
 

 



 

 

 

 

 

 

 

平和を願いつつ 

安城教会主任司祭 ボグスワフ・ノヴァク神父 

 

歴史の専門家でなくても、人類の歴史を表面的だ

け見てわかることですが、人類の歴史は、戦争期間

と平和期間から成り立っているということ、つまり、

戦争期間と平和期間の繰り返しであるということ

です。 

平和の期間に、人々はいろいろなものを造ったり

建てたり、買ったり売ったりして、富を集め、段々

と裕福になります。けれどもこの期間はいつまでも

続かずに、また戦争が起こります。この戦争は多く

の人々の命を奪い、様々な障害をもたらすと同時に、

平和の期間に建てられたもの、造られたもの、また

集められたものを破壊します。最終的に戦争は、そ

れに関わっているすべての人に何らかの害を与え

て、大きな損失と苦しみをもたらすのです。それを

見ると戦争は、非常に愚かなものであって、戦争が

ない方が皆にとって良いことであると誰でも認め

るはずです。そのためにも、殆どの人々は平和を求

めているでしょう。それにもかかわらず、次々と新

しい戦争が勃発しています。どうして、人類は戦争

をやめることが出来ないのでしょうか。どうして、

殆どの人々が求めている平和が実現されていない

のでしょうか。 

このことが少しでもわかるために、やっぱり戦争

の原因について考える必要があると思います。勿論、

戦争の原因は多くて、非常に複雑です。 けれども、

基本的な原因が割合と簡単に見出せると思います。

時に戦争の原因となるのは、自分の権力を広めたい

政治家の野心です。例えば、自分の国民が他の国民

より優れているとか、他の国民を支配する権利があ

るというような間違った思想やイデオロギーも戦

争の原因になることがあります。自分の国家の領地

を広めなければならないという確信、または過去に

奪い取られた領地を取り戻さなければならないと

いうような確信も、戦争の原因になるのは珍しくあ

りません。経済的な理由、例えば他国にある資源や

他の富を手に入れるためにこの国を侵略して、戦争

をすることもよくあります。他の国は自分の国にと

って危険なものであるか、これから危険なものにな

ると心配して、この国はより弱い内に、それを破壊

するため、また支配するための戦争もあるでしょう。 

いずれにせよ戦争とは、一つの国家が目指してい

る目的を達するために、他の国に対して用いる暴力

的な手段です。そして、この手段を用いる国家は他

の国民のことを全く考えずに、自分の利益だけ求め

ているのです。つまり、利己心、または、人の心の

中にあるいろいろな不安、心配、恐れや欲が、戦争

の最も根本的な原因になっているということが言

えるではないかと思います。ですから、各国家自体、

そしてその前に、一人ひとりの人が利己心やいろい

ろな不安や恐れなどから自由にならない限り、戦争

「いと高きところには栄光、神にあれ、 

地には平和、御心に適う人にあれ。」 

ルカ 2:14 

主のご降誕祭、おめでとうございます。 

  今年も、救い主の誕生日を祝うことによって、わたしたちは、神の愛

の偉大さを新たに意識して、心を開いて、常にわたしたちのところに来

られるイエス・キリストを受け入れることが出来ますように、そして、

イエスと共に生きることによって、愛に根ざした生活を送り、どんな状

況においても、この世が与えることの出来ないような喜びと平和を味わ

い、それを広めることが出来ますようにお祈りいたします。 



が何よりも愚かなものであるということが分かっ

ても、多くの人々が平和を求めても、新しい戦争が

勃発し続けるに違いないと思います。 

こんな現実に生きている私たちのところにイエ

ス・キリストが来てくださり、「わたしは、平和を

あなたがたに残し、わたしの平和を与える。わたし

はこれを、世が与えるように与えるのではない。」

（ヨハネ 14:27）と言われて、私たちに平和を与え

ることを約束しながら、この平和は、人間に実現可

能な平和と異なるものであると強調されます。人々

