結婚クラス / セミナー修了者におくる情報誌
■結婚感謝の集いとミサ

23 号

日 時：2007年11 月 4 日
（日）
15：00
場 所：聖イグナチオ教会 主聖堂
懇親会：ヨセフホール 16：00

2007 年・秋号
「もはや二人ではなく一体（

■七五三祝福式
日
場

）である」マタイ 19・6

時：2007 年 11 月 18 日
（日）
15：00
所：聖イグナチオ教会 主聖堂

思い起こせば、結婚セミナー最終回のテーマは「神と祈り」でした。当時のセミナーノートには、

特集

祈る

次のようなメモが書き記されていました。
・あなたの心の声を裏切ってはいけない
人間の幸、不幸に関わる心の声に耳を傾けなさい、従いなさい
・神に感謝（苦しい時も嬉しい時も、神頼み）
「運が良かった」ではなく、まずは人に、まずは夫婦で感謝することから始めてみる
・祈りとは
人と人（夫婦）のよいコミュニケーション
お願いしますという素直な姿勢 譲って、捧げて、見上げて⇔うぬぼれ、傲慢、せっかち

同様のテーマについて多かれ少なかれ結婚クラスやセミナーで話し合われたことと思います。さて、
今回は結婚後の日常生活における「祈る」について取り上げました。心の声に耳を傾けてみてください。
感謝してみてください。話してみてください。

司祭からの
メッセージ 「First Things ﬁrst」
最近いろいろなアンケートを読んでみると、結婚した
い人は少なくなり、結婚しても子どもを望まない人も多

ドメニコ・ヴィタリ

彼女の本からいくつか引用して皆さんが心に受けとめ
ていただけたらと思います。

いので、家庭が大きい危機にさらされていることでしょ
う。このようになってしまったのは、いろいろな原因が

◆ お母さん、お父さんベストを尽くし最高の自

あるでしょうが、いくつかの最も大切なことを忘れてし

分を与え、最高の自分になりましょう。そう

まっているのではないでしょうか。２年前に夏の間、ド

すれば子どもから最高のものを引き出すこと

ロシー・ロー・ノルトという素敵な教育者がアメリカか

ができるでしょう。

ら来日して、
いくつかの幼稚園をまわって話をしました。
その話を『いちばん大切なこと。
』
（PHP 出版）という
本にまとめられて出版されました。アメリカに帰って間
もなく帰天されましたが、日本の旅での話が彼女の素敵

◆ 子どもへの一番大事な贈りものは、支えてあ
げることです。こう教えてあげてください。
「夏季学校、私がここにいる。いつでも助け
てあげる」

な遺言のことばのように受け取れます。その中で彼女は

◆ 家族は一緒に学ぶ仲間です。

人間が最も目指すべき大切なものとして次のように表し

◆ 与えたり受け取ったりするうちに、愛は増え

ています。
○

一番素敵な自分になること

○

一番素敵なことをすること

○

一番素敵なものを与えること

非常に簡単に人間の目指すものとして描かれていて、

ていきます。
愛そのものが育って大きくなるのです。
そういった単純なことを忘れてし
まっている現代の家庭は危機にさら
されています。

あいまいのように思われますが素直に心に受け止めたら

皆さん今からでも素敵な家庭に

わかるようになります。単に子どもたちだけでなく、幼

なれます。是非ドロシー・ロー・

稚園の保護者や教育者に話したことばでもあります。

ノルトの『いちばん大切なこと。』

そして家庭においてこそ、そのことばで示されている
目標に達することができるのではないでしょうか。それ
によってのみ一緒に幸せになる。

をお読みになってください。

特集

祈る
－朝 な夕なそして絶えず祈ること－
私は毎朝、家庭祭壇の前で、「今日も私は目覚めた、神様の慈しみのうちに、父よ

特集

あなたに賛美と感謝、どうぞ今日一日御旨にかなった生活を送らせてください」とお

祈る

願いし、「毎日のミサ」次第を黙読、その日の日程について黙想する。又、毎晩、そ
れぞれの生活のスケジュールは違っても、一定の時間にはひと時を割いて夫婦揃って
祭壇に向かい共に夕べの祈りを捧げる習慣を長年続けている。「私共は今眠り神様は

