
 

 

 

聖フランシスコ・サレジオ 

教会の祈り  



読書     

賛歌   

 

フランシスコに賛美が届きますように。 

 天上の幸いな兄弟たちから、 

 地上を歩むわたしたち旅人から。 

 

 師であり、主であるあなたは人々を導かれる。 

 若き日の情熱あるフランシスコは、 

あなたに従いました。この世の喜びを放棄して。 

  

フランシスコを群れの牧者とし、 

 見捨てられた人、遠く離れた人々を一つに集め、 

キリストの囲いへと導かれた。 

 

聖なる不屈の勇気をもって、 

キリストに人々を連れ戻しつつ、 

さまよう人々を探される。 

 

聖別された博士、フランシスコ、 

あなたは真理の光を放ち、 

栄えある進歩へと進ませてくださる。 

 

フランシスコよ、あなたは高みから、 

あなたの子らが、喜びのうちに 

示される歩みを進むわたしたちを助けてください。 

大祭司である主よ、 

父と聖霊によって代々に至るまで、 

あなたに、栄光がありますように。 アーメン。 
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詩編唱和 

詩編 21（2－8 14）  

救い主の勝利を感謝して 

        

先 先に立とうと望むなら、 

最後のものになり、すべての人に仕えなさい。 

 

神よ、あなたの力を王は喜び、 

あなたの救いを喜び歌う。 

あなたは王の願いを退けられず、 

その心の思いをかなえられる。 

 

あなたはかれを豊かに祝福し、 

その頭に純金の冠を授けられた。 

王が長寿を求めると、 

あなたは豊かないのちをとこしえに与えられた。 

 

王の偉大な栄光はあなたの救いによる。 

あなたは誉れと輝きをかれに与えられた。 

あなたは王に永遠の祝福を与え、 

かれはあなたの前で喜びに満たされる。 

王はあなたに寄り頼み、 

すべてを越えるあなたのいつくしみによって 

ゆらぐことがない。 

 

神よ、あなたの力を現わしてください。 

わたしたちは、あなたをたたえ、 

偉大な力をほめ歌う。栄 
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詩編 92  

創造主への賛美 

 

先 最高の牧者が現われるとき、 

   不滅の栄光の冠をいただく。 

   

神よ、すべてを越えるあなたの名をたたえ、 

あなたに感謝をささげることはすばらしい。 

あしたにあなたの いつくしみを、 

夕べにまことをのべ伝え、 

たて琴をかなで、楽の音に合わせ 

わたしはあなたをほめ歌う。 

 

神よ、あなたのわざはわたしを喜ばせ 

あなたの造られたものをわたしはたたえる。 

神よ、あなたのわざは偉大、 

その思いははかり知れない。 

心の鈍い者にはわからず、 

愚かな者には悟れない。 

 

あなたに逆らう者が草のようにはびこり、 

不法を行なうすべての者が栄えても、 

かれらはあとかたもなく滅びさる。 

神よ、すべてを越えてあなたは偉大。 

 

詩編 92（10‐16） 

 

先 忠実でよいしもべよ、 

   あなたの主のよろこびに入りなさい。 

 

見よ、あなたにはむかう者は滅び、 

不法を行なう者はすべて散らされてゆく。 

あなたは わたしの頭を野牛の角のようにあげ、 

わたしに新しい油を注がれた。 
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わたしは敵の滅びを見、 

悪を行なう者の悲鳴を聞いた。 

 

神に従う人は なつめやしのように栄え、 

レバノンの杉のようにそびえる。 

神の家に植えられた人は、 

わたしたちの神の庭で栄える。 

年を経てもなお実を結び、 

いつもいきいきとおい茂る。 

 

 

こうして神の正しさがのべ伝えられる。 

神はわたしの岩。神にはいつわりがない。栄 

 

 

第一朗読 

エフェソ （4.1－7．11－18a．20－24） 

 平和の結びつきのうちに聖霊との一致を保ちなさい 

 

そこで、主に結ばれて囚人となっているわたしはあなたがたに勧めま

す。神から招かれたのですから、その招きにふさわしく歩み、一切高ぶ

ることなく、柔和で、寛容の心を持ちなさい。愛をもって互いに忍耐し、

平和のきずなで結ばれて、霊による一致を保つように努めなさい。体は

一つ、霊は一つです。それは、あなたがたが、一つの希望にあずかるよ

うにと招かれているのと同じです。主は一人、信仰は一つ、洗礼は一つ、

すべてのものの父である神は唯一であって、すべてのものの上にあり、

すべてのものを通して働き、すべてのものの内におられます。 

 しかし、わたしたち一人一人に、キリストの賜物のはかりに従って、

恵みが与えられています。 

 そして、ある人を使徒、ある人を預言者、ある人を福音宣教者、ある

人を牧者、教師とされたのです。こうして、聖なる者たちは奉仕の業に

適した者とされ、キリストの体を造り上げてゆき、ついには、わたした

ちは皆、神の子に対する信仰と知識において一つのものとなり、成熟し

た人間になり、キリストの満ちあふれる豊かさになるまで成長するので
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す。 