が自分たちの力によって実現できる平和と、イエ

ス・キリストが、私たちに与えてくださる平和とは、

どのように異なっているのでしょうか。 

この世の平和は、戦争と同じように、国家の都合、

国家の利益にかかっていると思います。ある国家の

状況が変わって、平和よりも、戦争の方が何らかの

利益になると判断したら、戦争がはじまり、平和の

期間が終わるのです。そのために、この平和は一時

的に戦争がない状態にすぎないものなのです。 

イエスが与えてくださる平和は、常に変わる国家

の都合や国家の利益、また、諸国の力バランスでは

なく、永遠に続く人間同士の愛の交わりと神と人類

の愛の交わりが生み出す状態なのです。イエス・キ

リストが、自分の生き方をもって示してくださった

ように、誰かが他者を本当に愛しているならば、絶

対にこの人を自分の利益のために利用することが

ないのです。それだけではなく、この人は愛する人

の幸福を求めて、この人の善のために、自分自身の

力、才能、時間、財産など、必要であれば自分の命

さえ用いるのです。真の愛は、相互のものであれば、

二人の人を結び合う絆となります。しかも、それは

あらゆる苦しみも死もやぶることのできないほど

強い絆となるのです。そのために真の愛に基づく平

和は、一時的なものではなく、永遠に続くものなの

です。 

この平和を実現するためにイエス・キリストは、

愛に根差す生き方の模範を示してくださいました。

と同時に、イエスは傷つけられている人間の心、ま

たいろいろな不安や恐れにあふれている人間の心

を癒そうとしてくださいます。それから、人間をい

ろいろな束縛から、特に、利己心の束縛から解放す

るように働いてくださり、人間の心を真の愛で満た

そうとしておられます。実は、イエスご自身と同じ

ように、神の愛に満たされた人だけがキリストの平

和の内に生きることと、この平和を実現し、広める

ことが出来るのです。 

イエス・キリストが生きたように生きること、特

に、イエスのように全く無条件に自分に害を与える

人を含めて、すべての人を愛することは不可能だと

大勢の人が考えているようです。けれども、キリス

ト教の 2000 年の歴史が示しているように、非常に

多くの人々は実際にこのように生きたのです。この

人々は、特に力強い人とか、特別な才能をもった人

ではありませんでしたが、この人たち皆が、イエス・

キリストに信頼して、イエス・キリストに自分の命

をゆだね、イエスが自分たちの心を癒し、ご自分の

愛で満たすことに承諾したのです。言い換えれば、

この人たちは、イエス・キリストの愛を受け入れて

から、愛をもって、イエスの愛に応えたのです。  

さて、ますます多くの人々がイエス・キリストに

信頼して、イエスに心を癒やしていただき、いろい

ろな束縛、特に利己心の束縛から解放していただい

て、愛に生きることができますように。そして、真

の愛で結ばれて、キリストの平和に生きている人々

の共同体がますます発展して、キリストの平和が全

世界に広まりますようにお祈りしたいと思います。 

 

 

 



ともに あゆむ 

教会学校 

クリスマス おめでとうございます！ 
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わたしたちの想い 

 

イワナガ リュウジ（小６）        マリア 菊池 りりあ（小 6） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

わたしは、来年小学校を卒業します。 

６年間教会学校に通って、たくさんの経験

をすることができました。 

いつも楽しい企画を考えてくれる三島先

生や他の先生たちにも感謝しています。 

今年のクリスマスイブ・ミサに、マリア様

の役で参加することができて、とても嬉し

いです。 

中学生になっても教会学校のお手伝いを

したいなと思います。 

これからも教会学校にイエス様、マリア様

のご加護がありますように。 

メリークリスマス！ 

 

 

