Objective, Vision, and Mission of the Sacred Heart Center
2022年2月1日

OBJECTIVE
聖心会 みこころセンター は、聖心会日本管区がこれまで教育

ごあいさつ
「聖心会みこころセンター」は、人と場をつなぐことを通してイエス
のみこころの愛が多くの方々に伝わることを願い、活動しています。
可能性を秘めながらも、かけがえのない人々の命と多様な美しさに満ち

的ミッションを通して受け継いできた豊かさを、より多くの
人々や場を繋げることを通して、共に学び、祈り、分かち合う
ためのセンターです。「イエスのみこころ」に結ばれ、神のい
つくしみのうちに、共に歩むための道しるべとなれるよう活動
していきます。

た地球が危機にさらされているこの世界で、私たちは何を真に価値のあ

VISION

るものとするのか、在り方と行動が問われています。私たちはこの世界

様々な企画や情報提供を通して、福音が伝える愛の価値観を伝え、
人々と社会がより良いものに変容されることを目指します。

で絶望することなく、希望のつくり手となるために、イエスのみこころ
という命の泉から力を汲み上げることができると信じます。

キリストは いのちのいずみ
みことばのみずにみたされ

わたしは ほとりにたたずむ
うるおっていたい

MISSION
＊神の愛を受けたかけがえのない存在として一人ひとりと関わります。
＊地球市民としての連帯感をもって生きることができるよう働きかけます。
＊ネットワークの輪を広げていきます。

いつの日も

（カトリック典礼聖歌310番「キリストはぶどうの木」歌詞：加藤幸子）

人と場が新たなかたちでつながることにより、皆様に希望がもたらされ

＜活動内容＞
◇宗教活動
― 祈りの会
― 聖書の勉強会
― 黙想会・練成会

―
―
―

キリスト教講座
洗礼準備
宗教科教材研究、資料提供

ますように。本冊子に掲載されている講座、祈りの会は、そのような
願い を 込 めて 企 画 致し ま した。み こ ころ セ ン ター が「と も に 学び、

◇ボランティア活動 企画・紹介・研修
－ 国内／海外ボランティア・体験学習

祈り、分かち合う場」となり、皆様が主のみこころの愛に出会うことが
できますよう、心から祈ります。

聖心会 みこころセンター長

＜施設＞
シスター渡邊真理子

◇ 聖心会 みこころセンター事務局（集会室を兼ねる）
聖心女子学院 メモリアル校舎１F
◇聖心会 みこころセンター 祈りの家
聖心女子学院キャンパス内
◇ 集会室
聖心会 渋谷修道院内 三光町修道院内
聖心会 みこころセンター事務局

目次
姉妹校・保護者対象

講座・祈りの会
テーマ

担当者

日程

テーマ

ページ

担当者

日程

ページ

聖書の会

Sr. 菅野敦子

毎月 第1 水曜日10:30am

18

聖書をご一緒に

Sr. 穎川政子

隔月 第3 木曜日10:30am

19

カウンセリングとは？共に学んでみ
Sr. 大橋保子
ましょう

年6回 第3 火曜日 2pm

20

日本における聖心会の歴史と霊性

5/28(土),10/15 (土)
1:30pm

21

第1回
漆原比呂志 氏

年4回シリーズ
オンデマンド動画公開

4

心に灯す光

酒井陽介 師
山内保憲 師

2022年 5/21, 7/16, 11/12,
2023年 2/11

5

祈りの会

Sr. 吹田眞佐子

毎月 第2 水曜日 2pm

6

新聞記事と聖書

Sr. 畠中千秋

毎月 第3 金曜日 2pm

7

フランシスコ教皇『パンデミック
Sr. 岩井慶子
後の選択』を読む

毎月1回 土曜日 10:30am

8

テーマ

苦しみを幸せに変える人生

Sr. 鈴木秀子

10/1 (土)2 pm

9

山谷地域でのボランティア(日帰り)

Sr. 畠中千秋

毎月 第3 土曜日 9am

22

展示「緒方貞子さんと聖心の教
育」のご案内

Sr. 岡崎淑子

オンデマンド動画公開
7/30～9/3

福島・浜通り研修(日帰り)

Sr. 畠中千秋

随時

23

みこころの霊性（裾野）

Sr. 石崎阿砂子

6/4(土) 11:00am

24

心の旅（裾野）

Sr. 増田早苗

11/19(土) 2pm

25

希望のつくり手となるために

遠方（日帰り／宿泊）の講座

10

女性対象の講座
テーマ

担当者

日程

ページ

年4回 第2土曜日 2pm

キリスト教入門

Sr. 山崎渾子

毎月 第 2木曜日 11am

12

聖書と私

Sr. 長野興子

毎月 第4木曜日 10:30am

音楽と共に♪聖書と祈り

Sr. 出淵澄子

聖マグダレナ・ソフィアのお話

担当者

日程

ページ

ご案内
テーマ

第1回
Sr. 井出美奈子

心の泉（みこころの霊性）

Sr. 堀口委希子

担当者

11

日程

ページ

坐禅の会

Sr. 青木義子

毎月 第2・4火曜日
4:30pm

26

13

「教皇フランシスコ新回勅
『兄弟の皆さん』を読む」

Sr.藤松薫
Sr.長谷川和子

毎月 第3 火曜日10:30am

27

隔月1回 第2 火曜日 11am

14

聖書の勉強会

Sr. 林千種

毎月 第2 水曜日10:30am

28

Sr. 菅野敦子

隔月1回 第2 金曜日10:30am

15

祈りの会

Sr. 山路咲子

毎月 第3 金曜日 10am

29

ちぎり絵

Sr. 沖崎マチノ

7/5 (火) 11/22 (火)1pm

16

みこころへの道

Sr. 菅野敦子

毎月 第3 日曜日

30

クリスマスをご一緒に

Sr. 菅野敦子
Sr. 沖崎マチノ

12/17(土) 1pm

17

聖心 祈りの会 ～光に照らされて～

聖心会のシスター

年2回

31

復活祭を前にして、祈りのうちに
聖週間を過ごしませんか

柊暁生 師
Sr. 山崎渾子

2022/4/14 (木)- 4/17
(日)