 こうして、わたしたちは、もはや未熟な者ではなくなり、人々を誤り

に導こうとする悪賢い人間の、風のように変わりやすい教えに、もてあ

そばれたり、引き回されたりすることなく、むしろ、愛に根ざして真理

を語り、あらゆる面で、頭であるキリストに向かって成長していきます。

キリストにより、体全体は、あらゆる節々が補い合うことによってしっ

かり組み合わされ、結び合わされて、おのおのの部分は分に応じて働い

て体を成長させ、自ら愛によって造り上げられてゆくのです。 

 そこで、わたしは主によって強く勧めます。もはや、異邦人と同じよ

うに歩んではなりません。彼らは愚かな考えに従って歩み、 知性は暗

くなり、彼らの中にある無知とその心のかたくなさのために、神の命か

ら遠く離れています 

 しかし、あなたがたは、キリストをこのように学んだのではありませ

ん。キリストについて聞き、キリストに結ばれて教えられ、真理がイエ

スの内にあるとおりに学んだはずです。 

 だから、以前のような生き方をして情欲に迷わされ、滅びに向かって

いる古い人を脱ぎ捨て、心の底から新たにされて、神にかたどって造ら

れた新しい人を身に着け、真理に基づいた正しく清い生活を送るように

しなければなりません。 

  

答唱  

先 神に選ばれた者として、思いやりの心、親切、へりくだり、 

  やさしさ、がまん強さを身にまといなさい。 

 

答 あなたがたが一つの体であるように、キリストの平和が心を支配す

るように。 

 

先 全てのものを完全な調和のうちにまとめる愛を、何にもまして身に

まといなさい。 

 

答 あなたがたがひとつの体であるといわれるように、キリストの平和

が心を支配するように。 
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第二朗読（次のものから一つを選ぶ） 

                        

その１ 

聖フランシスコ・サレジオ司教の神愛論 

すでに述べたように、愛とは、その愛の中でつかむ満ち満ちた喜びに

よって善へと方向づけられた心の動き、その心の流出に他なりません。

それで、その満ち満ちた喜びは愛の大いなる動機であり、また、愛は満

ち満ちた喜びの躍動でもあるのです。 

さて、この神という対象の中にある善の大きさに、私たちの理性を深

く注目させるならば、この善の中にある満ち満ちた喜びに、私たちの意

志が触発されずにはいられません。それで私達は、最初に得た喜びを心

の中で倍加させ強めながら、同意と喜びの行為によって私たち自身を超

えて与えられている自由と力を用いるのです。 

愛はこの満ち満ちた喜びによって、私たちの心の神であります。なぜ

ならば、この喜びによって、私たちの心は愛を抱きしめ、自分のものと

するからです。愛は私たちの遺産であります。なぜならば、この行為に

よって、神のうちにある善を享受するからであり、また遺産のように、

そこからあらゆることがらと喜びを引き出すことができるからです。こ

の満ち満ちた喜びによって、私たちは神の完全性を霊的に飲み、また食

べます。こうして私たちはその完全性を自分のものとし、心の中に引き

入れるのです。 

おお、神よ、私たちの心が愛しているお方、テモティオよ、天国にお

いて完全性と善良性の水をたたえて果てしなく広がる海のようなお方

を見るとき、私たちはいかなる喜びに満たされるのでしょうか！そのと

き、私たちの心は、かなり長いあいだ渇きに追い立てられ、疲れ切った

鹿が、清く冷たい小川の流れに口をつけて、そのきれいな水の冷たさを

自らのうちに引き入れるように、全能の生ける神の泉にたどり着きたい

という数多くの熱望と苦悩ののちに、私達の心は満ち満ちた喜びによっ

て最愛の方のすべての完全性を引きこみ、また、そのすべての完全性の

中で得る喜びによってそれらの完全な実りを得るのです。こうして、私

たちの心は自らを絶えることのない歓喜で再び満たされるのです。この

ような方法で、この親愛なる花婿は婚姻の床に入るように私たちの中に

入ってきます。それは彼自身がそうおっしゃったように、自らの永遠の

喜びを私たちの魂に与えるためです。もし私たちが彼の聖なる愛の掟を
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守るなら、彼は来られ、私たちのうちに住まわれるのです。偉大なる使