又目覚めさせてくださる。父よ私共の魂をあなたの御手に・・・」と唱えてから一日の無事を感謝、そして諸々の
反省と詫び、お願い、特に近年は加齢と共に病い等で悩む知人も増え、その為に祈る時間も長くなった。「二人が
心を一つにして求めるなら天の父はそれを叶えてくださる」
（マタイ 18・19 － 20）というキリストの言葉により頼み、
忙しい中でもひと時、心を合わせて祈ることでこれが一日の終わりに安らぎを与えてくれる。
朝夕の祈りのほかに主日のミサに於ける祈りは、一週の初めに元気を頂く源のような気がする。そして、一連
のロザリオをポケットに一日の内でもふと気がついた時、自分
なりの祈りを心の内で唱えることが雑事で追われる心に折々の
清涼剤を与えるようである。
言うまでもなくイエス様自らが弟子達に教えられた“主祷文”
（マタイ６章、ルカ 11 章）が全てを含んだ最高の祈りの言葉で
あり、その他、祈りについての考察は数多くの優れた識者によっ
てなされて私が述べるまでもないが、何より神に心を向け、何
時でも何処でも、自分の為にも人の為にも聖パウロの言葉（Ⅰ
テサロニケ５・16 － 18）のように“絶えず祈る”ことで神を身
近に感じ、どのような場合に於いても、所謂“人事を尽くして

結婚講座担当

黒川恒雄・佐和子ご夫妻

天命を待つ”ようにつとめ、祈りの内に全てを神に委ねる、こうすると自ずから心の安寧を得、日々の生活も恵み
豊かなものになると思う。万物の霊長の人間と動物を確実に区別するものは究極において「祈り」であると言われ
ているが、まさに、祈りこそが聖霊の息吹によって生かされた人間の最も崇高かつ深遠な行為であるといわれる所
以であろう。
年輪を重ねてきた今日この頃、聖イグナチオ教会初代主任司祭ホイヴェルス師の詩作「最上のわざ」にある次
の言葉がしみじみと心に沁みる。「・・・神は（人生の）最後に一番よい仕事を残してくださる、それは祈りだ。
手は何も出来ないけれど最後まで合掌できる。愛するすべての人の上に神の恵みを求めるために・・・」
黒川

