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教皇フランシスコは、わ
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服部大介神父

御父のいつくしみのみ顔で

「イエス・キリストは、
るにあたっての大勅書の冒

くしみの特別聖年」を始め

スト者が、身体的な慈善の

は、この大聖年の間にキリ

についてじっくり考えてく

頭の教皇フランシスコのこ
先ず第一に、わたしたち

ださることです。それは、

す。・・・ナザレのイエス
してその全人格を通して、
は、イエスのことばと行

貧困という悲劇を前にして

わざと精神的な慈善のわざ

神のいつくしみを明らかに
い、全生涯によって明らか

眠ったままであることの多

げ、イエス・キリストの

る神の）いつくしみを告

中で生きていきましょう。

ように」を、日々の生活の

「いつくしみ深く 御父の

ら、この聖年のモットー

「教皇フランシスコ イエス・キリス
ト、父のいつくしみのみ顔

注３

注２

いつくし

証人である。」 使命を

二十五／ 同十五

みの特別聖年公布の大勅書」一／ 同

よりもいつくしみの真の

啓示の中心としてそれを

慈善のわざに励みなが

注３

確認し、実行して行くの

注１

なさいます。」

にされた父なる神のいつく

つくしみの優先対象である

第二バチカン公会議閉幕

そして、イエスの生き

という福音の核心を、より

いわたしたちの意識を目覚

方を観想することによっ

いっそう深く理解するため

しみを、しっかりと観想し

て、「教会は自らの第一

の一つの方法となることで

五十周年を記念して「いつ

の使命が、大きな希望と

しょう。」

めさせ、貧しい人が神のい

大きな矛盾に満ちたこの

なければなりません。

とばです。

「わたしの心からの思い

ます。

べきかを熱く語りかけてい

たしたちが何に力をいれる
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生きることによって、何

時代にこそ・・・（父な
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ると、後には疑問にも思わな
くなってしまうひ弱さをわた
したちは持ち合わせているこ
とを自戒したい。▲「星の王
子さま」にこんな一節があり
ます。「言葉というのが勘違
いのもとなんだ。」日頃、幼
稚園児と接していて、子ども
は実に言葉、理性よりも感性
中心に生きていると感じま
す。実際、わたしは子どもた
ちからたくさんの力、喜びを
もらっています。大人になっ
ても子どものような感性を保
ちつつ、状況を分析、判断す
る力を持ちたい。▲御言葉、
すなわち、主イエス・キリス
トこそ、ウソ偽りのない言葉
とわたしたちはミサのたび、
本気で心から信仰宣言してい
るはずですが、いささか心も
とないのが現状かもしれませ
ん。わたしたちキリスト者は
言葉を復権する最高の術をす
でに持ち合わせていることを
想い起したい。いつくしみの
特別聖年にあたって。
（光教会・ 後藤正史神父）

「じゃけえのう」とは広島弁で
「だからね！」という意味。

いつくしみの門、開かれる・コラム
教区の動き・殉巡ネット・予備神学校
家族大会
世界平和記念聖堂関連・Ｊ‐ＣａＲＭ
地区・海峡からの風・施設・青少年・ひと粒

「御言葉は人となり、わたし
たちのうちに住まわれた。」
神の子が人となり、わたし
たちの世界に生まれたことは
空前絶後の出来事ですが、そ
れは過去の歴史に刻まれて終
わるものではありません。主
キリストは、現在も未来もわ
たしたちと共に歩んでくださ
る方、インマヌエルです。
▲最近始まったことではない
けれど、言葉の持つ力が急速
に下落しているというほかあ
りません。最も多くの人がテ
レビで観るというニュース番
組に登場する政治家たちの言
説や言葉づかいにそれが顕著
に見て取れるでしょう。
▲「積極的平和主義」を掲げ
ながら、憲法九条の骨抜きや
軍備増強を図るとか、福島原
発事故原因の糾明も定かでな
いまま「安全が確保された」
と原発を再稼働するなど、
言っている言葉とその内容、
現実のギャップがはなはだし
い。初めはおかしいなと思う
ことでも幾度も聞かされてい