クリスマス おめでとうございます！ 

わたしは、小学 1年生の時に初聖体を受け

ました。教会学校では、歌や勉強をし、ク

リスマスの聖劇では、ヨセフ様の役で参加

しました。 

子供ミサでは、朗読や奉納など典礼奉仕を

しました。今は、主に侍者をやっています。 

このように、いろんな事を教えてくれた安

城教会に感謝しています。 

イエス様に、教会学校の子供たちが、私の

ように学んでほしいと祈ります。 



「聖なる夜に」 

女性部 大坂智美 

クリスマスを教会で過ごすようになって、もうどのくらいになるのでしょうか？ 

24 日夜ミサに与りパーティー、若い頃少し面倒だと思うときもありました。背中を押していただき、教会学校、

そして婦人部の手伝いをするようになると、クリスマスは一大イベントとなり準備からの片付けと忙しく過ぎて

いく時間となりました。それでも何故か楽しく、また久しぶりに教会に来ることが出来た方々との再会、全てが

終わった後にみなさんで囲むお茶、不思議と優しい時間が流れていました。 

わからないですが、きっとこれがクリスマスなのかなぁと、イエス様がお産まれになったことをお祝いする、教

会に来る人々だけでなく、そうでない人たちも少し優しくなれる聖なる夜。 

コロナによって以前のようなパーティー、日々のお茶会などの機会がなくなり、人と人との繋がりやコミュニケ

ーションが難しくなっているのかもしれません。今、少しずつ元に戻り始めています。クリスマスがその機会の

一つになりますように、最後に、安城教会のみなさんと最初に私の背中を押していただいたルカ神父様に出会え

たことに感謝。 

今年を振り返って 

                           壮年部 黒宮正重 

今年で壮年部の部長として２年目になりましたが、１年目と比べてみると徐々に馴れてきたかなと思います。教

会周りの草刈りや、年に一度の教会大掃除の準備や段取り、事前の根回し等メンバーの助けを借りながら順調良

く行えたからです。でもまだ具体的に各信者さんに適格な指示が上手に行かなかったり伝わらなかったりする事

があった事は今後の反省として生かしていかなければと思いました。それでも外国人共同体の人達が活躍してく

れたおかげで順調に事が進んだのは私にとって、また壮年部にとって大きな光明だと思いました。 

さて今年も相変わらずコロナの脅威にさらされる中、ロシアによるウクライナ侵攻という世界を揺るがす重大な

出来事が起こりました。私が信者になって 14 年になりますが今まさに最も自由が危ぶまれ、権力の横暴がます

ますひどくなっています。この動きは中国やミャンマー、アフガニスタン等世界中の国々で起きています。この

動きはアメリカでも起こっています。だからこそイエス様の教えの原点に立ち帰り、回心する様に世界中のカト

リック信者が一層強く平和を願い求めて祈らなければならないと思います。 

今年の待降節からミサの式次第が新しくなり、聖歌も新しくなるまさに「重大な節目の変化」の年が始まります。

新しい式次第で神様とイエス様を賛美し、新たな聖歌でイエス様とマリア様に感謝しながら皆様と共に歌ってい

きたいと思います。 

 

2022 年度 信徒全体集会の開催 

2021年度の教会活動、財務報告および 2022年度の活動計画を主任司祭、全信者対象の出席の下に 5月 28日ホー

ルにて開催された。（詳細は配布資料参照） 

記 

1. 近年のコロナ問題の継続中の中での 2021年度の活動実績と決算の了解。 

2. 本年 2022年の行事、活動の予算の提案およびそれに伴う担当する人員の配置の実施など。 

3. 特に本年は「教会全体の将来の諸問題」の対応を含めて各委員会などの「内部規約」を見直し作成した。今

後大巾に見返した営繕と社会委員会を含めて活用を定着させたい。 

以上 



 

「平和を求める祈り」 
           平和の源、いつくしみ深く、 

         すべての人々の救いを望まれる 

神よ、 

分裂と不和に苦しむ人類に、 

特にウクライナで続いている 

戦争のため、怖れと苦しみの中

で生きているすべての人々に、必要な助け、慰めと

励ましを与え、真の平和への道を示してください。 

そして、愛の霊を送って、諸国の指導者たちを回心

に導いてください。彼らが自らの利益ではなく、 

自国民をはじめ、全世界の人々の真の益となること

を求め、平和のために働くことが出来ますように 

彼らを善意、知恵と愛の力で満たしてください。 

私たちの主、イエス・キリストによって。 

アーメン。 

悩み苦しむ者の慰め、平和の守護者 聖マリア、 

私たちと全世界のために、お祈りください。 

アーメン。 

2 月 24 日ロシアがウクライナに侵

攻し、現在当教会ではミサ後「平和

を求める祈り」を唱えています。 

教区として 8 月 6 日～15 日平和旬

間ミサが行われ、8 月 7 日当教会に

て三河ブロック教会（豊橋、豊田、

岡崎、刈谷、安城）を代表し、当教

会で「平和祈念ミサ」が行われまし

た。 

安城教会は外国の方が多く、現地語

（ポルトガル、スペイン、フィリピ

ン、ベトナム語）のミサがあります。

そのため外国に家族、友人、知人も

多く、また世界中すべての人にとっ

ても、1 日も早く戦争のなくなるこ

とを祈っています。 

 