32

聖書研究会

柊暁生 師
Sr. 山崎渾子

2022/7/29-31, 10/8-10,
2023/3/18-3/20

33

個別に相談

34

【お知らせとお願い】
※冊子に掲載の講座・祈りの会は、日時・場所・内容に変更がある場合があります。変更内容
はホームページに掲載しますので、ご確認ください。（お申し込み後はメールでもお知らせし
ます）
※冊子記載の対面講座は、新型コロナウィルス感染症の状況により、キャンセルとなる場合が
あります。また、対面での実施の際は、参加者には入室時の消毒、マスクの常時着用、参加者
間の距離をとるなど、感染対策の徹底をお願いします。
２

2022 Sacred Heart Center

「洗礼」を考えている方々のために Sr. 田中玲子
「祈りの家」のご案内

35

聖心会について

36
３

2022 Sacred Heart Center

聖心会 みこころセンター主催

聖心会 みこころセンター主催

希望のつくり手になるために
オンデマンド動画による無料公開講座 （年4回 シリーズ）
第1回：テーマ「難民支援活動について」 講 師：漆原 比呂志 氏
（アルペなんみんセンター/地域連携コーディネーター）
※2回目以降の講座の詳細は、聖心会みこころセンターのホームページで、
ご案内します。

心に灯す光
オンラインによる無料講座

担当者：酒井陽介 師 イエズス会 上智大学神学部非常勤講師
山内保憲 師 イエズス会 ロヨラハウス勤務
イエズス会日本管区使徒職検討委員会委員長
日 時：年4回

可能性を秘めながらも、紛争や災害、また貧困の中で厳しい状況にある
方々と地球の痛みを深く感じる今の世界において、JPIC（Justice, Peace
and Integrity of Creation＝正義と平と創造界の保全）へのコミットメント
は、聖心会として「祝福され、そして破壊されている世界の中での希望の
つくり手」であることと考えています。
本講座では、この立場から多くの方に日本の国内外の様々な課題に関心を
持っていただくテーマを取り上げます。参加者が講演を通して課題につい
て知り、考え、祈りのうちに人々に心を寄せ、また「希望の作り手」とし
てそれぞれそれの立場でできるヒントを見出すことができればと願ってお
ります。
「聖心会JPIC文書」は、聖心会日本管区 のホームページでご覧ください。
( https://www.sacred-heart.or.jp/ )
動画公開予定
第1回

2022年 4月 2日（土）10:00am～

6月25日（土）10:00amまで

第2回

2022年 7月 2日（土）10:00am～ 9月24日（土）10:00amまで

第3回

2022年10月 1日（土）10:00am～ 12月17日（土）10:00amまで

第4回

2023年 1月 7日（土）10:00am～

3月25日（土）10:00amまで

（年4回 シリーズ）

土曜日 4:00 pm ～5:00 pm

場 所：オンライン講座（Zoom）
対 象：どなたでもご参加ください
第1回 2022年5月21日（土）または5月28日（土）
「福音の眼差しから考える介護、老い、死」
講師：山内保憲 師
第2回 2022年7月16日（土）または9月17日（土）
「霊的会話の取り組みについて～共に歩む教会に向かって～」
講師：山内保憲 師
第3回 2022年11月12日（土）
「わたしとわたしのこころ」
講師：酒井陽介 師
第4回 2023年2月11日（土）
「わたしとわたしの創り主」
講師：酒井陽介 師
現実に向き合いながら、どのように希望を育てていくことができるのか、
一人ひとりの心に光が灯るメッセージをお伝えいたします。

【視聴のお申し込み】 ※本講座は無料ですが、事前のご登録が必要です。
講座視聴のお申し込みは、みこころセンターホームページ「2022年度講座一覧」
に記載のお申し込みフォームから受け付けております。
または、下記を記載の上、メールにてお申し込みください。

【講座のお申し込み】 ※本講座は無料ですが、事前のご登録が必要です。
講座受講のお申し込みは、みこころセンターホームページ「2022年度講座一覧」
に記載のお申し込みフォームから受け付けております。
または、下記を記載の上、メールにてお申し込みください。

① 希望講座名 ② 氏名 ③ 年代（例：20代、40代、70代 等） ④お住まいの都道府県 ④ 電話番号

① 希望講座名 ② 氏名 ③ 年代（例：20代、40代、70代 等） ④お住まいの都道府県 ④ 電話番号

聖心会 みこころセンター

rscjmikokoro.center@gmail.com
４

2022 Sacred Heart Center

聖心会 みこころセンター

rscjmikokoro.center@gmail.com
５

2022 Sacred Heart Center

聖心会 みこころセンター主催

聖心会 みこころセンター主催

祈りの会

新聞記事と聖書

担当者：シスター吹田眞佐子
日

担当者：シスター畠中千秋

時：毎月1回 第2水曜日 2:00 pm ～3:30 pm

日 時：毎月1回

場

所：聖心会 第二修道院（広尾 聖心女子大学内）
またはオンライン講座（Zoom)
対 象：どなたでもご参加ください
※受講は事務経費の一部としてご寄付（3,000円・通年）を
お願いしております。
定 員：8名

〔開講日〕

2023年

場 所：聖心会 みこころセンター 祈りの家
（聖心女子学院内 白金台／三光町）
またはオンライン講座（Zoom)
対 象：どなたでもご参加ください
※受講は事務経費の一部としてご寄付（3,000円・通年）を
お願いしております。
心にとまった新聞記事を持ち寄り、それぞれの感想を分
かち合います。その分かち合いの中で、聖書のみ言葉と
繋がることがあれば、どんなことかと皆で話し合いま
す。議論ではありません。あくまでも分かち合いを大切
にして、それぞれ、一人一人の想いに心を寄せ、お互い
に、聞き合える時間になれば嬉しいです。参加する皆様
と共に進めていけたら良いと思っています。

普段の生活の喧噪から離れて、自分に向き合い、
神に向き合いたいと思う方、静かに祈るひとときを
もちたいと思う方はどなたでも歓迎です。

2022年

第3 金曜日 2:00 pm ～3:00 pm

〔開講日〕
5月11日（水）

6月8日（水）

7月13日（水）

8月お休み

9月14日（水）

10月12日（水）

11月16日（水）

12月14日（水）

1月11日（水）

2月8日（水）

3月8日（水）

2022年

2023年

4月15日（金）

5月20日（金）

6月17日（金）

7月15日（金）

8月お休み

9月16日（金）

10月21日（金）

11月18日（金）

12月16日（金）

1月20日（金）

2月17日（金）

3月17日（金）

【講座のお申し込み】
講座受講のお申し込みは、みこころセンターホームページ「2022年度講座一覧」
に記載のお申し込みフォームから受け付けております。
または、下記を記載の上、メールにてお申し込みください。

