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「聖ヨセフの偉⼤さは、彼がマリアの夫であり、イエ
スの⽗であるという事実にあります。そうして、聖ヨ
ハネ・クリゾストモが明⾔したように、『彼は、受⾁
による救いの営み全体への奉仕に参画した』のです。」 
(使徒的書簡『⽗の⼼で』、教皇フランシスコ、2020.12.8) 
 
祈りましょう。 
神よ、あなたの計り知れないみ摂理によって、聖ヨセ
フをあなたの御⼦の最も神聖な⺟の配偶者としてお
選びになりました。地上で彼を私たちの保護者として
敬う私たちが、彼の天上のとりつぎにふさわしい者と
なることができるよう祈り求めます。私たちの主イエ
ス・キリストによって。アーメン。 
 
“The greatness of Saint Joseph is that he was the 
spouse of Mary and the father of Jesus. In this way, 
he placed himself, in the words of Saint John 
Chrysostom, ʻat the service of the entire plan of 
salvationʼ” (“Patris Corde”, Pope Francis, Year of 
Saint Joseph 2020-2021). 
 
Let us pray. 
O God, who in your inexpressible providence were 
pleased to choose Saint Joseph as spouse of the 
most holy Mother of your Son, grant, we pray, that 
we, who revere him as our protector on earth, may 
be worthy of his heavenly intercession. Through 
Christ our Lord. Amen. 
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