広島司教区宣教司牧連絡会

【二〇一五年度（第二回）
いる。専任として関わるこ

担当として一緒に活動して

大西助祭が専任の青少年

聞こえ、少しずつでも成果

から参加させたいとの声も

を知った保護者から、次回

た。予備神学校の活動内容

おいて次のことを中心に検

か？」という共通の課題に

との連携が不十分ではない

だけなのか？」「他の教区

「なぜ津和野の三十七人

ト、当日の分かち合いの内

で 家
｢ 族大会 を
｣ 開催。本
大会に関連したアンケー

十一月十五日に祇園教会

会。各家庭での祈りの実

開催】
とは重要であり、今後の若
を感じている。

容について、今後、分析し

うに盛り込むかが今後の課

去る十二月十三日、
い世代の活性化に期待した

討を行う。

まとめていく予定。

十 六 名 に な り、 互 い の つ

二〇一五年度第二回広島司
い。活動としては、八月の

●もっとみんなに知っても

※関連記事四ページ参照。

中、継続して行われる活動

教区宣教司牧連絡会（以
教区練成会（米子教会）、

らうため、公式パンフレッ

《山口・島根地区》

践。グループでの祈りの

下、教区連絡会）が、広島
木与の海の家の清掃活動、

トを作成する。

二 〇 一 六 年 度 は、 次 の

題である。

カトリック会館多目的ホー
八月下旬には高校卒業後

●浦上四番崩れに関係する

ながりができている様子。

ルで開催された。司祭、修
の青年の集い（約二十人

教区司教の理解と協力を願

テーマ 教｢会へのチャレン
｣を踏まえ、 家
｢ 庭 ｣と

について、報告と意見交換

道者、信徒の二十四人が出
参加）、十一月の福山ソフ

う。

《津和野乙女峠殉教者列聖

席した。
トボール大会参加、更には

教会 ｣について共に考え
｢
ていく。
更に次の三年後は、

十一月は、カトリック神学

昨年度からの広島教区長

教区青年大会を開催し約

● 列｢聖を願う会（仮称） ｣
として進め、底辺を広げて

テーマ 社｢会へのチャレン

が行われた。

空位により、教区宣教司牧

五十人が参加した。また毎

いく。そのために会として

会。ミサ後 家
｢庭 に
｣ つい
ての分かち合いなど。

評議会が開催できない（教

規約等が必要。

運動》

会法五百十三条）ため、教

週木 金
･ 土
･ 曜に青少年情
報センターを開いている。

院福岡キャンパスを訪問し

区管理者である肥塚神父、

とにかく自分たちでやって
《教区共通カテキズムの作

《青少年育成》

平和の使徒推進本部の主催

みる、という活動趣旨であ

成》

一〇〇周年に向けてのテー
司祭養成として具体的に

ム）作成の専門委員会を立

区共通テキスト（カテキズ

から報告があった。

（十四年～十六年） の
｣取
り組み』について、各地区

な交わりを教会全体でサ

その子どもたちとの積極的

ポート。国際結婚の夫婦、

緩やかな連携。高齢の方

《伯雲ブロック》

ジ ｣を踏まえ、 教
｢ 会 ｣と
社
｢ 会 ｣を共に考えていく
予定。

ジ

《広島地区》

により教区連絡会が開催さ

る。

次の議題、『教区創立

れ、次のことが話し合われ

《召命促進》

最中に、いつくしみの特別

は、前田大司教が掲げられ

ち上げ、第一回を七月に、

《岡山・鳥取地区》
て、第六回を九月に、第七

予備神学校の活動とし

作成されていた素案の内容

員会は、昨年度までに既に

は二月ごろ開催予定。本委

毎日の生活が家庭へのチャ

づけられていると感じる。

ある程度、各教会に意識

通して喜びを分かち合う。

訪問し合い、行事、活動を

ポート。三教会が、互いに

の教会への送り迎えのサ

聖年『聖なる扉』の開門式

た「十年間で十人の司祭叙

第二回を九月に開催。次回

マ 家
｢ 庭へのチャレンジ

が世界平和記念聖堂で行わ

階」を目指す。

回を十一月に開校した。今
議題はまず、教区が取り

広島地区で開催された

《教区全体の動き》
年度は、第八回を二月に開

島教区独自の内容をどのよ

について検討している。広

組んでいる優先課題として

校予定である。小中高生も

レンジと言える。 信
｢ 仰と
家庭」をテーマにした黙想
広島教区長空位の状況の

た。

員全員が開門式に出席し

れたため、その時刻は評議

初聖体、堅信、結婚の教

た。また、この日の会議の

平和の使徒推進本部

教 区 の 動き

報
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家族大会で実施した ア
｢ン
分かち合い記録 ｣
ケート ｣｢
は、具体的な内容もあり、