徒・聖パウロが神なる救い主の生と死と受難に対して抱いていた愛は、

その愛によって、神なる救い主のまさにその生と死と受難が、愛するし

もべの心に引きこまれるほど大きなものでした。こうして彼の意志は喜

びによって、彼の記憶は黙想によって、彼の理性は観想によって、すべ

て愛で満たされたのです。 

 

先 互いに親切にし、憐れみの心で接し、神がキリストによってあなた

がたを赦してくださったように、赦し合いなさい。 

 

答 神に愛されている子どもとして、神に倣う者でありなさい。 

 

先 わたしは柔和で謙遜な者だから、わたしの軛を負い、わたしに学び

なさい。そうすれば、あなたがたは安らぎを得られる。 

 

答 神に愛されている子どもとして、神に倣う者でありなさい。 

 

                                                 

その 2 

聖フランシスコ・サレジオ司教の『信心生活人門』 

 

 神は万物を創造されたとき、草木がそれぞれの種に従って実をつける

ようにお定めになった。教会の生ける草木であるキリスト者にも、神は

その身分と召し出しに応じて信心の実を結ぶようお命じになるのであ

る。 

 貴族、職人、使用人、君主、寡婦、未婚の女子、主婦などは、それぞ

れの身分に応じて信心を実践しなければならない。また、信心はそれを

行う人の能力、仕事、義務に適したものでなければならない。 

フィロテアよ、司教がカルトゥジオ会士のよう隠遁生活をしようとし

たり、夫婦がカプチン会士のように何の財産も持つまいとするのは適当

なことだろうか。職人が修道士のように終日聖堂にこもり、修道士が人

を世話するために、司教のようにだれかれの別なく応対するのは当を得

たことであろうか。そのような信心は愚かしく、常軌を逸し、認容でき

ないものではないだろうか。 
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だが、こうした取り違えは珍しくないのである。フィロテアよ、真実

な信心であれば何ものも損なわず、あらゆるものを完成する。そして、

もし信心がその人の正しい召し出しに反するものであれば、確かに間違

った信心なのである。 

 蜜蜂は蜜を集めるとき、花を少しも傷めない。花は以前と少しも変わ

らず、触れられた気配もなく新鮮なまま残る。だが、真の信心はそれよ

りもはるかに見事なことをするのである。それは、信心がどんな召し出

しも、また何の仕事も損なわないだけではなく、かえってそれを飾り、

いっそう美しくする。 

宝石を蜜に漬けておくと、それぞれの石のそれぞれの色が輝きを増し

てくるように、信心を自分の召し出しに合わせる人は、その召し出しを

さらによく果たすことができるようになる。信心があれば、いっそう平

和な心で家族のことを配慮することができ、夫婦の愛情がいっそう誠実

になり、君主への奉仕はさらに忠義なものとなり、あらゆる仕事はこれ

までよりも楽しく快いものとなるのである。 

兵営や工房や、君主の宮廷や夫婦の家庭から信心生活を締め出すこと

は間違いであり、異端である。フィロテアよ、純粋な観想生活に固有の

信心、隠遁生活、あるいは修道生活に固有の信心が、こうした所で実践

できないのは無理もない。しかし、これら三つの信心の形のほかにも、

世間にあって、さまざまな暮らしをしている人々を完成に向かわせる、

さまざまな信心生活の形もある。 

 だから、わかしたちはどこにいても完全な生活を望むことができるし、

またそれをのぞまなければならないのである。 

 

先 心を新たにして自分を変えていただきなさい。 

 

答 何が神の御心であるか、何が善いことで、神に喜ばれ、 

  また完全なことであるかをわきまえるようになりなさい。 

 

先 心の底から新たにされて、神にかたどって造られた新しい人を身に

着けなさい。 

 

答 何が神の御心であるか、何が善いことで、神に喜ばれ、 

  また完全なことであるかをわきまえるようになりなさい。 
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賛美の賛歌 （テ・デウム） 

 