【講座のお申し込み】
講座受講のお申し込みは、みこころセンターホームページ「2022年度講座一覧」
に記載のお申し込みフォームから受け付けております。
または、下記を記載の上、メールにてお申し込みください。

① 希望講座名 ② 氏名 ③ 年代（例：20代、40代、70代 等） ④お住まいの都道府県 ④ 電話番号

① 希望講座名 ② 氏名 ③ 年代（例：20代、40代、70代 等） ④お住まいの都道府県 ④ 電話番号

聖心会 みこころセンター

rscjmikokoro.center@gmail.com
６

2022 Sacred Heart Center

聖心会 みこころセンター

rscjmikokoro.center@gmail.com
７

2022 Sacred Heart Center

聖心会 みこころセンター主催

聖心会 みこころセンター主催

講演会

フランシスコ教皇

『パンデミック後の選択』を読む

担当者：シスター鈴木秀子

担当者：シスター岩井慶子
日

時：毎月1回

日 時：10月1日（土）2:00 pm～3:30 pm

土曜日 10:30 am ～11:30 pm

場

所：聖心会 第五修道院（広尾 聖心女子大学内）
またはオンライン講座（Zoom)
対 象：どなたでもご参加ください
※受講は事務経費の一部としてご寄付（3,000円・通年）を
お願いしております。
コロナ感染症は私たちの生活や価値観に影響を及ぼしていま
す。大変な経験ですが現実を受け入れて、そこから前に進む力
を見つけていきたいものです。誰も正解を持っていないので、
上記の本（500円）を手掛かりに、自由に考えを出し合って視
野を広げていきましょう。本がなくても、私が読むので聞いて
いただく形で参加できます。参考に、ユヴァル・ノア・ハライ
の『緊急提言パンデミック』も使います。

〔開講日〕
2022年

2023年

苦しみを幸せに変える人生

4月23日（土）

5月21日（土）

6月25日（土）

7月23日（土）

8月お休み

9月24日（土）

10月22日（土）

11月26日（土）

1月28日（土）

2月25日（土）

12月お休み

場 所：宮代ホール（広尾 聖心女子大学内）
対 象：どなたでもご参加ください
定 員：300名
※ご参加は事務経費の一部としてご寄付（1,000円）をお願い
しております。

シスター鈴木はこのコロナ禍においても、
日々、執筆活動を続け、オンラインでの講演
会を実施するなど、立ち止まる事なく、希望
のメッセージを多くの人に届けています。
今回の講演会では、「苦しみを幸せに変える人生」をテーマにお届けし
ます。
※可能な限り対面での実施を予定しておりますが、状況によってはオン
ラインでの開催（または人数制限による対面での実施）となる場合が
ございます。ご了承くださいませ。

【講座のお申し込み】
講座受講のお申し込みは、みこころセンターホームページ「2022年度講座一覧」
に記載のお申し込みフォームから受け付けております。
または、下記を記載の上、メールにてお申し込みください。

【講座のお申し込み】
講座受講のお申し込みは、みこころセンターホームページ「2022年度講座一覧」
に記載のお申し込みフォームから受け付けております。
または、下記を記載の上、メールにてお申し込みください。

① 希望講座名 ② 氏名 ③ 年代（例：20代、40代、70代 等） ④お住まいの都道府県 ④ 電話番号

① 希望講座名 ② 氏名 ③ 年代（例：20代、40代、70代 等） ④お住まいの都道府県 ④ 電話番号

聖心会 みこころセンター

rscjmikokoro.center@gmail.com
８

2022 Sacred Heart Center

聖心会 みこころセンター

rscjmikokoro.center@gmail.com
９

2022 Sacred Heart Center

聖心会 みこころセンター主催

聖心会 みこころセンター主催

展示「緒方貞子さんと聖心の教育」のご案内
オンデマンド動画による講座

心の泉

（みこころの霊性）

オンラインによる講座 （年4回 シリーズ）

担当者： シスター岡崎淑子

担当者：聖心会のシスター

聖心女子大学名誉教務
聖心女子大学グローバル共生研究所招聘研究員

動画公開期間：2022年7月30日（土）10:00 am から
9月 3日（土） 5:00 pmまで
※ご視聴は事務経費の一部としてご寄付（1,000円）をお願い
しております。

日 時：年4回 第2土曜日 2:00 pm ～3:30 pm
初回 2022年6月 11日

Sr.井出美奈子

6月はみこころの月なので、皆様と「イエスのみこころ」について
考えたいと思います。

※2回目以降はホームページにてお知らせします。
方 法：オンライン講座（Zoom）

緒方貞子さんは、世界の難民支援や国際開発
の た め に 全 力 を 投 じ て 尽 力 さ れ ま し た。
聖心女子大学の第一期生だった緒方さんが、
学生時代を通して学ばれたものは何だったの
か、”緒方さんの”信念”と”聖心の教育”
と が 響 き あ う と こ ろ は 何 か、を 共 に 考 え、
新たな気づきや実践につなげるきっかけとな
ることを願い、現在、聖心女子大学4号館１F
で開 催 中の 展示「緒 方 貞 子さ ん と聖 心 の教
育」についてご紹介しながらお話しします。

対 象：女性
※受講は事務経費の一部としてご寄付（2,000円・通年）を
お願いしております
聖心会のシスターが各々の経験を交えて、聖マグダ
レナ・ソフィアから受け継いだ会員としての生き方
を分かち合います。霊性とは神様の呼びかけへの応
え方です。修道者に限らず、聖心会の霊性を学び、
それを日々の生活の中で生きたい方のための勉強会
です。
聖心の教育に何らかの形でかかわり、さらに学びを
深めたい方のご参加ををお待ちしています。

同展示については、聖心女子大学グローバル
共生研究所ホームページをご覧ください。
( http://kyosei.u-sacred-heart.ac.jp/ )

【講座のお申し込み】
講座受講のお申し込みは、みこころセンターホームページ「2022年度講座一覧」
に記載のお申し込みフォームから受け付けております。
または、下記を記載の上、メールにてお申し込みください。

【講座のお申し込み】
講座受講のお申し込みは、みこころセンターホームページ「2022年度講座一覧」
に記載のお申し込みフォームから受け付けております。
または、下記を記載の上、メールにてお申し込みください。

