば「ぶどう園の労働者」のお話し

を考えた時、ぶどう園の主人の考え方は素晴ら
しいです。でも、果たしてこの世の経営者がこ
の論理で労働者を雇えるでしょうか。また、労

働者がこの論理で働く事が出来るでしょうか。
まる一日暑い中、辛抱して働いた人と一時間

しか働かなかった人に同賃金を支払うなど考
えられません。ぶどう園の主人のような経営者
は、この世にはいません。
神様の愛とこの世の論理とは、大きな隔たり

があります。
だからこそ神様と私たちの間を埋め、繋いで

くださる方である、イエス様が必要です。また、
イエス様に深く感謝できるのです。イエス様は
神のひとり子でありながら、私たちと同じ人間
としてお生まれになり、私たちの何倍も苦しみ
を経験されました。そして、神様はイエス様を
十字架上で犠牲とされることで私たちとご自
分との間にある隔たりを取り去って下さいま
した。そしてイエス様は復活され、私たちを大
きな憐みの中に招いておられます。これほど素
晴らしい事は他にないでしょう。
そして、私たちの教会は今、イエス様のご生

誕をお祝いする準備に入っています。幸い、日
本でクリスマスはお祝いとして一般にも親し
まれています。この機会にぜひ一般の方も皆で
教会にお誘いしてはいかがでしょうか。その方
がイエス様と繋がるきっかけになるかもしれ
ません。
多くの方がイエス様と繋がる事を願いつつ、

待降節を過ごしていきたいと思います。

信徒代表　高橋早苗

■ 2018 年　クリスマスミサのご案内 ■
●１２月２２日（土） １４：００　子どもと家庭のクリスマスミサ

●１２月２４日（月） １５：００　・　１７：００　・　１９：００　　キャンドルサービス　（手話通訳あり）　・
　 ２１：００　　フォークミサ　・　２２：３０　　英語

 ミサ前に順番にお並びいただく整理はいたしませんが、安全上入堂を制限する場合があります。
 また、安全確認のため、各ミサ終了後、主聖堂から全員ご退堂いただきます。

●１２月２５日（火） 　７：００　・　８：３０　・　１０：００（手話通訳あり）
 １２：００　英語　・　１３：３０　スペイン語　・　１８：００

一番大切な福音、そしてそれを伝える
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『マジス』はラテン語で，イエズス会のモットー「神のより大いなる栄光のために」を表しています。

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）─「ミッション2030」─福音を伝える

·

St. Ignatius Church

『マジス』はラテン語で イエズス会のモット 「神のより大いなる栄光のた
ag



2

1 月の共同祈願
新しい年を迎えて祈ります。

主よ　私たち一人ひとりに与えられた召命を覚え、
力強く全うする勇気をお与えください。
今年一年　主と共に賛美と感謝の心で
歩んでいくことができますように。

（解　説）
　2019年　新しい年の始まりです。ご生誕の喜び
に加えて、典礼は“主の公現”、“主の洗礼”と続
きます。新年を迎えて新たな心で希望を持って信
仰生活を過ごしましょう。また、あらためて神様
のみもとに招かれた意味を考えて新しくこの教
会の一員となった方々を暖かくお迎えして、早く
馴染んでいかれるように協調していきましょう。

12 月の共同祈願
主のご降誕を迎える季節に祈ります。 

ここに集うわたしたちの、
共に捧げる賛美の歌が、 神様を通して、

病気や災害・争いに苦しむ世界中の兄弟姉妹に、 
安らぎや生きる希望の光を、
与えることができますように。

（解　説）
　12 月は教会にとって、希望と喜びに満ちた月
です。待降節は神の子のご誕生を祝う降誕祭の
ための準備期間であり、 降誕節はそれに続く主
の降誕を記念する期間です。救い主の来臨を待
ち望みながら、 教会共同体や災害や紛争で苦し
んでいる人々に思いをはせ、 ともに賛美の歌を
ささげましょう。

聖イグナチオ教会「祈りのとりなし隊」へのお誘い

「とりなしの祈り」とは、自分のためではなく、他
の人のための祈りです。とりなしをする人は、他の
人の問題を代わりに神に願うのです。誰よりもまず
イエスさまこそ、神さまと罪深い人間との間に立ち、
究極のとりなしをしてくださった方です。また、マ
リアさまの祈りも力強いとりなしの祈りでしょう。
カナの婚宴でぶどう酒が不足したとき、イエスの最
初の奇跡を起こしたのはマリアさまのとりなしでし
た。
主任司祭の英神父さまは、聖イグナチオ教会が

「祈る教会」であることを切に望んでおられます。そ
の意向を受けて、当教会のために、そして当教会の
目標である「ミッション 2030」の実現のために祈る
「祈りのとりなし隊」が発足しました。
「祈りのとりなし隊」は、どなたでもどこにいても
できる祈りの奉仕です。高齢、病気、あるいは家庭
の事情や仕事など、さまざまな理由で教会に来るこ
とができない方も多いことでしょう。そういう方も、
台所、病院や自宅のベッド、通勤電車の中など、ど