すべてのものの主、神よ、あなたをたたえて歌う。 

永遠の父よ、世界はあなたをあがめとうとぶ。 

神の使い、力あるもの、ケルビムもセラフィムも 

絶えることなく 高らかに賛美の声をあげる。 

聖なる主、聖なる主、すべてを治める神、 

あなたの栄光は 天地をおおう。 

ともに声を合わせ、あなたをほめ歌う 

救いを告げた預言者の群れ、けだかい使徒と殉教者。 

世界に広がる教会も あなたをたたえる。 

偉大な父、まことのひとり子、あかしの力・聖霊を。 

栄光に輝く王、勝利のキリストよ、 

とこしえにあなたは 父のひとり子。 

すべての人の救いのために、おとめから生まれ、死にうち勝ち、 

信じる者に神の国を開かれた。 

父の右に座し、すべてをさばくため、 

栄光のうちに ふたたび来られる。 

とおとい血にあがなわれた わたしたちをささえてください。 

諸聖人とともに とわのいのちを喜ぶことが できるように。 

神よ、あなたの民を救い、従う者を祝福し、 

いつまでも 高め、導いてください。 

日ごとに感謝をささげ、世々にあなたの名をほめたたえる。 

わたしたちをきょうも、 罪からお守りください。 

神よ、豊かなあわれみをわたしたちに。 

あなたに寄り頼むわたしたちに。 

あなたにかけたわたしの希望は とこしえにゆるがない。 
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主の祈り 

結びの祈願 

司 …祈りましょう。 

いつくしみ深い神よ、 

すべての人にすべてとなるため 柔和で 寛大な愛を示すよう 

聖なる司教フランシスコ・サレジオに お望みになりました。 

わたしたちも日々の生活と 人々への奉仕によって、 

あなたの愛のすばらしさを 

あかしする恵みを与えてください。 

聖霊の交わりの中で、あなたとともに世々に生き、支配しておられる

御子、わたしたちの主 イエス・キリストによって。アーメン。 
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朝の祈り 

 

始め 

 

賛歌 

 

美しさに満ちた曙、夜が明ける。 

暗闇の後の新しい目の純（きよ）さ、 

燦然と輝く太陽が世界の新しさを輝かす。 

 

愛する人の呼び声で目覚め、 

共に広々とした丘を走る。 

そこで彼は自分の豊かさを現わされる。 

 

わたしたちが短い秋に、 

永遠の愛の実りをもたらすように、 

主よ、あなたの心の知恵を与えてください。 

 

わたしたちの足が、夜道を歩むのを許さないでください。 

むしろ、秘密を明らかにしてくれる光のうちに、 

自由に進んでいくことができますように。 

 

あなたは夜、山道で、 

道に迷った羊を探された。 

心に憩いを与える豊かないのちを得させてください。 

 

父、子、愛、三位にして唯一の神が、 

神の生きた似姿であるわたしたちから、 

代々に至るまで賛えられますように。アーメン。 
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第一唱和 

詩編６３（２－９） 神を慕う心 

 

先 主はかれを知恵と知識の霊でみたされた。アレルヤ 

 

神よ､わたしの神よ､わたしはあなたを慕う。 

水のない荒れ果てた土地のように、 

わたしの心は あなたを慕い、 

体は あなたをかわき求める。 

 

あなたの力と栄えにあこがれて、 

聖所で あなたを仰ぎみる。 

あなたの恵みは いのちにまさり、 

わたしの口は あなたをたたえる。 

 

いのちのある限り、あなたに感謝し、 

手を高くあげて あなたの名を呼び求める。 

もてなしを受けた時のように、 

わたしの心は豊かになり、 

 口には喜びの歌がのぼる。 

 

床の中で あなたを思い起こし、 

夜どおし、あなたのことを思う。 

あなたは わたしの助け、 

あなたの翼のかげに わたしは隠れる。 

 

わたしの心は あなたにたより、 

あなたの右の手は わたしをささえる。 栄 
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第二唱和 

旧約の歌（ダニエル３・57‐88、56） 

 すべてのものは神をたたえる 

 

先 主の司祭、主を称えよ、 

  心の謙遜な聖なるかた、主を称えよ。アレルヤ 

 

造られたものは みな神を賛美し、 

代々に神をほめたたえよ。 

天のすべてのものは神を賛美し、 

神の使いは神をたたえよ。 

 

空の上の水は みな神を賛美し、 

天のすべての力は神をたたえよ。 

太陽と月は神を賛美し、 

空の星は神をたたえよ。 

 

雨と露は神を賛美し、 

すべての風は神をたたえよ。 

火と暑さは神を賛美し、 

冬の厳しさも神をたたえよ。 

 

かすみときりは神を賛美し、 

霜と寒さも神をたたえよ。 

氷と雪は神を賛美し、 

夜も昼も神をたたえよ。 

 