① 希望講座名 ② 氏名 ③ 年代（例：20代、40代、70代 等） ④お住まいの都道府県 ④ 電話番号

① 希望講座名 ② 氏名 ③ 年代（例：20代、40代、70代 等） ④お住まいの都道府県 ④ 電話番号

聖心会 みこころセンター

rscjmikokoro.center@gmail.com
１０

2022 Sacred Heart Center

聖心会 みこころセンター

rscjmikokoro.center@gmail.com
１１

2022 Sacred Heart Center

聖心会 みこころセンター主催

聖心会 みこころセンター主催

キリスト教入門（カテキズムを中心に）

担当者：シスター長野興子

担当者：シスター山崎渾子
日

時：毎月1回

聖書と私

第2木曜日 11:00 am ～12:00 pm

日

場 所：オンライン講座(Zoom)
対 象：女性
※受講は事務経費の一部としてご寄付（3,000円・通年）を
お願いしております
※テキストとして下記の書籍をご用意ください
『カ ト リ ッ ク 教 会 の カ テ キ ズ ム 要 約』カ ト リ ッ ク 中 央 協 議 会
（1,200円＋税）
カトリック教会のカテキズムを学びます。キリスト教につい
て関心のある方、洗礼を受けていらっしゃる方も是非ご参加
ください。
＊8回の年間スケジュールの中で、裾野マリア修道院黙想の家
にての対面での講座の機会もご相談いたします。

第4木曜日 10:30 am ～12:00 pm

時：毎月1回

場 所：聖心会 第三修道院（広尾 聖心女子大学内）
対 象：女性
定 員：15名
※受講は事務経費の一部としてご寄付
（3,000円・通年）をお願いしております

目まぐるしく変わる現代社会の中で、私の生活はどこに根を下ろしている
のでしょう。遠藤周作さんは「生活」と「人生」は当たり前の日常を生き
ていくこと、「人生」」は生活を何かより高みへと方向づけていく道と考
えています。私たちは今の時代、生活だけでも至難の業なのに、人生など
考える余裕もないと思いがちです。聖書の中の「人はパンのみに生きるに
あらず」の意味するところは何でしょうか。

〔開講日〕
〔開講日〕
2022年

2022年
4月14日（木）

5月12日（木）

6月9日（木）

7月14日（木）

8月お休み

9月8日（木）

10月13日（木）

11月10日（木）

12月8日（木）

2023年

4月28日（木）

5月26日（木）

6月23日（木）

7月お休み

8月お休み

9月22日（木）

10月27日（木）

11月24日（木）

12月お休み

1月26日（木）

3月2日（木）

【講座のお申し込み】
講座受講のお申し込みは、みこころセンターホームページ「2022年度講座一覧」
に記載のお申し込みフォームから受け付けております。
または、下記を記載の上、メールにてお申し込みください。

【講座のお申し込み】
講座受講のお申し込みは、みこころセンターホームページ「2022年度講座一覧」
に記載のお申し込みフォームから受け付けております。
または、下記を記載の上、メールにてお申し込みください。

① 希望講座名 ② 氏名 ③ 年代（例：20代、40代、70代 等） ④お住まいの都道府県 ④ 電話番号

① 希望講座名 ② 氏名 ③ 年代（例：20代、40代、70代 等） ④お住まいの都道府県 ④ 電話番号

聖心会 みこころセンター

rscjmikokoro.center@gmail.com
１２

2022 Sacred Heart Center

聖心会 みこころセンター

rscjmikokoro.center@gmail.com
１３

2022 Sacred Heart Center

聖心会 みこころセンター主催

聖心会 みこころセンター主催

音楽と共に♪聖書と祈り

聖マグダレナ・ソフィアのお話

担当者：シスター出淵澄子
日

時： 隔月1回

担当者：シスター菅野敦子

第2火曜日 11:00 am ～12:00 pm

場 所：聖心女子大学 聖堂（広尾）
対 象：女性
定 員：15名
※受講は事務経費の一部としてご寄付（2,000円・通年）を
お願いしております

聖 堂 内 の オ ル ガ ン で 歌 を 歌 い、聖 書 を 読 み、祈 り、
共に分かち合います。
歌う者は倍祈る という言 葉があります。多くの 西 洋
音楽は、みこころに支えられ、みこころに捧げられ、
私たちと日常を共にしています。
音楽を聴くこと が大好き な方、音楽 を奏でるこ と が
好きな方、是非、神のうちに生きる喜びを！♪

日 時：隔月1回

第2金曜日 10:30 am ～12:00 pm

場 所：聖心会 第五修道院（広尾 聖心女子大学内）
またはオンライン講座（Zoom)
対 象：女性
定 員：15名
※受講は事務経費の一部としてご寄付（2,000円・通年）を
お願いしております

今年はフィル・キルロイ著『マドレーヌ・ソフィー・
バラ』を共に読みながら、ソフィーが女子教育に捧げ
られた｢燃ゆる心｣とはどのような者であったのか、
またソフィーが目指した｢みこころの愛｣のルーツを探
し求めながら、ソフィーという人物に出会う時間を共
にしたいと思っています。

〔開講日〕

〔開講日〕
2022年

6月14日（火）

2023年

2月14日（火）

10月11日（火） 12月13日（火）

2022年

5月13日（金）

7月8日（金）

9月9日（金）

11月11日（金）
2023年

1月13日（金）

3月10日（金）

【講座のお申し込み】
講座受講のお申し込みは、みこころセンターホームページ「2022年度講座一覧」
に記載のお申し込みフォームから受け付けております。
または、下記を記載の上、メールにてお申し込みください。

【講座のお申し込み】
講座受講のお申し込みは、みこころセンターホームページ「2022年度講座一覧」
に記載のお申し込みフォームから受け付けております。
または、下記を記載の上、メールにてお申し込みください。