分析することで、これまで

世界連邦
岡山県宗教者大会
岡山・鳥取地区
きょうどうチーム

十一月三十日（金）、岡山

の雰囲気に包まれることにな
りました。キリスト教枠とし
て二十席が用意されていまし
たが、カトリックのみの参加
となり、倉敷ブロック信徒を
中心に十六名程が参加しまし

教者大会が開催されました。

殿にて第三十五回世界連邦宗

席させて貰えるありがたさを

感じさせる聖なる空間」に同

宗教は違っていても「神を

の二年間の成果と 家
｢ 庭へ

岡山県下に展開する諸宗教

憶え、それぞれの信仰を考え

た。

の年一回開催の合同祈願祭

る上で大きな助けになりまし

県倉敷市の大本岡山本苑万寿

次に、『平和年』につい
で、各宗教施設を会場とする
た。

のチャレンジ の
｣ まとめと
して三年目を迎えるための

ての報告。続いて『奉献生
毎年持ち回り制の祭儀です。

山口島根の三地区で持ち回り

他宗教と触れ合うことので

し、今年度で一回りの節目の

会場となる宗派が儀式を取り

には、出来るだけ多くの信徒

迎えた会議であった。津和野

きる祈祷会のような合同集会
に参加していただきたいと望

仕切り、その作法に則って祈
願祭が行われますので、宗教

んでいます。

山本苑万寿殿を会場に、凡そ

今年は倉敷市にある大本岡

力」を頼ることがいかに大事

大震災からの復興に「自然の

「海を恨まず」では、東日本

第二部に行われた講演会

が、今回の会議には十八人が

会や活動組織で構成される

抱える教区内二十箇所程の教

や鶴島等、殉教地や巡礼地を

体感する事になります。

の異なる者にとっては、とて

各地区の修道女連盟（修女
教区連絡会の後半は、各
地区、ブロックの報告に続
いて、世界平和記念聖堂保
存活用委員会（耐震診断検
討委員会）から、補強、修
理検討を進める上での考え

会議に先立ち、会議参加者

参加した。
きていく事しかできない人間

は、恒例の萩教会から萩キリ

なことであり、自然と共に生

と報告があった。

の無力な、しかし、偉大な姿

三百人が個性ある儀式と独特

※関連記事五ページ参照。

「萩巡礼ウォーク」にも参
加。

会議ではこれまでの活動の

ネットワーク）」は、事務局

巡ネット（殉教地・巡礼地

周年大会で発足した「教区殉

で開催。十二年前の教区八十

十一月十四日（土）萩教会

思っている。

者に押印してもらえたらと

し、色々な巡礼行事等で参加

来年度から少しずつお披露目

のスタンプ作成を決議した。

リーに倣って、各巡礼行事等

紹介と共に、教会スタンプラ

を四年毎に岡山鳥取・広島・

第四回全体会議開催

教区殉巡ネット

シタン殉教者記念公園まで

方、補強方針について説明

もエキサイティングな催しを

連）からあった。

る。

参考になるものと期待す

活の年』についての報告が

大本岡山本苑万寿殿の様子

が語られた。

以上のことが話し合わ
れ、祈りと祝福のうちに三
時間の教区連絡会を閉会し
た。
なお、本教区連絡会は、
現状の確認、報告事項の連
絡が目的に開催される。
意見や要望など、平和の
使徒推進本部までどうぞ。

