
8月5日（土）
■目黒教会
　14:00～ 講演会　「みんなのチャンス 

─ぼくと路上の４億人の子どもたち̶ 」
石井光太さん（作家）

　15:00～ 五大陸のロザリオの祈り
　16:00～ 茶話会

■町田教会
　16:00～ 講演会　「『いのちへのまなざし（増補新版）』を読んで」

岡田武夫大司教
　18:30～ 平和を願うミサ　　　　　　（司式：岡田武夫大司教）

8月11日（金）
■五井教会
　12:45～ ロザリオの祈り 
　13:00～ 講演会　「難民と世界の困窮者支援活動との関わり」 

グエン・スワン・ティエン神父
他に、東ティモール支援（クラレチアン修道会）

　14:30～ 平和を願うミサ　　　　　　（司式：岡田武夫大司教）

■高円寺教会
　11:00～ 平和を願うミサ（司式：武蔵野南宣教協力体司祭団） 
　11:50～ 「ミニ・バチカン展

（聖ヨハネ・パウロ二世教皇の足跡を中心に）」 
於：マイエホール

　12:30～ 交流会　　　　　　　　　　　　於：ビアンネホール

8月12日（土）
■麹町教会　ヨセフホール
　 14:00～ 講演会　「子どもの貧困を克服できる社会を目指して 」

稲葉剛さん（立教大学大学院特任准教授）

■カテドラル関口教会
　平和巡礼ウォーク（麹町教会コース・豊島教会コース・

本郷教会コース・目白駅前コース）
　18:00～ 平和を願うミサ　

̶戦争の犠牲になったすべての方々の追悼̶
　　　　　（司式：岡田武夫大司教）

カトリック東京教区平和旬間委員会

8/6～158/6～15日 火
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平和を実現する人々は幸い
―こどもと貧困―
平和を実現する人々は幸い
―こどもと貧困―
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「みんなのチャンス
～ぼくと路上の４億人の子どもたち～」
石井光太さん（作家）
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五大陸のロザリオの祈り
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目黒教会目黒教会

講演会講演会

祈り祈り

16：00～
「『いのちへのまなざし（増補新版）』を読んで」
岡田武夫大司教

茶話会茶話会 16：00～

中央
地区
中央
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14：30～
司式：岡田武夫大司教

・手話通訳があります　・教会内には駐車できません。　企画運営　港品川宣教協力体

・手話通訳があります。・教会内には駐車できません。　企画運営　多摩南宣教協力体

・手話通訳があります。・教会内には駐車できません。　企画運営　安房上総宣教協力体

千葉
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千葉
地区

多摩
地区
多摩
地区

13：00～
「難民と世界の困窮者支援活動との関わり」
講演者　グエン・スワン・ティエン神父
他に、東ティモール支援（クラレチアン修道会）

12：45～
ロザリオの祈り
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8/11（金）8/11（金）
高円寺教会高円寺教会

11：00～
司式：武蔵野南宣教協力体司祭団

展覧会展覧会

平和を
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11：50～
「ミニ・バチカン展

（聖ヨハネ・パウロ二世教皇の足跡を中心に）」
於：マイエホール

交流会交流会 12：30～
於：ビアンネホール

18：00～
―戦争の犠牲になったすべての方々の追悼―
司式：岡田武夫大司教

15：40～麹町教会⇒カテドラル関口教会聖マリア大聖堂
 ※参加を希望される方は、麹町教会テレジアホールにお集り下さい。

15：40～豊島教会⇒カテドラル関口教会聖マリア大聖堂
 ※参加を希望される方は、豊島教会にお集り下さい。　　　　　

16：30～本郷教会⇒カテドラル関口教会聖マリア大聖堂
 ※参加を希望される方は、本郷教会にお集り下さい。

16：45～目白駅前⇒カテドラル関口教会聖マリア大聖堂
 ※参加を希望される方は、JR山手線目白駅前にお集り下さい。

委員会
企画
委員会
企画

　・教会内には駐車できません。　企画運営　武蔵野南宣教協力体

自主
企画
自主
企画

稲葉　剛（いなば・つよし）さん　プロフィール
立教大学大学院特任准教授、一般社団法人つくろい東京ファンド代表理事
1969 年広島県生まれ。東京大学教養学部卒業。94 年より、新宿において路上生活者支援の活
動に取り組む。2001 年、湯浅誠氏らとともに、自立生活サポートセンター・もやいを設立し、
幅広い生活困窮者への相談・支援活動を展開。2014 年まで理事長を務める。2014 年、つくろ
い東京ファンドを設立し、空き家を活用した低所得者向け住宅支援事業に取り組んでいる。住
まいの貧困に取り組むネットワーク世話人。生活保護問題対策全国会議幹事。著書に『貧困の
現場から社会を変える』（堀之内出版）、『生活保護から考える』（岩波新書）など。