① 希望講座名 ② 氏名 ③ 年代（例：20代、40代、70代 等） ④お住まいの都道府県 ④ 電話番号

① 希望講座名 ② 氏名 ③ 年代（例：20代、40代、70代 等） ④お住まいの都道府県 ④ 電話番号

聖心会 みこころセンター

rscjmikokoro.center@gmail.com
１４

2022 Sacred Heart Center

聖心会 みこころセンター

rscjmikokoro.center@gmail.com
１５

2022 Sacred Heart Center

聖心会 みこころセンター主催

ちぎり絵

聖心会 みこころセンター主催

ちぎり絵の色紙を飾りましょう

担当者：シスター沖崎マチノ
日

クリスマスをご一緒に
担当者：シスター沖崎マチノ
シスター菅野敦子

時：第1回
7月 5日（火） 1:00pm ～4:00 pm
第2回 11月22日（火）1:00pm ～4:00 pm

場 所：聖心会 第五修道院（広尾 聖心女子大学内）
対 象：女性
定 員：6名
※受講は事務経費の一部としてご寄付（1,000円・各回・材料費を含
む）をお願いしております
6月は夏のおたより、11月はクリスマスと新年のカードづくりを予定して
います。

紙をちぎり描きます。初めての方も是非ご参加ください。

日 時：12月17日（土）1:00 pm ～4:00 pm
場 所：聖心会 第五修道院（広尾 聖心女子大学内）
対 象：女性
※参加は事務経費の一部、またお茶代としてご寄付（1,000円）を
お願いしております。学生の参加は無料です。
☆当日は、参加者でカップケーキにクリームで飾り付けをするなど、
一緒に作業をした後、クリスマスの集いを行います。
ぜひご参加ください。

上記写真はイメージです

【講座のお申し込み】
講座受講のお申し込みは、みこころセンターホームページ「2022年度講座一覧」
に記載のお申し込みフォームから受け付けております。
または、下記を記載の上、メールにてお申し込みください。

【講座のお申し込み】
講座受講のお申し込みは、みこころセンターホームページ「2022年度講座一覧」
に記載のお申し込みフォームから受け付けております。
または、下記を記載の上、メールにてお申し込みください。

① 希望講座名 ② 氏名 ③ 年代（例：20代、40代、70代 等） ④お住まいの都道府県 ④ 電話番号

① 希望講座名 ② 氏名 ③ 年代（例：20代、40代、70代 等） ④お住まいの都道府県 ④ 電話番号

聖心会 みこころセンター

rscjmikokoro.center@gmail.com
１６

2022 Sacred Heart Center

聖心会 みこころセンター

rscjmikokoro.center@gmail.com
１７

2022 Sacred Heart Center

聖心会 みこころセンター主催

聖心会 みこころセンター主催

聖書の会

聖書をご一緒に
担当者：シスター穎川政子

担当者：シスター菅野敦子

日 時：隔月 第3 木曜日 10:30 am～12:00 pm

日

時：毎月 第1水曜日 10:30 am ～12:00 pm

場

所：聖心会 第五修道院（広尾 聖心女子大学内）
またはオンライン講座（Zoom)

場 所：オンライン講座（Zoom）
対 象：同窓生 卒業生の保護者
定 員：15名
※受講は事務経費の一部としてご寄付
（2,000円・通年）をお願いしております

対 象：同窓生 卒業生の保護者
※受講は事務経費の一部としてご寄付
（3,000円・通年）をお願いしております

聖書を読みながら、ご一緒に分かち合いをいたします。
私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい
（ヨハネ福音書 15-12）

聖書を一緒に読みながら、日頃の生活を振り返ります。同時に東日本
大震災から10年になる福島の現状をお伝えしながら、今、私たちに
出来ること、問われていることを共に考えていきたいと思います。

開講日
2022年

2023年

4月6日（水）

5月11日（水）

6月1日（水）

〔開講日〕

7月6日（水）

9月7日（水）

10月5日（水）

2022年

11月2日（水）

12月7日（水）

1月11日（水）

2月1日（水）

5月19日（木）

7月21日（木）

9月15日（木）

11月17日（木）
3月1日（水）

2023年

1月19日（木）

3月16日（木）

【講座のお申し込み】
講座受講のお申し込みは、みこころセンターホームページ「2022年度講座一覧」
に記載のお申し込みフォームから受け付けております。
または、下記を記載の上、メールにてお申し込みください。

【講座のお申し込み】
講座受講のお申し込みは、みこころセンターホームページ「2022年度講座一覧」
に記載のお申し込みフォームから受け付けております。
または、下記を記載の上、メールにてお申し込みください。

① 希望講座名 ② 氏名 ③ 年代（例：20代、40代、70代 等） ④お住まいの都道府県 ④ 電話番号

① 希望講座名 ② 氏名 ③ 年代（例：20代、40代、70代 等） ④お住まいの都道府県 ④ 電話番号

聖心会 みこころセンター

rscjmikokoro.center@gmail.com
１８

2022 Sacred Heart Center

聖心会 みこころセンター

rscjmikokoro.center@gmail.com
１９

2022 Sacred Heart Center

聖心会 みこころセンター主催

聖心会 みこころセンター主催

カウンセリングとは？ 共に学んでみましょう

日本における聖心会の歴史と霊性
担当者：シスター堀口委希子

担当者：シスター大橋保子
（全日本カウンセリング協議会二級カウンセラーの方もご一緒します)

日 時：第1回 5月28日（土）1:30 pm ～3:00 pm
第2回 10月15日（土）1:30 pm ～3:00 pm

第3 火曜日 2:00 pm ～3:30 pm

日

時：年6回

場

所：聖心会 第二修道院（広尾 聖心女子大学内）

対 象：聖心姉妹校 同窓生
定 員：10名まで
※受講は事務経費の一部としてご寄付
（2,000円・通年）をお願いしております

対 象：聖心会に関心のある方
※受講は事務経費の一部としてご寄付
（1,000円・通年）をお願いしております

カウンセリングというものをどのような意味で受け取られているか、個人差
が当然あるでしょう。私たちが日常生活の中で日々体験する人間関係の意味
を少しでも深めることができるように、体験的（理論も含め）に学ぶことが
この講座の目標です。カウンセリングの知識の有無に関しては一切関係あり
ません。気楽にのぞいてみませんか？
＊シスター大橋保子は、聖心女子大学学生相談室カウンセラーを長く担い、
現在はカリスカウンセリング研修会の講師を務めています。