最上のわざ

この世の最上のわざは何？

楽しい心で年をとり︑

働きたいけれども休み︑

しゃべりたいけれども黙り︑

失望しそうなときに希望し︑

従順に︑平静に︑おのれの十字架をになう︒

若者が元気いっぱいで神の道を歩むのを見ても︑ねたまず︑

人のために働くよりも︑

謙虚に人の世話になり︑

弱って︑もはや人のために役だたずとも︑

親切で柔和であること︒

老いの重荷は神の賜物︑

古びた心に︑これで最後のみがきをかける︒

まことのふるさとへ行くために︒

おのれをこの世につなぐくさりを少しずつはずしていくのは︑

真にえらい仕事︒

こうして何もできなくなれば︑

それを謙虚に承諾するのだ︒

神は最後にいちばんよい仕事を残してくださる︒

それは祈りだ︒

手は何も出来ない︒

けれども最後まで合掌できる︒

愛するすべての人のうえに︑神の恵みを求めるために︒

すべてをなし終えたら︑

臨終の床に神の声をきくだろう︒

﹁来よ︑わが友よ︑われなんじを見捨てじ﹂と︒

ホイヴェルス師著﹁人生の秋に﹂より

2

恒雄
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ーそのとき、見えない人の目が開き、聞こえない人の耳が開く ( イザヤ 35・5) ー
「目には見えず、手で触って確かめることもできない“愛”を、あなた方はなぜ信じるのですか？もう既に、あ
なた方は朝から晩まで祈っていますよ」。――信仰だとか祈りだとか「そのテの話は遠慮したい」と思っていた当
時の僕に、こんな語りでいきなり不意打ちをくらわしたのは、結婚セミナーのスペイン人の神父様だった。
祈りとは、定型の文言をただ唱えることではなく、謙遜な心の態度そのもの。「だから“ごめんね”“ありがとう”
“ヨロシクね”
、これは皆立派な祈りですよ」と師は熱弁をふるった。今から思えばこの時、僕は「祈る」ことにつ
いて“自由になれた”のだと思う。つまり、何か確固たる信条や特別な形式を備えていなくてもいい、ありのまま
の素朴な心の動きの中に祈りは流れているのだと…。
とは言え日々の生活の中で、祈りと呼べるような謙遜な心をいつも持てるだろうか。師は、自信たっぷりに続けた。
「大丈夫、あなた方が祈れない時、あなた方に代わって聖霊が祈って下さっています」。この言葉を聞いて、頼もし
く嬉しい感じがした。言葉の意味は分からなかったけど、祈りの中では独りではないというニュアンスに、何とな
く合点がいった。
「そうでありますように」と、たぶん僕は祈り始めたのだった。結婚という恵みを通して、初め
て祈ることへ抵抗なく自分の心が開かれた。それは同時に、神様に対して初めて素直に心を向けた瞬間だったのか
もしれない。
師の強い勧めで“Marriage Encounter Weekend”というプログラムに参加した。夫婦の関わりを深める対話と
いう鍵も、それ自体祈りなのだと実感した。今は洗礼を授かって９
年目、カトリックの伝統的な祈りに日々親しみながら、師の声を聴く。
「心と心をつなぐ唯一のパイプは祈りだよ」「祈りは心の翼」
アーメン、ヨロシクね。（ネブレダ風）

渡辺

ー手を取り合って夫婦で祈るー

彰彦

1995 年 9 月ネブレダ神父結婚セミナー修了
結婚講座担当 渡辺 彰彦・明美ご夫妻

折角の機会なので、「夫婦で祈る」ことについて、私たちのことを少し分かち合いたい。といっても、堅苦しい
ものではなく、
「夫婦だからできる祈り」というイメージだ。
以前に知人から勧められたこともあって、私たちは二人で一緒に食事をする時、食事の前に二人で手を取って
祈ることにしている。今、心にあることを自由に祈り、その後、教会の祈りの一つを唱える。また、ミサ中や他の
場面でも、二人で心を合わせて祈りたい時には、自然と手を取り合って祈っている。手を取り合えば、言葉になら
ないところまで通じ合う。今、手を取っている私たちと一緒に神様がいると感じる。たとえ、ケンカ中でも。長崎
のある神父様が、
「一人＋一人の祈りは、二人分以上の祈りになる」とおっしゃっていたけれど、本当にそのとお
りではないかと思う。少なくとも、祈る側の私としては、彰彦と二人、心を一致して祈る時、私×２以上の力強さ
を実感する。それは多分、夫婦だから。
もう一つ、別の例を挙げよう。私達は、朝、出勤する時には玄関で挨拶を交わす。その時、今日も事故や事件
に巻き込まれることがないように、途中で急に病気で倒れたりすることがないように、
「必ず無事に帰ってきて」と、
心から祈っている。「行っていらっしゃい、神様と共に」。そう挨拶する国があると聞いたことがあるが、まさにそ
んな祈りを毎朝繰り返す。
こんな風に、私達夫婦の祈りは、毎日の生活の中に自然と流れている。日常生活の嵐の中にあって、ちょっと
足を止めて二人で祈る。毎日できるわけではない。時間だって、本当に短い。ケンカしていたり、疲れていたりし
て心がこもらない時もある。けれど、私にとっては大切な時間だ。彰彦の手を取って祈りながら、今日も彰彦が共
にいることを感謝し、夫婦であることの恵みや喜びを実感することができる。
渡辺

明美
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祈る
書籍にみる「祈り」～「光と希望」ルイス・カンガス著

から抜粋

「祈り」とは？
人間の本質は、一人で存在するのではなく、他の人との間に、そして他者との交
わりの中にいる者です。マルティン・ブーバー
（1878 ～ 1965）が書いているように「人
間は両親の精神的な交わり、対話、肉体的な交わり、対話によって生まれ、人間は
交わり、
対話をするために生きる」のです。祈りは、
神と交わり、
対話をすることです。
私たちは、だれに教えられるものでもなく、自然な心の動きで、どんな人間も神頼
みをします。すなわち、人間は本質的に祈ります。