こででも祈ることができます。
祈り方は次の通りです。イグナチオ教会では毎日

7時、12 時、18 時にアンジェラスの鐘が鳴りますの
で、このいずれかの時刻に合わせて 1日 1回、教会
のために、「ミッション 2030 の実現のために」とい
う意向で、「主の祈り」「アヴェ・マリアの祈り」「栄
唱」を唱えてください。一人ひとりの祈りは小さく
ても、仲間とともに祈るとき、それは大きな祈りに
なります。「2030」の実現を目指して、より多くの
人がイエス・キリストの福音に出会い、その恵みに
与って救いを受けることができるよう、神の国が地
上に広がることを願って、ご一緒にお祈りしません
か。
「祈りのとりなし隊」は、個人の小さな祈りで教
会を支えるという歯車の使命を持っています。日常
の慌ただしさの中でも、高齢で外的活動が奪われて
も、病気でベッドの生活を余儀なくされても、私た
ちは、祈りによって生涯宣教者であり続けることが
できるのです。

＊＊＊「祈りのとりなし隊」への参加方法＊＊＊
「お名前・所属教会・住所・電話番号」を明記し、以下のいずれかの方法でお申し込みください。祈りの意向や
諸連絡を定期的にお送りします。お預かりした個人情報は当目的以外には使用いたしません。
□ハガキで、「〒 102-0083　千代田区麹町 6-5-1　聖イグナチオ教会　祈りのとりなし隊」宛。
□Ｅメールで inori.torinashitai@gmail.com　宛。

「祈りのとりなし隊」代表　シスター杉原法子（援助マリア会）
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未来に向かって共に歩む 4教会
山口教会・祇園教会・六甲教会・麹町教会はイエズス会 4教会の絆をさらに
深めるために共通ロゴマークを共同制作いたしました。
4教会のクリスマスカードとともに皆さまにご紹介いたします。

＜ロゴマークに込めた 4教会の思い＞
十字架のもとに絆を結ぶ 4教会が、イエズス会の創立者である聖イグナチオ・
デ・ロヨラの霊性を生かし、教会に籠ることなく、互いに助け合い、社会とい
う広い海原に出て行く共同体となります。
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ミサの時間　Mass
【平日Weekday】主聖堂　Main Chapel

7 ：00 / 12：00 / 18：00
【日曜日 Sunday】主聖堂　Main Chapel

土曜 18：00 / 7 ：00 / 8 ：30 / 10：00 / 18：00
12：00（English） / 13：30（Español）

【月の第 1 日曜日 1st Sunday】
Main Chapel 15：00（Viêt Nam）
Our Lady's Chapel 12：30（Português） 16：00（Polski）
Xavier Chapel 16：00（Indonesian）

【月の第 3 日曜日 3rd Sunday】
Main Chapel 15：00（Viêt Nam）
Our Lady's Chapel 16：30（Indonesian）

カトリック麴町教会（聖イグナチオ教会）
〒 102－ 0083　千代田区麴町 6－ 5－ 1
TEL 03 － 3263－ 4584　　FAX 03 － 3263－ 4585
ホームページアドレス :http://www.ignatius.gr.jp

主任司祭： 英　隆一朗
助任司祭：李　相源
 田丸　篤
協力司祭：ヘネロソ・フローレス
 ハビエル・ガラルダ
 平林　冬樹　
 酒井　陽介

ブラザー：吉羽　弘明
シスター：イベッテ・サンチェス
 （セントロ・ロヨラ）

 ローズ・レミジオ
 （ジョン・デ・ブリッド　イングリッシュセンター）

 

新年祝賀会
2019年 1月 6日（日）

　　　　　　　
　　　　　　　11：15 ～　日本語
　　　　　　　13：15 ～　英語
　　　　　　　14：45 ～　スペイン語

　　　　　場所：ヨセフホール

言語別に開催いたしますが、どなたでも
ご自由にご参加いただけます。

お知らせ

・ 平林冬樹神父様が12月末で協力司祭を退任される
ことになりました。

・ 昨年の「枝の祝福式」の枝を 1月 19 日（土）～
1月 27 日（日）の日程で回収いたします。

クリスマス・年末年始の案内所

　　  12 月 24 日（月）　11：00 ～ 22：30
　　  12 月 25 日（火）　 9：30 ～ 19：00
　　  12 月 26 日（水）　お休み

年末年始のお休み　
　　　  12 月 28 日（金）～ 1月 4日（金）

年末年始の教会事務室

12 月 26 日（水）から 1月 3日（木）まで、
通常業務はお休みです。証明書などの
 発行依頼は、お早めにお申し出ください。

信徒会館は 12月 26日（水）から 1月 5日（土）まで
19 時閉館となります。

事務室休業日
2019年 1月 2日（水）・1月 3日（木）

クリプタについて

クリプタ申し込み、納骨に関する業務は
12 月 17 日（月）から 1月 5日（土）まで、

お休みです。なお、お参りは平常通りできます。2019年度信徒評議員候補者の推薦をお願いします。

当教会の運営・管理は宣教司牧評議会の下で行わ
れています。宣教司牧評議会は、司祭団、シスター
と信徒評議員 12 名によって構成されます。
詳細は投票用紙でご確認ください。

　推薦受付期間：2018年 12月 2 日（日）～
　　　　　　　　2019年 1 月 6 日（日）

財務報告

10 月 21 日（日）の「世界宣教の日」のための献金
1,195,405 円は、ローマ教皇庁に送られ、世界中の
宣教地に援助金として届けられます。

20 歳のお祝いを成人式ミサで

2019 年 1月 13日（日）　18：00
ミサ後、ヨセフホールで祝賀会が開かれます。

新成人の方ならどなたでも歓迎します。
受付：当日の 17：00～ 17：30

・

・

11 月 11日（日）七五三祝福式

神父様からの祝福と千歳飴、御メダイをいただきました。