開講日
2022年

2023年

場 所：聖心会 第三修道院（広尾 聖心女子大学内）

5月17日（火）

6月21日（火）

7月12日（火）

8月お休み

9月お休み

10月18日（火）

11月15日（火）

12月お休み

1月17日（火）

第1回 ｢日本における聖心会の歴史（1908～2020）｣
日本において聖心会がどのように始まり、発展し、現在の状態にいたった
かをパワーポイントで追っていきます。フランスでの聖心会の創立、来日
の経緯、学校の始まり、試練、マグダレナソフィアの列聖、小林、上海の
聖心の創設、第二次世界大戦時の抑留、復興、発展、大学、不二聖心、
札幌聖心、そして、現在の聖心会についてです。聖心会は、何を大切に
して歩んできたのでしょうか。
第2回 ｢私たちと共にある神と愛の関わり｣
聖心会の霊性は、私たちと共にあって働きかける、神との愛の関わりで
す。その関わりは多様で、表現豊かで、個性的です。聖心会は総会の指針
を受けて、今、関わりを持てずに孤立しがちな日本社会に置いて関わりの
大切さを強調したいと願っています。私たちの日常生活において、関わり
の質を深めるために、どのようなことが可能なのか探りたいと思います。
お気軽に体験を分かち合っていただければ、幸いです。

【講座のお申し込み】
講座受講のお申し込みは、みこころセンターホームページ「2022年度講座一覧」
に記載のお申し込みフォームから受け付けております。
または、下記を記載の上、メールにてお申し込みください。

【講座のお申し込み】
講座受講のお申し込みは、みこころセンターホームページ「2022年度講座一覧」
に記載のお申し込みフォームから受け付けております。
または、下記を記載の上、メールにてお申し込みください。

① 希望講座名 ② 氏名 ③ 年代（例：20代、40代、70代 等） ④お住まいの都道府県 ④ 電話番号

① 希望講座名 ② 氏名 ③ 年代（例：20代、40代、70代 等） ④お住まいの都道府県 ④ 電話番号

聖心会 みこころセンター

rscjmikokoro.center@gmail.com
２０

2022 Sacred Heart Center

聖心会 みこころセンター

rscjmikokoro.center@gmail.com
２１

2022 Sacred Heart Center

聖心会 みこころセンター主催

聖心会 みこころセンター主催

日帰り

山谷地域でのボランティア
担当者：シスター畠中千秋

福島・浜通り研修

担当者：シスター畠中千秋

日

時：毎月 第3 土曜日 9:00 am ～2:00 pm

日 時：随時（先ずはご相談ください）

場

所：神の愛の宣教者会

場 所：福島県浜通り（富岡町から相馬までの間）

対

象：どなたでもご参加ください

対 象：どなたでもご参加ください

定

員：10名

定 員：4名

山谷の家

神の愛の宣教者会「山谷の家」では、毎日異なるプログラムで、山谷地区
にいる路上生活者の人々の支援活動を行っています。土曜日のボランティ
ア活動を通し て、山谷地区のこと、路上生活者の生活の一旦を知ることか
ら始めたいと思います。
その日は、他の参加者と共に昼食も一緒にします。その後、参加者で分か
ち合い と振り返りの時間を持ちます。1回だけの参加も歓迎します。

開講日
2022年

2023年

4月16日（土）

5月21日（土）

6月18日（土）

7月16日（土）

8月お休み

9月17日（土）

10月22日（土）

11月19日（土）

12月17日（土）

1月21日（土）

2月18日（土）

3月18日（土）

東日本大震災と原発事故の被災者と共に歩み10年を迎えようとしていま
す。聖心会は、福島・南相馬市在住のシスター達がカリタス南相馬の支援
活動に参加し交流の機会を作っています。
この度、首都圏と仙台を結ぶJR常磐線を利用した最短時間の現地研修会を
企画しました。案内は現地のシスターがいたします。
集合場所と時間：
浪江駅 午前 10:30 am ～11:20 am＊当日の時刻表の要確認
解散場所と時間：
相馬駅 4:00pm～5:00pm
研修時間 ：約 4 時間

※参考例：上野駅 8:00 am 発 特急ひたちに乗車⇒浪江駅 11:15 am 着
相馬駅 4:52 pm 発 特急ひたちに乗車⇒上野駅 8:36 pm 着
相馬駅 4:36 pm 発 特急ひたちに乗車⇒仙台経由 新幹線東京駅 7:32 pm 着

【講座のお申し込み】
講座受講のお申し込みは、みこころセンターホームページ「2022年度講座一覧」
に記載のお申し込みフォームから受け付けております。
または、下記を記載の上、メールにてお申し込みください。

【講座のお申し込み】
講座受講のお申し込みは、みこころセンターホームページ「2022年度講座一覧」
に記載のお申し込みフォームから受け付けております。
または、下記を記載の上、メールにてお申し込みください。

① 希望講座名 ② 氏名 ③ 年代（例：20代、40代、70代 等） ④お住まいの都道府県 ④ 電話番号

① 希望講座名 ② 氏名 ③ 年代（例：20代、40代、70代 等） ④お住まいの都道府県 ④ 電話番号

聖心会 みこころセンター

rscjmikokoro.center@gmail.com
２２

2022 Sacred Heart Center

聖心会 みこころセンター

rscjmikokoro.center@gmail.com
２３

2022 Sacred Heart Center

聖心会 みこころセンター主催

聖心会 みこころセンター主催

みこころの霊性（裾野）

心の旅（裾野）

担当者：シスター石崎阿砂子

担当者：シスター増田早苗

日

時：6月4日（土）11:00 am ～4:30 pm（昼食付）

場

所：聖心会 裾野マリア修道院（不二聖心女子学院内）

対 象：女性
※受講は事務経費の一部としてご寄付（2,000円・昼食代を含む）
をお願いしております
※現地集合・現地解散（交通費は各自負担）
聖心会のシスターが各々の経験を交えて、聖マグダレナ・ソフィアから受け
継いだ、会員としての生き方を分かち合います。
シスター石崎は、当日参加者皆様とホールのケーキを作り、切り分けて、分
かち合いながら、お話しくださいます。裾野修道院の敷地内で収穫した夏み
かんのピールや、シナモンの葉をポットに入れてのティーなど、自然の恵み
をシスターとご一緒に分かち合います。

聖心会裾野マリア修道院
〒410-1126 静岡県裾野市桃園198
Tel：055-992-2165 FAX：055-992-2165
※アクセスは不二聖心女子学院のホームページをご覧く
ださい https://www.fujiseishin-jh.ed.jp/access/
※当日宿泊をご希望される方は、お申込み時にお問い
合わせください。（全個室）