予備神学校

十一名で、日本カトリック神

タッフ四名、生徒六名の計

予備神学校は、司祭一名、ス

去る十一月三日、広島教区

日本カトリック神学院
「召命の集い」へ参加

中央に肥塚神父

キャンパスが私達を迎えてく

然に囲まれた壮大で美麗な

神学院の門をくぐると、自

しました。

た「召命の集い」に参加いた

学院福岡キャンパスで行われ

信徒会館での会議の様子

主司式によるミサに与りまし

セフ・チェノットゥ大司教様

最後に、駐日教皇大使ジョ

う祈りたいと思います。

ンパスに入学する人が出るよ

か。生徒達の中からこのキャ

なったのではないでしょう

生を身近に感じる良い体験と

徒達にとっても神学校、神学

会となりました。参加した生

らの意外な一面を見る良い機

は間違いないのですが）、彼

が（もちろん彼らが勤勉なの

観を私達は持ってしまいます

彼らは勤勉であるという先入

容でした。神学生というと、

どもまで楽しめる充実した内

イズコーナーなど大人から子

画が行われ、尺八の演奏やク

行い、神学院からも様々な企

コーナーや書店などの出店を

れました。各教会が、フード

萩教会
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に集めてくださったことに感

るミサは圧巻で、神様が一つ

た。約千三百名が一堂に会す

く、宣教活動が必要である」

の個人的な関係だけではな

る。弟子であることは、神と

エスを見せることが必要であ

もたちは駆け回り、全身

画してくれました。子ど

心になって、ゲームを企

中ブロ広島スタッフが中

子どもプログラムは、

しましょう～』です。子育て

よう～祈りと家庭の場を見直

一緒に過ごす時間を大切にし

しました。テーマは『家庭で

した。外国語グループも用意

謝しました。イエス様はおっ
と話され、私達一人一人も召

しゃいました。「収穫は多い

と仕事の両立でミサに与れな

し出されていることを強調な

で喜びを表していまし

が、働き手が少ない。だか

い現実、苦悩について語って

さいました。広島教区予備神

た。青年が中高生をサ

ら、収穫のために働き手を
学校も召命促進をモットーと

くれた方、忙しくても食前に

して活動しております。今後
解、お祈り、そしてご協力を

の内容が紹介されまし

に実施されたアンケート

として、広島地区で事前

ず聖堂に集まり、全体会

う話もありました。分かち合

して許して頂いている、とい

で神様に一週間のことを報告

サに与れない日曜日は、家族

らいはある、という意見、ミ

だきます。」と唱える時間く

「神様感謝します。神様いた

送ってくださるように、収穫

になった私達の祈りが天まで
お願い申しあげます。

た。「家族で一緒に食事

大人プログラムは、ま

ポートし、上級生が下級

の主に願いなさい」（マタイ
とも変わらぬ皆様方のご理

生の面倒をみました。

九・三十七 三十八）。一つ
届きますように！そして神様
が、多くの働き手を送ってく
ださいますように！
ジョセフ・チェノットゥ大

いを通して、色々なことに気

が行われ、聖家族の模範にな

をする時間はありますか」

れない理由は何ですか」な

らって生活できるように、祈

学校の報告が披露されまし
小学校の学習発表会のよう

ど、家族、祈り、信仰継承に

りを捧げました。

広島地区
『家族大会』開催
去る十一月十五日（日）祇

なイメージでしたが、事前練

関するアンケートです。ま

司教様は、ミサの最後の挨
園教会において、広島地区の

習の中で横のつながりができ

た、「家庭の祈り」の冊子の

大会の最後は、聖堂でミサ

拶で、「フィリポに、イエ

信徒約二百七十人（子ども約

たことや、自分たちの教会を

づくことができたようです。

スに会いたいと言ったギリ

百人、大人約百七十人）が集

越えて新たな発見がありまし

紹介、ヴィタリ神父からは

「家庭での祈りの時間はあり

シャ人（ヨハネ十二・二十

い、「家族大会」が開催され

「家庭は人生の基礎、子ども

ますか」「子どもがミサに与

二十二）のように我々もイエ
ました。

た。また、本大会の目的のひ

達の基礎であり、家庭を良く

スに会いたい。イエスについ

信仰を次の世代に伝

とつであった事前準備を通し

することを考える必要があ

島
て語るだけでは不十分で、イ

えていくために、私た

て、各家庭で話し合ったり練

『言葉だけで済まさないで、

ちに何ができるかを考

行いをもって示すこと』で

る。良くするために必要なこ
昼食は有志の方々の協力に

す。『家庭で一緒に祈るこ

習したり、そうした家族の時

より、カレーライスが用意さ

間が持てた方もいたようで

れ、参加者全員で同じ食卓を

える場として、大会

まず午前の部は、幼

と』は神様が家族に望まれて