 

「平和を求める祈り」によせて 

信徒副代表 アウグスチヌス 梅木城治 

私たちはウクライナが巻き込まれた紛争の早期解決を願い「平和を求める祈り」を祈っています。 

主イエス・キリストは仰せになりました。「私は平和を残し私の平和をあなた方に与える」私たちの罪ではなく、

教会の信仰を顧み、お言葉通り、教会に平和と一致をお与えください。（ヨハネ 14 章 27 節） 

「私は平和を残し平和をあなた方に与える」これはキリストが弟子たちに言われた言葉です。次の「私たちの

罪ではなく、教会の信仰を顧み、お言葉通り、教会に平和と一致をお与えください。」ヨハネ 14 章 27 節の後

半「私はこれを、世が与えるように与えるのではない。」を判りやすい表現に言い換えて、キリストのもたらさ

れる平和は、世のものではなく神の国の平和であることを示しています。 

キリストのもたらされる平和を乱すことは罪です。そのために絶えざる回心が必要です。神ご自身が私たちに

お与えになった信仰の恵みを考え、キリストが約束して下さったお言葉を信頼して、祈りたいと思います。「教

会に平和と一致をお与えください。」と祈ることは、神ご自身が何より望んでおられることを実現して欲しいと

いう私たちの願いでもあるからです。 

そしてミサの中では「主の平和」と唱えキリストと一つになり次に「平和の賛歌」を唱和して神の子を称え、

神の支配する平和と私たちが一致します。 

冒頭の「ウクライナ」の方々への祈りは、諸国の指導者たちが自らの利益ではなく自国民をはじめ全世界の人々

の真の益となることを求め平和のために働くよう祈っています。 

私たちは日々の生活に追われ、自分たち周辺だけの平和で満足しがちですが、私たちの目の触れない所で苦し

んでいる兄弟姉妹に心を寄せ、ささやかでも自分が出来る協力を積極的に行い祈りを続けたいと思います。 

 



新しいミサの「式次第」の実施によせて 

典礼委員会 村上 満一 

 

「信仰は聞くことによりしかもキリストの言葉を聞くことによって始まるのです」（ローマ 10.-17）と言われま

すが、同様に「祈り」も聞くことから始まると言われます。聖書に、教会の伝統に、時代の声を聞くことから私

達の祈りも生まれます。 

私達は自分自身で恵みや救いを創り出すことはできませんが、神から与えられる喜びと恵みを「信仰で受け取る」

ための準備をすることは出来ます。祭儀を用意することの大切さが、ここにあると言われます。典礼において重

要なことは「私達が何をするかではなく、神が何をして下さるかである」と言われます。 

ところで、皆さんご存知の通り 11月 27日待降節第一主日より、教皇庁典礼秘跡省から確認を受けた新しい『式

次第』を用いたミサがささげられています。 

この典礼の変り目に、第二バチカン公会議の『典礼憲章』の中に「敬虔な母なる教会はキリストを信じる民が聖

なる典礼において豊かな恵みをいっそう確実に得ることが出来るように、典礼そのものの全般的な刷新に注意深

く取り組んでいくことを望んでいます。その理由は、典礼が神の制定による変えられない部分と、変えられる部

分から成り立っているからです。 

変えられる部分は、時代の変遷とともに変更が可能であり、この中に典礼そのものの内向的本姓にそれほど適合

しないものが混入したり、それほどふさわしくないものでなくなったりした場合には、むしろ変更すべきである。 

今日まで紆余曲折があり、最初の日本語の『ミサ典礼書』が発行（1978 年）されてから 44 年ぶりとなるミサの

式次第の改訂になります。新しい式文を通して典礼の中に現存して働かれるキリストと聖霊に、私達一人ひとり

の心が開かれ「キリストを信じる全信徒が聖なる典礼において豊かなお恵みをいっそう確実に得ることが出来る

ように」安城教会共同体全員でお祈り致しましょう。 

今まで慣れ親しんでいる言い回しから変更となると、何かと戸惑いや混乱があるかと思いますが、主なるキリス

トとともに祈る教会の使命をよりよく実施していくために、安城教会の共同体全員がよりよく理解を深め、心を

合せて神聖なるごミサに参加したいものです。 

 