光と闇は神を賛美し、 

いなずまと雲は神をたたえよ。 

大地は神を賛美し、 

代々に神をほめたたえよ。 
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山と丘は神を賛美し、 

地に生える草木は神をたたえよ。 

泉の水は神を賛美し、 

海も川も神をたたえよ。 

 

海のけもの、水に住む生き物は神を賛美し、 

空の鳥は神をたたえよ。 

野のけものと家畜は神を賛美し、 

すべての人は神をたたえよ。 

 

イスラエルは神を賛美し、 

代々に神をほめたたえよ。 

神の祭司は神を賛美し、 

神のしもべは神をたたえよ。 

 

 

神に従う人は神を賛美し、 

神を敬い、へりくだる人は神をたたえよ。 

アナニア、アサリア、ミサエルは神を賛美し、 

代々に神をほめたたえよ。 

 

賛美は父と子と聖霊に、 

代々に神をほめたたえよう。 

神よ、高い大空の中で あなたは賛美され、 

すべてにまさり、代々にほめたたえられる。 

 

 

第三唱和 

 詩篇１４９ 民のつどいの喜び 

 

先 主は聖なる知恵でかれをおおわれた。アレルヤ  

 

新しい歌を神に歌い、 

民の集いで神を賛美しよう。 
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イスラエルは その造り主を喜び、 

シオンの子らは その王を喜べ。 

 

舞いをささげて神の名をほめ、 

鼓と琴に合わせて神をたたえよ。 

神は その民を心に留め、 

貧しい人を勝利で飾られる。 

 

栄光をあびて神の民は喜び、 

神に仕え、高らかに歌う。 

かれらの口には神への賛美、 

手には鋭い剣がある。 

 

諸国は その報いを受け、その民は しずめられ、 

王は くさりで、諸侯は かせでつながれる。 

定められた さばきを果たすこと、 

これは神を敬う人の誉れ。栄 

 

神のことば １コリント（2，1.4～6a.7,9～10a） 

 兄弟たち、わたしもそちらに行ったとき、神の秘められた計画を宣べ

伝えるのに優れた言葉や知恵を用いませんでした。なぜなら、わかしは

あなたがたの間で､イエス・キリスト、それも十字架につけられたキリ

スト以外、何も知るまいと心に決めていたからです。そちらに行ったと

き、わたしは衰弱していて、恐れに取りつかれ、ひどく不安でした。わ

たしの言葉もわたしの宣教も、知恵にあふれた言葉によらず、“霊”と

力の証明によるものでした。 それは、あなたがたが人の知恵によって

ではなく、神の力によって信じるようになるためでした。 

 しかし、わたしたちは、信仰に成熟した人たちの間では知恵を語りま

す。それはこの世の知恵ではなく、また、この世の滅びゆく支配者たち

の知恵でもありません。 しかし、このことは、「目が見もせず、耳が

聞きもせず、人の心に思い浮かびもしなかったことを、神は御自分を愛

する者たちに準備された」と書いてあるとおりです。 わたしたちには、

神が“霊”によってそのことを明らかに示してくださいました。“霊”

は一切のことを、神の深みさえも究めます。 
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答唱 

先 神よ、あなたの教会は、 

答 聖者の知恵をほめたたえる。 

先 神よ、あなたの教会は 

答 集い、聖者の誉れを叫び、知恵をほめたたえる。 

先 栄光は父と子と聖霊に。 

答 神よ、あなたの教会は集い、聖者の知恵をほめたたえる。 

 

 

福音の歌 

 交唱 賢い者たちは大空のように光り輝く。 

多くの者を正しい道に連れ戻す人は、天上の星のようだ。 

 

神をほめたたえよ、イスラエルの神を。 

神は民を訪れて あがない、 

わたしたちのために力強い救い主を、 

しもベタビデの家に立てられた。 

 

神は昔、預言者によって語られたように、 

わたしたちに逆らう者、 

うらみをいだく者の手から、 

わたしたちを救い、祖先をあわれみ、 

とうとい契約を心に留められた。 

 

神は先祖アブラハムに約束されたとおり、 

逆らう者から わたしたちを救われた。 

生涯を きよく正しく平和に送り、 

神に仕えることができるように。 

 

幼な子よ、おまえも神の預言者と呼ばれ、 

主の前を歩み、その道をととのえ、 

罪のゆるしによる救いを その民に知らせる。 

すべては神のあわれみのこころによる。 
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神の深いあわれみにより、 

夜明けの太陽は わたしたちに臨み、 

闇と死の影にある人を照らし、 

わたしたちの歩みを平和に導く。 栄 

 