テーマ『信仰～やっぱ

稚園ホールで、地区長

囲みました。大会のために、

いることを思い出すために必

とは『時間を掛けること』、

のヴィタリ神父の開会

お米、ジュース、お菓子など

企画しました。

の挨拶と祈りに続き、

れて、分かち合いが行われま

続いて、八グループに分か

要」と話されました。
分かれた内容です。

午後の部は子どもと大人に

の寄付も頂きました。

す。

た。

祇園教会、集合写真

ステージで歌や劇な
ど、各教会からのパ
フォーマンス、予備神

ゲームを楽しむ子どもたち

－

り家庭から～』として

日本カトリク神学院福岡キャンパスで学んでいる
ロイ神学生（広島教区）を囲んで

(4)
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絵」を頂きました。大会を通

「壁飾りになる聖家族の御

この大会に参加した記念に

予定です。

ンデリアの落下防止策も行う

ほか、信者席の上にあるシャ

にスリットを設けます。この

の上階を鉄骨で補強し、各階

ンクリートの壁が少ない鍾塔

を新設します。このほか、コ

れがあり、鍾塔周辺に杭基礎

盤の液状化現象により傾く恐

四十五メートルの構造体が地

鍾塔については、高さ

して、家族で支え合って、信
仰継承していくことを願いた
いと思います。
重要文化財

世界平和記念聖堂

世界平和記念聖堂の
耐震補修工事の概要

放しコンクリートの劣化部分

ライン社のあった都市で、記

作・寄贈したボフメル・フェ

は、記念聖堂の平和の鐘を制

の四隅に上階から基礎まで鉄

を補修し、劣化を防ぐ対策を

念聖堂の平和の鐘の存在を思

筋棒を貫通させ、地震時の揺

修工事の概要を報告し、募金
行います。また、雨漏りを繰

い起こして来堂されました。

重要文化財・世界平和記念

活動への積極的な取り組みを

り返す大屋根の鉄骨の補強と

第一の鐘の銘に「戦争の道具

聖堂の保存活用委員会は、昨

要請しました。本年九月の事

銅板の葺き替えを行うほか、

たりし鋼鉄はもはや民々を平

れを制御します。聖堂の補修

業着手に向けて文化庁や公共

内陣のドーム天井も鉄骨の補

年十二月十三日に開催された

団体との調整が大詰めの段階

強と天井仕上げを全面的に更

工事では、外装レンガや打ち

にあり、信徒の皆様に事業の

教区宣教司牧連絡会に耐震補

理解と協力を得て推進したい

島

教

ドイツ・ボーフム市のプロテスタント教会の方々との交流会
の様子。右、ドイツ語で説明をする福田神父

標です。外観に影響を及ぼさ

このうち全世界の人々との友

各種の行事が行われました。

昨年は戦後七十年に当たり

＊通信欄に「聖堂保存献金」と記入
してください。

和に招く」とあります。

ないよう建物内の聖歌隊席に

愛と平和のシンボルとして建

口座番号：01320-3-109791

新。このほか、外壁から浸透

通じる階段室や玄関脇の倉庫

設された記念聖堂を証しする

口 座 名：カトリック広島司教区

と考えています。

の壁を補強するほか、洗礼堂

した雨水の痕や亀裂などの内

やマリア聖堂に通じる脇玄関

出来事がありました。十月

聖堂の耐震補強工事は、欄

の広間に鉄骨の柱、梁のフ

十一日にドイツ・ボーフム市

壁の補修、ステンドグラスの

レームを設置して補強しま

にあるプロテスタント教会の

修復などを行う予定です。

す。また聖堂全体で構造的な

人々が来堂され、平和の分か

間彫刻のある正面玄関付近の

バランスを取るため、内陣の

ち合いが行われました。同市

耐力不足を解消することが目

モザイク壁画のある壁の下部

世界平和記念聖堂募金
郵便振替口座

広

区
カトリック
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藤本 忠文

お引き受けして

の担当を
J-CaRM

防府教会

それは二〇一四年十二月の
ある日でした。午後八時過ぎ
に卓上電話が鳴りました。声
の主は細江教会の桝谷さんで
した。桝谷さんは、私が支援
をしている岩手県大槌町の被
災地の方々が作っておられる
人形販売の協力者の一人で
す。その桝谷さんがいきな
り、「藤本さん、一生に一度
のお願い」と言って電話をし
てこられました。
「私で出来ることなら何な
りと協力しますよ。」と返事
をしましたら、最近体調が良
くないので、山口・島根地区
の J-CaRM
の担当を引き受け
てくれないかとのことでし
た。体調がすぐれないとうか
がい、仕事の重要性を考慮す
ることなく引き受けました。
広島の会議で小松さんの活
動内容を聞き、宇部での四名
のフィリッピン女性が関係す
る 事 件 を TV
報道で知るなど
し て 、 J-CaRM
担当者の仕事
の重要性を認識するようにな
りました。在日フィリピン、