日 時：11月19日（土）2:00 pm ～3:30 pm
場 所：聖心会 裾野マリア修道院（黙想の家）
対 象：聖心姉妹校 同窓生
定 員：8名
※受講は事務経費の一部としてご寄付（500円）をお願いしておりま
す
※現地集合・現地解散（交通費は各自負担）

日常生活から少し離れて、裾野の自然を味わいながら、
一息おつきになりませんか？一緒に祈ったり話し合った
りもできます。

◇聖心会 裾野 聖マリア修道院
〒410-1126 静岡県裾野市桃園198
Tel ：055-992-2120
Fax：055-992-2165
※アクセスは不二聖心女子学院のホームページをご覧ください
https://www.fujiseishin-jh.ed.jp/access/
※当日宿泊をご希望される方は、お申込み時にお問い合わせください。
（全個室）

【講座のお申し込み】
講座受講のお申し込みは、みこころセンターホームページ「2022年度講座一覧」
に記載のお申し込みフォームから受け付けております。
または、下記を記載の上、メールにてお申し込みください。

【講座のお申し込み】
講座受講のお申し込みは、みこころセンターホームページ「2022年度講座一覧」
に記載のお申し込みフォームから受け付けております。
または、下記を記載の上、メールにてお申し込みください。

① 希望講座名 ② 氏名 ③ 年代（例：20代、40代、70代 等） ④お住まいの都道府県 ④ 電話番号

① 希望講座名 ② 氏名 ③ 年代（例：20代、40代、70代 等） ④お住まいの都道府県 ④ 電話番号

聖心会 みこころセンター

rscjmikokoro.center@gmail.com
２４

2022 Sacred Heart Center

聖心会 みこころセンター

rscjmikokoro.center@gmail.com
２５

2022 Sacred Heart Center

聖心会 みこころセンターご案内

聖心会 みこころセンターご案内

「教皇フランシスコ新回勅

坐禅の会

呼吸がととのい こころが静まる

『兄弟の皆さん』を読む」
担当者：シスター藤松薫
シスター長谷川和子

担当者：シスター青木義子
日

時：毎月 第2・第4火曜日 4:30 pm ～ 6:00 pm

場

所：聖心会 第三修道院

対

象：どなたでもご参加ください

聖堂（広尾 聖心女子大学内）

日 時：毎月1回 第3火曜日 10:30 am ～ 11:30 am
場 所：オンライン講座（ZOOM対応）
対 象：どなたでもご参加ください
参加費：10名

参加費：無料

坐禅は誰でも行える、自己を知る方法です。信仰の有無を問いません。
呼吸をととのえて静かに座ることで、こころも静まっていきます。
初心者にもやさしい数息観（呼吸を数える）から指導していきます。
一度覚えれば、自宅でひとりでもできるようになります。
お気軽に見学にいらしてください。

教皇フランシスコが、2019年2月に発表された新回勅『兄弟の皆さ
ん』を読みます。この回勅は平易な文章で、「利己主義による分断が進
み、他者の苦しみを顧みない現代社会を具体的に検証し、開かれた世界
を築く道筋」を示しています。私たちの日常に実践していかれるように
願いながら、読み深めていきます。
資料：『兄弟の皆さん』 カトリック中央協議会 1600円
（カトリック中央協議会HPより、全文ダウンロード可能）

2022年
・4月19日（火）
・5月17日（火）
・6月21日（火）
・7月19日（火）
9月以降は後日お知らせいたします。
お問い合わせ、参加申し込みは、下記お電話またはメールにてお願いします。
連絡先：シスター藤松薫 聖心会小林修道院 0797-72-6347
お問い合わせ、参加申し込みは、下記お電話またはメールにてお願いします。
TEL 03-3400-9013 rscjyaoki@gmail.com（シスター青木義子）
２６

2022 Sacred Heart Center

fuji819rscj@hotmail.co.jp
シスター長谷川和子

聖心会第五修道院

03-3499-4817

kazukorscj@hotmail.com
２７

2022 Sacred Heart Center

聖心会 みこころセンターご案内

聖心会 みこころセンターご案内

祈りの会

聖書の勉強会
担当者：シスター林千種

担当者：シスター山路咲子

第2水曜日 10:30 am ～11:30 pm

日

時：毎月1回

場

所：聖心会 ソフィア修道院
（聖心女子学院内 白金台／三光町）
象：聖心姉妹校 同窓生

対

日

時：毎月1回 第3金曜日 10:00 am ～12:00 pm

場

所：聖心会 ソフィア修道院
（聖心女子学院内 白金台／三光町）

対

象：聖心姉妹校 同窓生

参加費：無料

定 員：5～6名
参加費：無料

聖書から1回ずつテーマを選び、抜粋を読んで、すこし意味の解説を加え
ながら、そこに秘められているメッセージを見つけていきたいと考えま
す。聖書を勉強して深めると同時に一人ひとりへの神様の語りかけを聞く
時間を作りたいと考えています。

聖書の箇所を共に読み、日々の生活の中で感じることを分かち合い
ながら、神様が私たちに望んでおられることを共に探したいと願っ
ています。今の世界の現状や地球環境等、感じることの話し合いの
機会にもしたいと希望しております。一緒に祈りたい方、洗礼を考
えている方も参加可能です。

〔開講日〕
2022年

2023年

5月11日（水）

6月8日（水）

7月13日（水）

8月お休み

9月14日（水）

10月12日（水）

11月9日（水）

12月お休み

1月11日（水）

2月8日（水）

3月8日（水）

お問い合わせ、参加申し込みは、下記メールにてお願いします。
chigusamisty@gmail.com （シスター林千種）
２８

2022 Sacred Heart Center

お問い合わせ、参加申し込みは、下記お電話またはメールにてお願いします。
TEL 03-3442-3174
yamajisakiko@outlook.jp
（聖心会 ソフィア修道院 シスター山路咲子）
２９

2022 Sacred Heart Center

聖心会 みこころセンターご案内

聖心会 みこころセンターご案内

聖心 祈りの会

みこころへの道

～光に照らされて～

担当者：シスター菅野敦子
※各講座担当者等詳細については聖心会日本管区
ホームページをご参照ください
（ https://www.sacred-heart.or.jp/ ）

担当者：聖心会 シスター
※各講座担当者等詳細については聖心会日本管区
ホームページをご参照ください
（ https://www.sacred-heart.or.jp/ ）

