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[新しい協働]フォーラム
第 5 回「隣人となる恵み～インターナショナル共同体との交わり」
イグナチオ教会では 2017 年度から「ミッション 2030」に取り組み、「祈りを深める」「福音を伝える」
「共同体を生きる」という各柱で、順次ワークショップを行ってきました。
今年度は「新しい協働」をテーマに、司祭、修道者、信徒の区別なく連携していくことを目指して、教会活
動を広く見直すためのフォーラムを全６回の予定で開催しています。
第 5 回目のフォーラムは 2022 年 2 月 6 日(日)に行われ、3 つのインターナショナル共同体と 3 つの活動
グループが活動内容などを報告し、発表後には参加者の皆さまとともに分かち合いを行いました。
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次に、
「外国で暮らす」という特
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●第 6 回フォーラムは 2022 年 3 月 20 日(日)13 時～。テーマは「英神父さまと語り合おう ミッション 2030」●
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がらない」という声が多数あった

２回行っている。合唱団、合宿と黙

「各国ならではのアイディアや文
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◆スペイン語圏コミュニティ

ーナショナルミサです。各国共同
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◆東京・インドネシア共同体

例ミーティング、聖書講話、福音を

ただしそれだけでは足りません。

日常生活で実践するための講話な

つながりを深めていくには、目的

どの他、日本人向けのスペイン語
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クラス、外国人向けの日本語クラ
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スなどを開催している(コロナ禍

人共同体がコロナによる生活困窮

によりミサ以外の対面活動はほぼ

者の支援を行っていましたが、こ
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様々な可能性と機会を探り、本