・手話通訳と要約筆記があります。・教会内には駐車できません。

・手話通訳と要約筆記があります。

・帽子、飲料水等は、各自でご用意下さい。
・のぼり、平和の祈りのうちわ等を、平和旬間委員会で準備しております。

14：00～　（開場13：00）
「子どもの貧困を克服できる社会を目指して」
稲葉剛さん（立教大学大学院特任准教授）



平和旬間 2017

祈りのリレー
平和を実現する人々は幸い

ーこどもと貧困ー

祈りのリレーへの招き

「平和を実現する人々は幸い！」では平和のために何が出来るでしょうか？ 色々あるでしょ
うが、ひとつ、誰にも出来ることで確実によいことがあります。それは祈る、ということです。
では何を、どう祈ったらいいでしょうか？  自分の祈りにあわせて自分は何をしたらいい
でしょうか？   この機会に考え話し合いましょう。そして自分の祈りを、場所を越え、時
間を越えて、世界の兄弟姉妹の祈りにつなげるよう努めましょう。

東京大司教　岡田武夫

【応募について】
○期間中、いつでも何度でも参加いただけますが、一単位は30分とします。
○開始の時刻は0分と30分とします。
○祈りの形式は、特に定めません。場所は、病床でも、自宅でも、職場でも、聖堂でも。
主の祈り、アヴェ・マリアの祈り、ロザリオの祈り、平和のための祈り2017、あるいは自分のことば
でお祈りください。

○参加希望の時間帯が、他の人やグループと重なっていたとしても、どうぞご応募ください。
○申し込み状況とお寄せいただいたお祈りは、東京教区のホームページでご覧いただけます。
○今年の祈りのリレーは、毎日午前５時から午後12時までとします。

【応募方法】
○ファクシミリで 裏面の申し込み用紙に必要事項をご記入の上　03-3944-8511に FAX
○インターネットで heiwa@tokyo.catholic. jp　にメール
○郵送で 裏面の申し込み用紙に必要事項をご記入の上　下記へ郵送
 　　東京教区本部事務局　平和旬間委員会
 　　〒112-0014　文京区関口3-16-15　（TEL 03-3943-2301）

10日間の『平和』のための絶え間ない祈り
いつでも、どこででも、だれとでも、祈りをつないでいきましょう

2017年8月 　6日（日）　　5：００　開始
2017年8月15日（火）　24：００　終了



祈りのリレー　申し込み用紙
FAX:03-3944-8511

■お祈りできる時間帯の枠内に○をつけて下さい。

■あなたの年齢は？（○で囲んでください） 0～9 10～19 20～29

■あなたの性別は？（○で囲んでください） 男 女

■何人で祈りますか？（○で囲んでください） 一人で グループで（　　　人）

■コメント、または祈りのことばがありましたら、お書き下さい。

30～39 40～49 50～59 60～69 70～79 80～89 90～

5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00

8月 6日（日）

8月 7日（月）

8月 8日（火）

8月 9日（水）

8月 10日（木）

8月 11日（金）

8月 12日（土）

8月 13日（日）

8月 14日（月）

8月 15日（火）

5:30 6:30 7:30 8:30 9:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30



平和旬間2017　　にあたって

平和のための祈り 2017

連絡先：東京教区本部事務局　〒112-0014東京都文京区関口3-16-15　TEL 03-3943-2301　FAX 03-3944-8511

1981年、教皇ヨハネ・パウロⅡ世は広島の地で「戦争は人間の仕業です。戦争は人
間の生命の破壊です。戦争は死です。」と訴えられました。この広島での平和アピール
にこたえて日本の司教団は平和旬間を定めました。広島に原爆が投下された8月6日
から8月9日の長崎の原爆投下をはさんで太平洋戦争敗戦に至る 8月15日までの10
日間を、とりわけ平和のために祈り、平和について学び、行動する期間としています。

主イエス・キリスト、あなたは父である神のもとに帰るときに
弟子たちに言われました。

「わたしはあなたがたに平和をのこし、わたしの平和をあなたがたに与える。」
どうかわたしたちに聖霊を豊かに注ぎ、
平和のために働く使徒として働くための力をお与えください。
わたしたちの間から、人への敵意、憎しみ、恨み、無理解を取り去り
人を赦し受け入れ理解し、大切にする心をお与えください。
現代世界に存在する対立と紛争、差別と人権侵害、環境破壊、殺戮を終らせ
るために
また病気、障がい、貧困、孤独などで苦しんでいる人々を理解し助けるために、
わたしたちに知恵と理解、判断と勇気の恵みをお与えください。
 わたしたちがいろいろな問題と課題に力を合わせて立ち向かうことができ
るよう、
どうかわたしたちを聖霊で照らし導き励ましてくださいますように。
この願いを聖母の取次によって献げます。

アーメン。
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