先 賢い者たちは大空のように光り輝く。 

多くの者を正しい道に連れ戻す人は、天上の星のようだ。 

 

共同祈願 

司 すべての聖性の源、模範である父なる神に、子としての心をもって

祈りましょう。 

 

先 神よ、あなたは、柔和で謙遜な御子キリストの生き生きとした姿を 

  聖フランシスコ・サレジオのうちに見せてくださいました。 

  わたしたちもやさししい心、へりくだる心をもつことができるよう

にしてください。 

 

答 神よ、あなたの愛を私たちのうちに。 

 

先 神よ、あなたは聖フランシスコを、疲れに負けない福音宣教者の模

範とされました。み言葉を、信仰をもって受け入れ、勇気をもって

あかしすることができますように。 

  

先 神よ、あなたは、聖なる博士に創造物の美しさと善さを味わわせて

くださいました。さまざまな状況の中で、この世の善い面をも見き

わめることができますように。 

  

先 神よ、あなたは、わたしたちの保護者に対話のすばらしい技をお与

えになりました。わたしたちも人々を理解し、迎え入れることがで

きますように。 

  

先 神よ、あなたは、聖人を霊的指導の模範となさいました。わたした

ちも、若者を聖性の道に導くことができるよう助けてください。 
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主の祈り 

 

結びの祈り 

いつくしみ深い神よ、 

すべての人にすべてとなるため 柔和で 寛大な愛を示すよう 

聖なる司教フランシスコ・サレジオに お望みになりました。 

わたしたちも日々の生活と 人々への奉仕によって、 

あなたの愛のすばらしさを 

あかしする恵みを与えてください。 

わたしたちの主 イエス・キリストによって。アーメン。 
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昼の祈り 

初め （しおり） 

 

 

賛歌  

 

主よ、わたしたちの賛美を受け入れてください。 

柔和なフランシスコは、  

愛するがためにたち向かい、 

み言葉を叫ぶために戦いました。 

 

主よ、感謝します。 

わたしたちの誇る柔和で、 

聖なる保護者をあたえ、 

信頼するよう、こころ配られたことを。 

 

フランシスコは見つめています、 

あなたの愛で心が新たにされて。 

フランシスコは叫んでいます、 

ことばに力が与えられ、保護と恵みを受けて。 

 

あなたのみ名のゆえに、 

わたしたちは祝福されています。 

フランシスコの聖徳をしたって、 

み顔を見あげられるよう、つたない祈りを捧げます。 
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詩編唱和 

詩編 118 喜びと救いの叫び 

 

先 心から神に信頼しよう。 

   神のいつくしみは永遠 （アレルヤ）。 

 

 

神に感謝せよ。 

神は いつくしみ深く、そのあわれみは永遠 

イスラエルよ、叫べ。 

「神のいつくしみは永遠。」 

アロンの家よ、叫べ。 

「神のいつくしみは永遠。」 

神をおそれる者よ、叫べ。 

「神のいつくしみは永遠。」 

 

苦悩のさなかで神に助けを求めると、 

神はこたえて わたしを広い所に移された。 

神はわたしのささえ、わたしは恐れることがない。 

だれもわたしに手をくだせない。 

神は わたしのささえ、わたしのたすけ、 

わたしは はむかう者を ものともしない。 

 

人の力をあてにするより、 

心から神に信頼しよう。 

支配する者にすがるより、 

心から神に信頼しよう。 

 

 

詩編 118 （10－18） 

 

先 神はわたしの力、わたしの歌 （アレルヤ）。 
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すべての国に囲まれたのに、 

神の力によって、わたしは かれらを打ち砕いた。 

四方から取り囲まれていたのに、 

神の力によって かれらを打ち砕いた。 

 

かれらは はちのように わたしを囲み、 

いばらの火のように燃えあがったのに、 

わたしは神の力によって 

かれらを打ち砕いた。 

わたしが打ちのめされようとしたとき、 

神は わたしを助けられた。 

神は わたしの力、わたしの歌。 

神は わたしの救い。 

 

神に従う人の幕屋には、勝利と喜びの叫び。 

「神の右の手は力を示す。 

神の右の手は高く上がり、 

その右の手は力を示す。」 

 

わたしは死なず、わたしは生きる、 

神のわざを告げるために。 

神はわたしを責められたのに、 

死に渡そうとはされなかった。 

 

 

詩編 118（19－29） 

 

先 神に感謝せよ。神はいつくしみ深く、 

   そのあわれみは永遠 （アレルヤ）。 

 

