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今年の 10 月には、調布教会 50 周年を迎えます。おめでとうございます。 

記念誌発行の準備も必要ですが、信徒一人ひとりの霊的な準備も大切です。 

心をひとつにしてお祈りしましょう。 

今年もどうぞよろしくお願いいたします。 

 

A Happy New Year to Everyone! 
I pray that this year we will again be blessed by God  

and guided by Our Lady. 
 
In October this year we will celebrate the 50th anniversary of Chofu 
Church. Congratulations! We will need to prepare a publication 
marking this event, but it is also vital that every believer should be 
spiritually prepared. Let us unite our hearts in prayer! 
I rely on your continued support throughout the coming year. 

 

 

1967 年頃の調布教会聖堂の外観と聖堂内 
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神の業 
石垣 陽子 

 

 ノートルダム調布修道院にシリアの難民母子が来たのは 6 月。CTIC（カトリック

東京国際センター）の副所長、高木神父様からのお願いでした。ノートルダム修道院

のシスター方は快く引き受け、お部屋や必要な生活用品などを提供されました。１ヶ

月ということでしたので。しかし、なかなか行き先が決まらないまま月日が経ってゆ

き、修道院だけでお世話することは難しく、同修道院の Sr.松宮が、調布教会へ協力を

求めていらしたことをご記憶の方も多いと思います。彼女たちの名前は、お母さんの

ファディア、9 歳の長男ヨゼフ、6 歳の長女マリアム、そして 4 歳の次女マリ。その

後再度のお願いをバザーの時に呼びかけ、本人たちもバザーに参加し、物心様々な形

での協力を得ることができました。 

やっと、彼女たちは調布市に住民票を移すことができ、11 月 21 日、修道院を出

て、今は行政のなかで保護されています。お母さんのファディアさんは「すべてのこ

とにただただ感謝です」と言っていました。彼女に変わって皆様にお礼を申し上げ、

すこし報告もさせて頂きます。 

私はこの修道院に勤めている関係で彼女たちとの関わりも多く、必要な買い物など、

お手伝いをしていました。他に調布教会の信徒数名が、シスター方と共に彼女たちの

日常を支えていました。言葉もアラビア語しか話せないため、コミュニケーションは

スマホの翻訳アプリ、そして笑顔。 

 彼女たちは複雑な事情でレバノンの劣悪な難民キャンプから調布にやってきました。

難民支援を行っている社会福祉法人の方も彼女たちは最悪のケースだと言っておられ

ました。長い話になるのでここではその経緯は省きますが、彼女たちは、遠い、私た

ちとは違う宗教のシリアから来て、カトリックの修道院の中でラマダンを過ごし、カ

トリック信徒の支援を受け、調布で生活することになりました。これは偶然でしょう

か？ 

また、皆様から頂いた募金の総額は \350,000 私たちが彼女たちの生活のため

に立て替えたお金は \354,626 （これは彼女たちが出て行った後に精算しまし

た。）ほぼ同額でびっくり。これも偶然？ 

すぐに「思い悩むな」（ルカ・12-34）の箇所が頭に浮かびました。そう、必要な

ものはすべて神様が用意してくださるのです。そして、「慈しみの特別聖年」の年に、

私たちは彼女たちと、神の慈しみを分かち合うことができたのです。すべて神様がな

さったことだと気づきました。 

いずれ、彼女たちは、市から保護の申

請が認められ調布に戻ってくる予定です。

一ヶ月後か二ヶ月後かわかりませんが、

その時はまた私たちの支援が必要になる

でしょう。一緒に彼女たちに寄り添い、

神の慈しみを分かち合いましょう。これ

までの皆様のお気持ちに感謝、そして今

後もどうぞよろしくお願い致します。 
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新年おめでとうございます。2017 年新年号のシャロームは、いか