使徒的活動における神の恵み 

神学生 アントニオ・トラン・ハン（Frt. Anthony TRAN, Hung） 

カトリック安城教会で使徒的活動をすることを聞いた時は、嬉しくもあり不安もありました。そして、共同体と

一緒に暮らすのに十分な能力と賢明さを持っていないので心配していました。しかし、その後、すべてがうまく

いきました。それはすべてを神の愛ある手に委ねる方法を知っていれば、神はすべてを世話してくださるからで

す。司牧的活動を学び、非常に良い経験になりました。 

私は小教区での九か月間の司牧的、及び使徒的活動を通じて、より成長しました。主任司祭・典礼委員会・カテ

キスタの献身的な助けのおかげで、教会学校で様々な経験を学ぶことができました。小教区での一年間の活動は、

多くの良い実を結び、多くの有用なことを学び、将来の奉仕の理想に備えることができます。すべては神の恵み

からです。 

更に、主の降誕祭のお祝いを迎える喜びの中で、調和のとれた寛容な感情、団結と愛の精神、喜びと祝福と共に、

寒い冬の夜の真ん中に幼子イエスの心の温かさがあることを安城教会の皆様に願いお祈りしています。そして、

私たちは謙遜、聖なる心を持ち、今年の主の降誕祭が、この世に来られた神の御子に対する「感謝」のようにな

ることを願っています。 



ベトナム共同体からのメッセージ 

名古屋教区設立 100 周年の記念行事に向けて, 名古屋

教区のベトナム青年会は豊田市で共同ミサ・サッカー大会

を行いました。8月の猛暑の中、積極的に安城教会のベト

ナム人グループが参加して、他の教会のベトナム人グルー

プと楽しんで交流できました。共同ミサ、またサッカー大

会に安城教会のベトナム人グループのメンバーはいろん

な活躍でイベントの成功に貢献出来ました。大会には遠地

の北陸と岐阜県、名古屋市、三河地域から合計12ベトナ

ム人グループが参加されて、大規模の大会でした。 全力で競技したが、残念ながら安城教会のベトナム人チームは優勝でき

ませんでした。次回の大会に向けて、今後、安城教会のベトナム人チームは精一杯で練習して、勝利できるように頑張って

いきたいと思っています。 

今年、コロナ感染状況が少し落ち着いたと思いますが、ウクライナ紛争また、インフレのことで、物価高騰になって、生

活に困っているベトナム人が一層増えていそうです。困難な状況の中、戦争が早く終わって、通常の生活に戻せるように、

神様にお祈りを捧げたいと思っています。主任神父様・典礼委員会の皆様に様々なサポート頂き、本当に感謝いたします。 

クリスマスシーズンまたは新年度に向けて、神様からの恵みを主任神父様・典礼委員会の各位に注いで、幸福なクリスマ

スがありますように祈ります。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。 

     

ブラジルコミュニティ（安城教会）からのメッセージ 

2022年は、コロナ禍が続く中、私達に喜びとより良い将来への期待をもたらし

た様々なイベントや出来事が行われた、とても明るい1年でした。例年通り今年

も、良き牧者であるボグダン神父様によって、毎月欠かさず第4土曜日のミサ後

に聖体賛美式が行われました。もう1つ印象に残っているのは、6月16日の聖

体の祝日です。私達のために苦しみ、また私達の罪によって今も苦しみ続ける主

イエズス・キリストの姿を見たり思い浮かべたりするたび、心が揺さぶられま

す。 十字架に架けられたイエズス・キリストの御身体と正面に向かい合い主を

見上げた時は、私達自身が主イエズス・キリストに向かって生きているかどうか

を考えさせられました。  

また、他国籍のコミュニティの信者たちの協力のもと安城教会全体の掃除が行わ

れました。昼食で一人ひとりにお弁当が渡され、お腹を空かせていた人は皆元気を取り 戻しました。日本人コミュニティ

の団結力は私達ブラジルコミュニティにとって手本であります。 このメッセージを書き終わろうとしている今、月日はも

う12月に入っていたことに気づきました。これはつまり、主イエズス・キリストの誕生に近づいているということです。

喜びと期待を胸にその日を待ち望み、皆さんに良いクリスマスを願いたいと思います。  

 