正義の門よ、とびらを開け、 

わたしは中に はいって 神に感謝しょう。 

これは神の門、 

神に従う人は ここから はいる。 
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わたしは あなたに感謝する。 

あなたは こたえて わたしを救われた。 

 

家造りの捨てた石が、 

もっとも たいせつな石となった。 

これは神のわざ、 

人の目には不思議なこと。 

きょうこそ、神が造られた日、 

この日をともに喜び祝おう。 

 

「神よ、救いをわたしたちに。 

神よ、しあわせを わたしたちに。」 

「神の名によって集まる人に神の祝福。 

祝福は神の家から あなたがたの上に。」 

 

 

主は わたしたちを照らしてくださる神。 

枝を携えて行列に はいり、祭壇まで進もう。 

あなたはわたしの神。 

あなたに感謝し、あなたをたたえる。 

 

神に感謝せよ。 

神は いつくしみ深く、そのあわれみは永遠。栄 

 

神のことば （エフェソ５，１－２） 

 

あなたがたは神に愛されている子供ですから、神に倣う者となりなさい。 

キリストがわたしたちを愛して、御自分を香りのよい供え物、つまり、

いけにえとしてわたしたちのために神に献げてくださったように、あな

たがたも愛によって歩みなさい。 

 

先 かれの愛の偉大さ、 

答 神はかれを知識で満たされた。 
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結びの祈り 

いつくしみ深い神よ、 

すべての人にすべてとなるため 柔和で 寛大な愛を示すよう 

聖なる司教フランシスコ・サレジオに お望みになりました。 

わたしたちも日々の生活と 人々への奉仕によって、 

あなたの愛のすばらしさを 

あかしする恵みを与えてください。 

わたしたちの主 イエス・キリストによって。アーメン。 

 

晩の祈り 

賛歌   

 

神の慈愛の神的な鏡、 

ほとばしり出る水、 

あなたは毎日の心配を和らげる平和を与えてくださる。 

 

あなたのあの謙虚な喜びを教えてください。 

人々のために日々自分を失うあの喜びを。 

夜、疲れた手に多くの実りを携えて家路に着くために。 

 

素直な柔和、知恵に満ちた賢明さを得させてください。 

あなたのほほ笑みと沈黙を秘めたあなたの輝きで 

わたしたちを照らしてください。 

 

ぶどう畑でのわたしたちの熱心な働きを支えてください。 

新しいぶどう並木を生みだし、 

その実りの収穫の時、わたしたちを驚きで満たしてください。 

 

愛のうちに、いのちと死を変容させてください。 

愛は自分の花の香りを永遠に放ちます。 

唯一、残るのは愛だからです。 

 

おん父、おん子、いのちのうちに、 
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わたしたちをご自分の似姿に造られた神に、 

代々とこしえに栄光がありますように。アーメン。 

 

第一唱和 

詩編 15  神の前に ふさわしい人 

 

先 わたしは羊の群れの牧者。 

わたしは失われた羊をさがし、迷える羊を連れもどす。  

アレルヤ。 

神よ、あなたの幕屋に泊まる人、 

あなたのとうとい山を すまいとする人はだれ。 

それは、とがなく歩み、正義を行い  

心から まことを語る人。  

ことばで人を傷つけず、 

その友に悪を行わず、隣人を はずかしめない。 

神を捨てた者を戒め、神を おそれる者を とうとぶ。 

悪いことはしないと誓って、それを変えることはない。 

金を貸して利をむさぼらず、 

わいろを取って罪のない人を苦しめない。 

このように ふるまう人は、 

とこしえに ゆらぐことがない。 栄 

 

第二唱和 

詩編 112  神をおそれる生き方 

先 太陽が輝くように、フランシスコは主の家でてらす。 アレルヤ。 

 

しあわせな人、神をおそれ、 

そのおきてを喜びとする人。 

その子らは地において強くなり、 

心の正しい子孫は祝福される。 

富と栄えは その家にあり、 
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かれらは とこしえに恵まれる。 

光は やみの中に輝き、 

神に従う人、心正しくあわれみ深い人を照らす。 

しあわせな人、情け深く人に貸し、 

仕事を公正に行う人。 

神に従う人は とこしえにゆるぎなく、 

その思いでは いつまでも続く。 

かれは悪い知らせを恐れず、 

神に信頼して その心はゆるがない。 

毅然として何者も恐れず。 

ついに、敵に うち勝つ。 

かれは貧しい人に惜しみなく与え、 

その正義は世々に続き、その誉れは高められる。 

神に逆らうものは これを見て怒り、 

歯ぎしりして退き、その望みは消えうせる。 栄 

 