「過去」を神の憐れみと「将来」を神のみ摂理に任せて「今」に生きるために
『空の鳥をよく見なさい。野の花を見なさい・・・・・』（マタイ 6・25 ～ 34）「過去」はすでに過ぎ去ったことですから、
私たちの手には届きません。それを神の憐れみ深さに任せ安心するようにしましょう。また、イエスは言われます。
「将
来」のことを心配しないように『明日のことまで思い悩むな』と。まだ来ていない明日のことは分かりませんから、そ
の日のことだけで充分であるということです。
ある人は昨日のことを心配するあまり、今日のことを怠りますから、結果として、明日は今日の怠りのことで悩むの
です。明日のことを心配して、今日に全力を傾けないのです。人生の正確な時間は、祈りの中で過去を神の憐れみに、
将来を神の摂理に任せ、今を生かし、今に生きることです。

「神頼み」
よく耳にしますが、これは良い祈りでしょうか。神に話すことであれば、どのような祈りでも良い祈りと言えます。
私たちが神と心から話すことができれば、すべての祈りは素晴らしいものになります。

小学生・中学生の「祈る」～ アンケート調査結果から
聖イグナチオ教会土曜学校の小学生 63 名（平均年齢 8.2 歳）と、中学生会の中学生 16 名（平均年齢 12.8 歳）にアンケー
ト調査に協力していただきました。ご協力いただいたみなさん、ありがとうございました。
質問１