ナザレの聖家族 コミュニティ 西尾市 

ナザレの聖家族共同体が 3 周年を迎えたことは、計り知れない喜びと感謝の気持ちでいっぱいです。この期間は、学習、

強化、兄弟の交わりの時間でした。私たちは、神が私たちに寛大であること、私たちの教区司祭であるボクダン神父、そし

てロナウド神父の完全な献身と精神的な指導に感謝します。私たちは教区司牧評議会 (CPP) のすべての忠実なメンバーに

感謝します。 



コミュニティは数だけでなく、私たちの司祭のアドバイス

に従って精神的にも成長しました。人々が秘跡を探し、コミ

ュニティが養成を行う準備ができているので、私たちは非常

に実り多い未来を持っていると信じています。9 人が確認さ

れ、来年に向けてさらに多くの人が形成されています。3組の

カップルが結婚し、13人の子供と2組の大人が初聖体を受け、

1 組がこの恵みの時期に洗礼を受けました。 

   私たちは、宣教精神の強化と献身と慈善の実践のために、

彼らを積極的なメンバーとして挿入することにより、「歓迎す

ることは伝道することでもある」ので、到着する一人一人を信

仰と希望を持って歓迎したいと考えています。 

 

 

 

「2000回」安城教会で開催された祈りの会（フィリピン共同体） 

安城のフィリピン人コミュニティは、2022年10月8日の聖な

るロザリオの月に、聖母マリアに敬意を表して安城カトリック

教会で初めて彼女の2000回ハレハー メリーを開催しました。

イベントは神父司式のミサで始まりました。Fr. Angel“Jun” 

Peralta、SVD、午前8時、続いて2000回アヴェマリアの祈

り。夕方6時まで続き、参加者の願いをこめて祈りを捧げまし

た。このイベントは、参加者と分かち合うために食べ物を持っ

てきたフィリピン人の共同作業でした。安城市での開催は初め

てでしたが、参加者の感想によると、プロ意識が高く、よく組織されており、地元で同じイベントを開催した他のコミュニ

ティのフィリピン人からも高い評価を得ていました。もちろん、私たちはすべての栄光を神に捧げます。安城フィリピン人

コミュニティは、教区司祭の承認を得て毎年安城教区で開催されるため、今後数年間を楽しみにしています。 

 

中南米コミュニティからのメッセージ 

馬小屋に顔を向け、謙虚に近づいて見る。怖がらずに誰も「さがれ」とは言わない。幼いイエスズ様を腕に抱き、どれくら

い愛したいか伝える。幼子がどこにいるか見る。馬小屋、動物たちのいる所。藁に横たわり、王ののなかの王、主のなかの

主。ただの布で包まれている。私はどのように振る舞っている？快適さを探している？1 番暖かい場所、エアコンや居心地

のいい椅子のある所？貧しく、衣類のない幼いイエスズ様に私の人生はそっているのか？馬小屋に顔を向け、まだ若者であ

りながら母となっている無限罪のマリア様を見る。立派な男性がこの図を見て愛おしさで涙を流している。わからないのか？ 

栄光あるヨセフ様…イエスズ様の父とし値する、この世の誰よりも幸せな者。腕にいるイエスズ様を見ながら貧しい両親に

包まれ、羊飼いたちが馬小屋で祝い、同時に天使たちが天と地の主として崇拝し、賞賛している。幼子の胸に近づき、人間

に対して燃える愛を持つその聖心を聞く。あなたは私の心の大地に炎をつけに来られ、彼がその炎を抱く事を私は望む。 

マリア様、ヨセフ様。私の心にイエスズ様を受け止めるゆりかごを準備して下さい。イエスズ様、軽蔑せずに、私の小さな

心臓を受けて入れて下さい。あなたが飾り、清め、すべての美徳を授けてください。特に心の貧しさの美徳を、あなたの居

場所として奉献し、永遠に私の心があなたが休める場所となるように。アーメン。 

 