第三唱和 

新約の歌（黙示録 15・3－4） 礼拝の歌 

 

先 私に恵みがあたえられた、 

  キリストの探りきれない富を、すべての民に解き明かす。 

万物の主、支配者である神よ、 

あなたは偉大、そのわざは不思議。 

諸国の民の王である主よ、 

あなたは正しく、その道はまこと。 

ただひとり、あなたは聖なるかた、 

すべての人は あなたをおそれ、その名をたたえる。 

あなたの正しいさばきは明らかにされ、 

すべての国の民が来て、 

あなたの前に ひれ伏す。 栄 
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神のことば （１テサロニケ２，6－8．11－12） 

 また、あなたがたからもほかの人たちからも、人間の誉れを求めま

せんでした。わたしたちは、キリストの使徒として権威を主張するこ

とができたのです。しかし、あなたがたの間で幼子のようになりまし

た。ちょうど母親がその子供を大事に育てるように、わたしたちはあ

なたがたをいとおしく思っていたので、神の福音を伝えるばかりでな

く、自分の命さえ喜んで与えたいと願ったほどです。あなたがたはわ

たしたちにとって愛する者となったからです。 

あなたがたが知っているとおり、わたしたちは、父親がその子供に対

するように、あなたがた一人一人に 呼びかけて、神の御心にそって

歩むように励まし、慰め、強く勧めたのでした。御自身の国と栄光に

あずからせようと、神はあなたがたを招いておられます。 

 

先 あなたの兄弟のまことの友のように、 

答 あなたの民のためにお祈りください。 

先 あなたの命をあなたの民に捧げられた。 

答 あなたの民のためにお祈りください 

先 栄光は父と子と聖霊に。 

答 あなたの兄弟のまことの友のように、 

あなたの民のためにお祈りください。 

 

福音の歌 

 

交唱 

司教フランシスコ、愛に燃えて、神はあなたを多くの人の父に選ば

れた。 

わたしたちを永遠の命の牧場に導いてください。アレルヤ。 

 

わたしは神をあがめ、 

わたしの心は神の救いに喜びおどる、 

神は卑しいはしためを顧みられ、 

いつの代の人もわたしをしあわせな者と呼ぶ。  

神は わたしに偉大なわざを行われた。 
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その名はとうとく、 
あわれみは代々、神をおそれ敬う人の上に。 

 
神はその力を現わし、 
思いあがる者を打ち砕き、 
権力をふるう者を その座からおろし、 
見捨てられた人を高められる。 
飢えに苦しむ人は よいもので満たされ、 
おごり暮らす者は むなしくなって帰る。 

 
神は いつくしみを忘れることなく、  

しもべイスラエルを助けられた。 

わたしたちの祖先、 

アブラハムとその子孫に約束されたように。 栄  

 

交唱 

司教フランシスコ、愛に燃えて、神はあなたを多くの人の父に選ばれ

た。 

わたしたちを永遠の命の牧場に導いてください。アレルヤ。 

 

 

共同祈願 

 

司 キリストに新しい契約の民を委ねられた御父に、信頼をもって祈り

ましょう。  

 

先 あなたは聖フランシスコ・サレジオのうちに熱意と分別に満ちた牧

者の姿をお立てになりました。司牧にたずさわるすべての司教、司

祭、助祭を助け導いてください。 

 

答 主よ、あなたの教会を聖なるものにしてください。 

  

先 あなたは聖フランシスコの心に教会一致の熱意を燃え立たせてく

ださいました。 
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  キリスト教の共同体が一致に向けた対話の道を歩むようにしてく

ださい。 

  

先 聖フランシスコにヒューマニズムの精神を与えてくださった父よ、 

  文筆家や出版社が民の文化において有力な教育者となるようにし

てください。 

  

 

 

先 わたしたちの聖なる保護者を、あなたは知恵に満ちた霊性の達人に

されました。 

  すべてのサレジアン・ファミリーを祝福してください。 

  

先 あなたは聖なる司教フランシスコを栄光のうちに迎えられました。 

  彼の取次ぎによって、すべての死者をあわれんでください。 

 

主の祈り 

 

結びの祈願 

いつくしみ深い神よ、 

すべての人にすべてとなるため 柔和で 寛大な愛を示すよう 

聖なる司教フランシスコ・サレジオに お望みになりました。 

わたしたちも日々の生活と 人々への奉仕によって、 

あなたの愛のすばらしさを 

あかしする恵みを与えてください。 

わたしたちの主 イエス・キリストによって。アーメン。 
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