どこで祈るの？

（複数回答可）

教会

質問３

家・自室

その他
0%

10%

20%

30%

小学生（n=63）

40%

50%

60%

70%

中学生（n=16）

小中学生ともに、教会、家や自室が多く、次いで学校でした。
質問２

いつ祈るの？

（複数回答可）

夜寝る時
ミサの時
普段
食事（前後）
朝起きた時
その他
10%

20%

小学生（n=63）



何について祈るの？

（複数回答可）

小学生（n=63）

学校

0%

小中学生ともに、半数以上が夜寝る時でした。また、い
つでも普段の生活が目立ちました。食事の時や朝起きた時
など、祈ることが習慣となっている様子がうかがえました。

30%

40%

50%

中学生（n=16）

60%

70%

戦争・災害など世界の平和

41.3%

家族のこと

23.8%

友だちのこと

15.9%

勉強のこと

7.9%

自分のこと

6.3%

ありがとう

4.8%

健康

4.8%

中学生（n=16）
家族の幸せや安全

43.8%

願い・悩み・罪のゆるし

37.5%

戦争・災害など世界の平和

31.3%

１日への感謝

31.3%

友だちのこと

12.5%

世界の平和は共通しています。中学生は、小学生に比べ
るとより身近なこと、家族や自分のことを祈る傾向がみら
れました。

ガラルダ神父の信仰シリーズ

第

７

回

四つの祈り方
祈りの目的は、神を感じ、その身近な暖かさを味
わうことです。
祈りの結果は、携帯の充電、Suica のチャージ、

四番目は、やや難しくて、非常に有意義な祈りで
す。それは、黙想です。要するに、自分が、少し時
間をかけて、落ち着いた沈黙の中で、自分の奥深い

心の元気付けです。要するに、祈りによって、枝で

ところにいらっしゃる神様と親しく話し合うという

ある自分が、ぶどうの木であるキリストに結び付け

祈りです。話題は何でもいいです。たとえば、福音

られるので、自分がキリストの命と愛に満たされる

の好きな箇所を心で読んでから、そのメッセージを

のです。マザー・テレサが常に繰り返していたこと

自分の状況に当てはめてみながら、イエスに向かっ

ですが、機械的に人を助けるより、愛をもって人を

て、
「そんなイエスに私もなりたい」とつぶやくとい

大切にするには、祈って、キリストの愛に満たされ

う祈りです。そうしているうちに、愛されている実

る必要があります。祈る必要性と喜びを感じる人は、

感、愛する望みが、しみじみと湧いてくるでしょう。

祈る義務感を超えて、自ずと祈りたくなるでしょう。
いろいろな祈り方の中から、四つの種類を簡単に指
摘しましょう。

ところで、「神と話す」といえば、この実話が浮
かんできます。ある農夫は、「わしは毎日、畑の帰
りに、教会のベンチに座って、一時間ほど神と話し

一つの種類は、願いの祈りです。自分のため、人

合っている」と言いました。「あなたは神に何を話

のため、世界と自然のために、感謝しながら何かを

しますか」と聞かれた時、「私ですか？何も。ただ

頼むという祈りです。願うことは何でもいいのです

神の話に聞き入っているだけです」。「で、神様があ

が、イエスは、何よりも Gracia 求めなさいと薦め

なたに何をおっしゃっていますか？」「神ですか？

ました。Gracia とは、愛されている実感、愛する

何も。ただわしの話に聞き入っていらっしゃるだけ

望みを抱かせて下さる特定の恵みです。これさえあ

です」。愛に満ちた沈黙の話し合いは綺麗。

れば、人間が苦しみの中でも、深い喜びを感じて生
きることができます。

このような祈り方がありますが、結局、祈りの理
論より、祈りの実践が大切です。自分の祈り方を身

もう一つの種類は、祈りの本でも好きな祈りを

に着つけて、その時その時の精神状態、体の具合、

ゆっくりと黙って唱えるという祈りです。あるいは、

わずらわしい問題などに祈り方を合わせながら、一

暗記している祈りを意識的に繰り返すということで

人でも、家族でも、教会の皆と一緒にでも祈る必要

す。ロザリオもこのタイプの祈りです。

性を感じて、喜んで祈ることにしましょう。

インスタント祈りという種類もあります。仕事か
電車の時にでも、小さい子供を見ている時にでも、
夜ふと目が覚める時にでも、楽しい、悲しい時にで
も、一瞬、神にひとこと言って、神からひとことを
聞くという祈りです。このひとことは、自分が神と
共に歩んでいることを実感する「ついでの祈り」で
す。しかし、
「これがいい！これだけにしよう！」
とおっしゃらずに、四番目の祈り方をも体験してみ
ましょう。
ハビエル・ガラルダＳ . Ｊ .



祈らずにはいられない
私たち夫婦は、35 年前に聖イグナチオ教会で結婚して
（カンガス神父様司式）、「順境においても逆境において
も・・・・」と誓いの言葉を交わしました。その時には、
順境について逆境についてそれほど深く考えていません

り、少しでも住みやすい環境にしていくべきだと感じる
ようになりました。
次男は 4 月になって、障害者手帳の交付を申請し、車
椅子を利用するようになりました。

でした。というより、幸せに満ちた人生を想像して誓っ
たように覚えています。でも 35 年間には考えてもみない

その直後、私たちの 35 周年の結婚記念日（4 月 9 日）

ことも起こってきます。その中には、祈らずにはいられ

の翌日に、夫・邦弘に胃癌という診断が下されました。

ないこともあります。

夫は一年くらい前から少し痩せてきていましたが元気で

昨年 6 月に松本神父様を中心にヨーロッパ巡礼の旅に

した。少し気になっていたようですが、以前から毎月、

夫婦で参加して、ヴァチカンでの教皇様の謁見、ルルド

循環器科に通院していましたので、私は全然気がつきま

での沐浴、フランシスコ・ザビエルの生誕地訪問など大

せんでした。妻としては失格かもしれません。早速 5 月

きなお恵みをいただいたと感謝していました。

21 日に手術を受けることになりました。手術の前日に次
男は福岡から車椅子で羽田に到着しました。長時間の手
術が終わって ICU の夫の最初の言葉は
「生きていて良かっ
た！」次男を気遣って「車椅子は？」手術を受けた夫は
それでもやはり父親をやっていたんでしょうね。これに
は驚きました。入院中、皆様からのお祈りには感謝して
おります。31 日には退院でき順調に快方に向かい、
その後、
治療を続けています。夫は「神様に身を委ねているので
大丈夫！」ととても落ち着いて穏やかに過ごしています。
夫はそうであっても、妻としては夫が胃を三分の二切除
したので、これからのことなどなかなか心配なこともあ
ります。でも、夫の言うようにいつも神様が見守ってく
ださっているので、お任せすることにしました。