ブラジル共同体・ 

ベトナム共同体の 

メッセージ（原語）は 

こちらに載せています。  



カトリック安城教会の 2022 

  

  

  

  

３月 堅信式 ４月 復活祭 

５月 全体集会 ６月 ミニバザー 

６月 初聖体 ８月 聖母被昇天 

１０月 教会大掃除 ９月 神父様霊名のお祝い 



2021年 12月 2日から 2022年 11月 30日までの状況 

◆在籍信徒数◆ 

 世帯：391信徒数名（男性：327名 女性：375名） 

◆洗礼の秘蹟を受けられた方◆ 

2022年  ７月 5日 都築 馨 

 １２月 2日～11月 30日 外国人共同体（28名） 

◆堅信の秘蹟を受けられた方◆ 

2022年 3月 13日 安藤 優菜 

外国人共同体（12名） 

      5月 15日 ベトナム共同体（2名） 

      8月 14日 ベトナム共同体（3名） 

◆初聖体◆ 

2021年 12月 26日 外国人共同体（7名） 

2022年 11月 27日 外国人共同体（8名） 

  その他日付 外国人共同体（9名） 

◆婚姻の秘蹟を受けられた方◆   

     外国人共同体（14組） 

◆転入◆  

2022年 6月 9日 Roberta Emy Ishizu、Marcio Tsutao Ishizu 

9月 13日 アグネス 三浦 薫 

          11月 22日 Julio Alfonso Aumunia Fuertes 

◆転出◆  

2022月 2月 26日 新谷久信（小矢部教会） 

       7月 29日 都築 馨（岡崎教会） 

      10月 29日 Carol Harumi Arakaki Suzuki、Kaique dos Santos Suzuki（港教会） 

◆帰天された方◆ 

2021年 12月 16日 マリア 堤 テルコ（享年 81歳） 

2022年  1月  2日 テレジア 牧山 恵美子 (享年 85歳） 

         2月  1日 クララ 佐々木千恵子 （享年 76歳）  

      3月 27日 ヨゼフ 中村 敏 （享年 86歳） 

            7月 24日 ヨセフ 堀 恒忠 （享年 79歳） 

 

 

        



主日のミサのご案内 

日本語以外のミサも行っています。どの時間も、 

興味のある方はどなたでも参加することができます。 

 

日本語     毎週日曜日    9：30 

ポルトガル語    第１・3日曜日   17：00 

          第４土曜日   19：00 

フィリピン語     第２日曜日   16：00 

ベトナム語     第３日曜日   13：00 

スペイン語     第４日曜日   13：30 

英語     第４日曜日   16：00 

国際     第５日曜日    9：30 

講座のご案内 

キリスト教入門 

火曜日 10：45（第 4週は休講） 

土曜日 17：00（第 4週は休講） 

対象：一般の方、洗礼、堅信の準備をする方 

内容：カトリック教会の基本的な教え 

聖書研究会 

 

金曜日 10：45（第 4週は休講） 

対象：カトリック教会の信徒 

内容：マタイの福音書 

 

編集後記 

・主の御降誕祭おめでとうございます。 

・今回、多くの国の出身の方々からの投稿ありがとうございました。今後とも、より大きな一つの教会になれますよう

に、と思っております。 

・本誌の冒頭、ボクダン神父様の「平和を願いつつ」のお話の中で、末尾の言葉が特に印象に残りました。改めて、こ

こに引用させていただきたいと思います。 

「ますます多くの人々がイエス・キリストに信頼して、イエスに心を癒やしていただき、いろいろな束縛、特に利

己心の束縛から解放していただいて、愛に生きることができますように。そして、真の愛で結ばれて、キリストの

平和に生きている人々の共同体がますます発展して、キリストの平和が全世界に広まりますようにお祈りしたいと

思います。」 

・今年に引き続き 2023 年度は「名古屋教区聖年」と「世界代表司教会議・シノドス」が展開されます。 

                                         （古宮） 

  HP アドレス anjokyokai.org             

編集 ： 広報委員― 古宮志郎、熊谷由布子、早川潤、宮崎保史 

広報委員への問い合わせ・「出会い」原稿の寄稿等は広報専用アドレス 

（anjo.catholic.church@gmail.com）まで 
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