がでしたでしょうか？今年もどうぞ広報部会をよろしくお願いいた

します！  

▼さて、2016 年を振り返ると、広報部会はとても忙しい 1 年だったように思います。

シャローム発行に向け、毎月の打ち合わせでは 3 ヶ月先の内容や構成を考え、神父さま・

シスター方に巻頭言の執筆を依頼したり、自由投稿が集まらないときには信徒のみなさん

に書いてくださるようお願いしたり、新しいシリーズ物を企画したり、印刷用の原稿を編

集・校正したり…と。また、ホームページのリニューアルを！というお声をたくさん聞き、

昨夏より教会委員会のさまざまな意見を反映させるべく、今の部会メンバーでできる限り

取り組んできました。お知らせにも書きましたとおり、おかげさまで無事にホームページ

リニューアル版への移行が実現できました。このように大変な奉仕活動ですが、私たち広

報部会メンバーはいろいろなお恵みを神さまからいただいています。▼しかしながら、今

の広報部会のメンバーだけでは、毎月のシャロームに、巻頭言、自由投稿、シリーズもの

を掲載していくのは、そろそろ限界のようです…。2017 年からシャロームは少し簡素化

させてください。復活祭号(3 or 4 月)、夏休み特別号（9 月）クリスマス号（12 月）の

年 3 回は、巻頭言、自由投稿、その他特集ページを設け、充実した内容の教会報を発行で

きるようがんばっていきます。▼でも…、それでもやはり広報部会は絶対的にメンバーが

足りません。どうですか～？一緒に広報部会で奉仕活動しませんか？  

 
Dear non-Japanese readers, 
We are very sorry that there will be fewer English pages in Shalom from this month, but you 

will find the English language schedule in the English pages of Chofu church's website. The 

forewords in the special issues for Easter, Christmas and summer vacation will all be 

translated into English. You can also expect to see more English pages in the website. 

(GT) 

 

 

 
広報では、ご意見・ご感想など、皆さまの声をお待ちしております。教会受付、       

または下記のアドレスまでお送りください。 

ご意見専用アドレス   ： shalom_goiken@chofu-church.ciao.jp 

またシャロームでは、各活動グループからの記事を募集しています。掲載原稿は、    

今まで通り、教会受付にお渡しいただくか、下記のアドレスまでお送りください。 

記事投稿専用アドレス ： shalom_toukou@chofu-church.ciao.jp  

  

カトリック調布教会 〒１８２－００３３ 東京都調布市富士見町３－２１－１２ 

        Tel 042-482-3937  Fax 042-481-6339  

http://chofu-church.ciao.jp 

mailto:shalom_toukou@chofu-church.ciao.jp
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２０１7 年 １月 行事予定 

 

日 曜日 予  定 時間 部屋
8:00 9:15 10:30

1月1日 日 神の母聖マリア ○ なし ○ ミサ 教会聖堂

2 月 振替休日

3 火 イエスのみ名

4 水

5 木

6 金 初金ミサ 10:30 小聖堂

7 土 掃除当番　１地区 10:00
8 日 主の公現 ○ なし ○ ミサ（10時半ミサ中新成人の祝福）

教会委員会
English Mass

9：10
14:30

教会聖堂
マリア会室
教会聖堂

9 月 主の洗礼

10 火 Lectio Divina（Sr.嶋﨑） 10:00 ヨゼフ会室
11 水 入門講座（Sr.嶋﨑）

通読しながら聖書を味わう会（Sr.秋山）

10:00
10:00

ヨゼフ会室
マリア会室

12 木 聖マルグリット・ブルジョワ

13 金
14 土 掃除当番　２地区

English Bible Class(Mr.ｳｨﾘｱﾑｽ）
10:00
16:00 マリア会室

15 日 年間第2主日 ○ なし ○ ミサ
マリア会定例会 9：10

教会聖堂
マリア会室

16 月
17 火 マルコ福音書を読む（Sr.嶋﨑）

手芸の会
10:00
10:00

ヨゼフ会室
マリア会室

18 水 キリスト教一致週間（～25日） 入門講座（Sr.嶋﨑） 10:00 ヨゼフ会室

19 木 Lectio Divina（Sr.兼松） 10:00 ヨゼフ会室

20 金 アンナとヨアキムの会 10:00 マリア会室

21 土 掃除当番　３地区 10:00

22 日 年間第3主日 ○ ○ ○ ミサ 教会聖堂

23 月
24 火 聖フランシスコ・

サレジオ
Lectio Divina（Sr．嶋﨑）
手芸の会

10:00
10:00

ヨゼフ会室
マリア会室

25 水 聖パウロの回心 入門講座（Sr.嶋﨑）
通読しながら聖書を味わう会（Sr.秋山）

10:00
10:00

ヨゼフ会室
マリア会室

26 木

27 金

28 土
掃除当番　４地区
English Bible Class(Mr.ｳｨﾘｱﾑｽ）

10:00
16:00 マリア会室

29 日 年間第4主日 ○ なし ○ ミサ
ドン・ボスコのお祝い・新年会 ミサ後

教会聖堂
ﾁﾏｯﾃｨﾎｰﾙ

30 月
31 火 聖ヨハネ・ボスコ Lectio Divina（Sr．嶋﨑）

手芸の会
10:00
10:00

ヨゼフ会室
マリア会室

主任司祭による入門講座は、適宜、個人的に行っています。

        ミ サ 時 間