その後、福岡在住の次男が、交通事故に遭いました。
それほど心配なことではないから、福岡まで来なくても
大丈夫とのことでした。ところが退院後、しばらくして
からの次男の電話は、「右手と右足がヘンなので、大きな
病院で診察してもらったら、中枢神経にダメージを受け
てしまったようだ」。私たち夫婦はビックリして、福岡に
行き先生にお会いして説明を受けました。「追突された時
に、中枢神経にダメージを受けて、これ以上悪くならな
いようにリハビリをしてもらっています。でも麻痺は消
えないでしょう。これからは障害を受け入れて、障害者
としての道を考えるようにしてください」。
突然のことで、この現実を受けとめるのに私たち夫婦
には時間がかかりました。次男は、かなり冷静で、私た

私たちは次男の事故、夫の病気のことをまわりの方々

ちに心配をかけることをとても気にしていました。小さ

にお知らせしていましたので、それを聞いた方々も祈ら

い時からあんなに元気で、スポーツも万能だった子がな

ずにはいられなかったそうです。
「私も一緒にお祈りの輪

ぜ？と信じられません。親として私たち夫婦の残りの時

に入らせてください」と声をかけられました。多くの方々

間より次男のこれからの時間の方が長いし、親はいつま

のお祈りに支えられてきました。そしてまた以前よりも

でも生きてるわけではありません。これから先、一生障

神様を身近に感じて、お祈りの時間が長くなってきまし

害を抱えて生きていくことの大変さを考えました。でも

た。お祈りは神様に必ず届きます。だからどんな時でも、

だんだん日が経つにつれて、この世の中には障害者も健

何処でも祈るのです。お陰様で次男は一年後の 9 月に職

常者もいて共存しているのだということに気づかされま

場復帰することができました。神様から大きな大きなお

した。それからは障害を持っている人たちに目が向くよ

恵みを与えていただいたと心から感謝しています。

うになり、そのような人たちの立場を理解できる人にな



2007年７月山口のカンガス神父を訪ねて
カンガス神父、バラ神父、アルカラ神父、ヴィタリ神父と一緒に

結婚講座担当

神谷邦弘・智子

新任・転任の神父様紹介
新 任
ドメニコ・ヴィタリ神父様
（主任司祭）

新 任

転 任

ロベルトゥス・バンバン・

4 月に松本紘一神父様

ルディアント神父様

1975 年聖イグナチオ教会からフラン

水戸黄門のテーマ・ソング「人生楽あ

ス、山口ザビエル教会、

りゃ苦もあるさ・・・」が

そして徳山教会を経て
戻ってきました。
陽気で楽しいイタリ

がマニラ

アルペ国際

神 学 院 に、 松 井 紀 直 神

大好きなインドネシ

父様が広島祇園教会に
転任されました。

ア人の神父様です。
土曜学校・日曜学校

祈りいたします。

新転地でのご活躍をお

を担当します。

ア人、美術に造詣が
深い神父様です。

書 籍 紹 介

「ベレンで巡る世界のクリスマス」

祇園教会での「世界の馬小屋展」をきっかけに、カンガス神父様、信徒たちの協力で、編集発刊できました。
著者は、スペインから 47 年前に来日されたシスターです。モザイク作家またザビエル高校の勤務のかたわら山
口ザビエル教会などで、クリスマスの情景の展示、世界の小さな馬小屋「ベレン」のコレクションとその展示会
を行ってきました。民族性豊かな作品により、クリスマスの意味を思い出し、皆で作る「馬小屋作り」をすすめ
ています。
そして、
「クリスマスは、光をもたらします。みんなに主の平和があるようにベレンを囲んで祈ります」という
メッセージが皆様に伝わりますように、また「本当のクリスマスの意味を伝えたい」と著者は願っています。