日

日時：年2回

場

時：毎月1回

第3 日曜日（例外あり）

所：聖心会 みこころセンター 祈りの家
（聖心女子学院内 白金台／三光町）

対

象：若い女性

定

員：12名

場

所：聖心会 みこころセンター、祈りの家
（聖心女子学院内 白金台／三光町）

対

象：将来の道を探している独身の女性（40代くらいまで）

定

員：10名

参加費：無料
参加費：無料
聖書を読みながら分かち合いをいたします。楽しく和やかな雰囲
気で続けてきた「みこころへの道」を今年も開講いたします。

週末のひとときを、日常の忙しさを離れて静けさの中で過ごしませんか。
立ち止まって振り返り、祈りのひとときをともにしましょう。

“Celebrating the Treasure” by Mary Southard

お問い合わせ、参加申し込みは、下記お電話にてお願いします。
TEL 080-5448-1865（シスター菅野敦子）
３０

2022 Sacred Heart Center

お問い合わせ、参加申し込みは、下記メールにてお願いします。
seishin.inorinokai@gmail.com 聖心 祈りの会係
Sr.大西聖子・Sr.佐々木良子・Sr.手塚百合子・Sr.渡邊真理子
３１

2022 Sacred Heart Center

聖心会 みこころセンターご案内

聖心会 みこころセンターご案内

復活祭を前にして
祈りのうちに聖週間を過ごしませんか

講 師：柊 暁生 師（マリア会）聖書学者

担当者：柊 暁生 師（マリア会）
シスター山崎渾子

アドバイザー：シスター山崎渾子

日

時：4月14日(木)夕食(6:00 pm)～4月17日(日)昼食後 1:00pmまで
（一泊でも全日程でも希望によって宿泊できます）

場

所：聖心会 裾野マリア修道院(黙想の家) 全個室
（不二聖心女子学院内）

対

象：女性（信者でなくても参加できます）

定

員：24名まで

＊現地集合・現地解散（交通費は各自負担）

2022年4月17日の復活祭を迎えるに当たり、祈りのうちに聖週間を過ごしま
す。聖木曜日・聖金曜日・聖土曜日の特別典礼を小規模ながら皆で行いま
す。個人黙想の形で、希望者には聖週間についてのお話や、十字架の道行
きなども行います。霊的同伴としての面接もできます。

日時：2回目：2022年 7月29日（金）30日（土） 31日（日）
：3回目：2022年10月 8日（土） 9日（日） 10日（月）
：4回目；2023年 3月18日（土）19日（日） 20日（月）
場 所：聖心会 裾野マリア修道院(黙想の家) 全個室
（不二聖心女子学院内）
※現地集合・現地解散（交通費は各自負担）
＜毎日の時間割＞
7:00 am
ミサ
10:00 am ~ 10:45 am 講義1
11:00 am ~ 11:45 am 講義2
1:00 pm ~ 2:45 pm 講義3
3:00 pm ~ 4:00 pm 講義4

＜場所・宿泊先＞
◇聖心会 裾野 聖マリア修道院
〒410-1126 静岡県裾野市桃園198
Tel ：055-992-2120
Fax：055-992-2165

◇聖心会 裾野 聖マリア修道院
〒410-1126 静岡県裾野市桃園198
Tel ：055-992-2120
Fax：055-992-2165
※アクセスは不二聖心女子学院のホームページをご覧ください
https://www.fujiseishin-jh.ed.jp/access/

お問い合わせ、参加申し込みは、下記お電話またはメールにてお願いします。
聖心会 裾野 マリア修道院（黙想の家）シスター山崎渾子
TEL 055-992-2120 yamazaki@u-sacred-heart.ac.jp
３２

「聖書研究会」

2022 Sacred Heart Center

※通いでの参加も可能です。
※アクセスは不二聖心女子学院のホームページをご覧ください
https://www.fujiseishin-jh.ed.jp/access/
お問い合わせ、参加申し込みは、下記お電話またはメールにてお願いします。
聖心会 裾野 マリア修道院（黙想の家）シスター山崎渾子
TEL 055-992-2120 yamazaki@u-sacred-heart.ac.jp
３３

2022 Sacred Heart Center

祈りの家

聖心会 みこころセンターご案内

◇ 利用いただける方・活動内容

「洗礼」を考えている方々のために

祈りの家は、聖心会のシスターが関わる祈りの会、勉強会、研修会、霊的指導、および
学校関係の必要に応じて、個人または小規模のグループの集いに利用できます。
修道者の方の静修などにもご利用いただけます。

◇ 宿泊
担当者：シスター田中玲子
日

時：個別に相談の上、決めさせていただきます。

場

所：聖心会 みこころセンター または ソフィア修道院
（聖心女子学院内 白金台／三光町）

対

象：カトリックの洗礼を考えている方

２つのベッドルーム（個室）があります。滞在期間はお問い合わせ、ご相談ください。
※宿泊は修道者に限らせて頂きます。

◇ 費用
光熱費や清掃代、宿泊の場合のベットシーツのクリーニグ代金などは、ご利用者からの
ご寄付をお願いしております。

参加費：無料

洗礼を受けるとはどうなることなのか、受けるにはどうしたらよいのか
など考えている方、まだ決めたわけではないけれど、関心があり考えて
みたい方などのためのグループです。洗礼を受けることはどういうこと
かというところからスタートし、ご一緒に聖書を読んで味わうことや
お祈りすることを体験していきます。

玄関を入ると目の前には緑が美しい
竹林が広がります。「祈りの家」は
都心の白金に位置しながら、自然豊
かな、落ち着いた環境です。

チャペルは、自然光が美しく落ち着いた
空間です。７名ほどの小規模のグループ
が座ってお祈りができるスペースがあり
ます。

静かな祈りの時間（黙想）を希望さ
れる方は、聖心会 みこころセンター
事務局までお問合せください。黙想
指導・同伴などができる聖心会のシ
スターとお繋ぎします。

聖心会

お問い合わせ、参加申し込みは、下記お電話またはメールにてお願いします。
TEL 03-3442-3174
tanaka@u-sacred-heart.ac.jp
（聖心会 ソフィア修道院 シスター田中玲子）
３４

2022 Sacred Heart Center

祈りの家には、コンロ、冷蔵庫、電子
レンジがあり、自炊をしてダイニング
でお食事をしていただけます。

みこころセンター「祈りの家」

〒108-0072 東京都港区白金4-11-1
メールアドレス：

rscjmikokoro.center＠gmail.com
電話/FAX番号：03 - 6277- 2561