ベレン

キリスト誕生の地ベツレヘムをスペイン語でベレンと言います。今ではキリスト誕生の様子をミニ
チュアで再現したクリスマス飾りをさします。

内容
☆

はじめてのクリスマス・・・御聖誕

☆

世界の馬小屋を訪ねて・・・大陸別に紹介

☆

私の思い出・・・スペイン・カタロニアの馬小屋作り、三博士のお祝いなど

☆

皆様の作品・・・手作り品

体裁：80 ページ

フルカラー

35 カ国

Ｂ５版上製

価格：￥1600（税込）
著者
発行所

フランチスカ・ロビラ・カロル（キリスト・イエズスの宣教会）
有限会社

お問い合わせは

文化評論
〒 731-3161

広島市安佐南区沼田町伴 9299 － 4

Tel/Fax 082-848-4829
藤井

メール belen@rhythm.ocn.ne.jp

芳子



「結婚感謝の集い及びミサ」のお知らせ
22 号でもお知らせいたしましたが、昨年まで 5 月と
11 月にそれぞれ別々に行われておりました「結婚感謝ミサ」
と「結婚感謝の集い」が、今年から共同開催されることになり、
来る 11 月 4 日（日）15 時から主聖堂にて行われます。この 1

ne

年間をご夫婦であるいはご家族で過ごしたことに感謝を捧げ、
また新たな 1 年を一緒に祈りましょう。その後の懇親会もご

聖イグナチオ教会にはこんな
にイベントがあります！
11 月 2007
4 日 ( 日 )15:00 16:00～懇親会
結婚感謝の集いとミサ
11日( 日 )10:30
子どもと共に捧げるミサ
18日 ( 日 ) 15:00
七五三祝福式
１２月
2日(日)
教会クリスマスバザー
22 日 ( 土 ) 14:00
子どもと家庭のクリスマスミサ

ざいますので、どうぞ皆様お越し下さい。

次号
特集

「家族の健康」

ご自分がお受けになった「結婚セミナー」・「結婚クラス」を思い起こ
してみてください。あれからどれほど経ったことでしょう。まだお二人
が独身の頃、お互い時間を割いて５ヶ月間参加されましたね。皆さん、
様々なテーマと面と向かって向き合い、考え、他の方々の考えを聞き、
ご自分たちと照らし合わせ更に感じたことは、大変貴重なご経験であっ
たことと思います。一つの財産といっても過言ではないかもしれません
ね。

24 日 ( 月 )
クリスマス前夜のミサ

第１ミサ 16:30 ～ 17:15
第２ミサ 17:45 ～ 18:30
第３ミサ 19:00 ～ 20:00
（キャンドル・手話つき）
第４ミサ 20:30 ～ 21:15
（フォーク）
第５ミサ 21:45 ～ 22:30
第６ミサ 23:00 ～ 23:45

25 日 ( 火 )
クリスマスのミサ
ミサの時間は主日と同じ
6:00/7:30/9:00/10:30/18:00
( 日本語 )
12:00( 英語 )/13:30( スペイン語 )
１月 2008
１日 ( 火 )
元旦ミサ

●●●読者⇔

13 日 ( 日 ) 10:30
子どもと共に捧げるミサ

内田 京子
玉木健太郎
渡部 正之

神谷
二木

キャッチボール●●●

皆様からのアンケートが企画・誌面作り
に生かされます。
是非、ご意見・ご感想をお寄せください。

編集参加者（50 音順）
石井真由美
武田 伸子
三浦 美保

さて現在はどうでしょうか？あの頃のように少しでも立ち止まって考
えることがありますか？
次号
第 24 号では、皆さんに再びお考えいただきたく、テーマ
は「家族の健康」。
今再びご自分に問いかけてみては如何でしょうか？また、アンケート
でも様々なご意見をお待ちしております。
渡部 正之

智子
文香
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編集参加者も募集しています！

編 集 後 記
最近、ペットの犬（コリー）が亡くなりました。15 才の大往生でした。たとえ人間でなく
とも、昨日まで生きていた動物の「骸（むくろ）＝死」に直面すると何かしら祈らせざるを
得ない心境になりました。犬のお葬式の中で一心不乱に「安らかに」
。ただそれだけを祈って
いました。
ところで、今回のテーマを考えるにあたって初めて、聖イグナチオ教会のホームページの
中の「祈りの場」
（www.ignatius.gr.jp/inori）にアクセスしてみました。あらためて祈ること
について、考えることとなりました。もし、あなたがまだご存知でなければ一度訪れてみて
は如何ですか？
渡部

正之