ヴェトナムの方たちが巻き
込まれた問題の裏には、と
ても複雑で簡単に解決でき
るものは一つもありませ
ん。宇部のケースも専門的
な知識が不可欠です。
また、各教会の担当者
は、それぞれの地域の関係
者の実情さえ十分に把握で
きていません。名簿づくり
から始めましたが、全員の
顔を見たわけではありませ
ん。また、緊急時にすぐ連
絡が入るほどの信頼関係が
出来ているわけでもありま
せん。外国から来て不慣
れな日本での生活をしてお
られる方たちが困ることの
な い よ う に 、 J-CaRM
の担
当者を中心とした教会のみ
んなで日頃話が出来る関係
を作ることが大切です。日
常相談にのれるようなつな
がりを持ち、問題が大きく
なる前に話せる関係を作り
たいものです。私自身の英
国・ドイツでの数十年の生
活経験からも、その国の
方々と話せる関係を持つこ
とはとても大切だと思いま
す。
新年にはもう少し役立つ
仕事をしたいと思っていま
す。

地区便り
山口島根地区

「クリスマスセレモニー音

リスマス市になる。」の

にて「十二月、山口市はク

から山口サビエル記念聖堂

十二月一日（火）十八時

（日）、マザー テ
･ レサ写
真展（延べ六百五十名）。

二十一日（土）～二十九日

めて千五百名）。十一月

館にて。立ち見制限も含

和子講演会（渡辺翁記念

体の参加もあって二百五十

＆式典＆祝賀会が行われ、

教会創立八十周年記念ミサ

十一月七日（土）、宇部

年の記念行事が行われた。

八十周年、境港教会五十周

三日（火・祝）、米子教会

よそ八十年が経ち、十一月

リックの種が蒔かれて、お

日時：二月十一日（木・

セミナー

移動者委員会大阪教会管区

＊日本カトリック難民移住

た。

会場：岡山教会

米子教会、聖堂にたくさんの信者が集まった

「使徒的勧告

ろう

福音の喜び」

なり ふ

五十五参照）は、格差と排除

という策を弄して、形振り構

わず人間の尊厳を踏みにじる

は、二〇三〇年迄に原発全廃

年の大震災と原発崩壊の警告

伝え巡りました。●二〇一一

め世界に母心のメッセージを

ます。被爆のマリアも国連始

の宝」は世界の宝に成ってい

拓かれた道です。
「広島教区

の先駆者憲法九条は荒れ野に

パウロ二世の平和メッセージ

ます。広島での教皇ヨハネ・

への希求」として生まれてい

類の多大な犠牲の上に「平和

い！）二十世紀後半から、人

トレヘム、あなたは小さくな

誕生＝福音は、少しずつ（ベ

愛と正義と平和の国の新しい

十二）
。 ● 人 類 待 望 の 現 実、

ら 脱 出 し ま す。
（ マ タ イ 二・

報（夢）に依り「別の道」か

指 示 に は 従 わ ず、 民 衆 の 情

方 傀 儡 権 力（ ヘ ロ デ 王 ） の

当時のローマ帝国のユダヤ地

た東方からの三異邦人達は、

救い主誕生に最初に招かれ

島」からの発信と行動が、教

政権の行動です。
「世界の広

治行動も「魂を失った」人間・

其の動力源原発売り込みの政

期させ、インドへの新幹線、

的疑問視からの国連調査も延

して、特別秘密保護法の国際

以内に臨時国会開催も反故に

憲法改定案五十三条：二十日

に成っています。自らの党の

の出来事、現実に人々は無知

古での日々の出来事も福島で

アは知らせません。沖縄辺野

行動する人々の現状をメディ

めています。それでも発言し

され、国民の愚民化を益々進

にもなる情報メディアは操作

破壊されています。判断の基

よって変化され、その真意が

すが、正に恣意的に時の権力

の尊厳を守り高めようとしま

であり、神の似姿である人間

法は日本の主権者国民のもの

端っこの人々を。●日本国憲

に追いやります。特に弱者・

偶像礼拝として人々を崖淵

の希望の星まで輝かせまし

区の風として今こそ望まれて

かいらい

た。●しかし人類を約束の地

います。

金の牛」
（教皇フランシスコ

（林尚志神父）

し い て き

へ導く砂漠の道を妨げる「黄

「別の道を」

下関労働教育センターだより
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日（日）、パイプオルガン
奉献記念コンサート（演
奏・寺岡恵美山口教会オル
ガニスト）。十一月二十一

楽の祭典二〇一五」が行わ
十一月二十八日（土）、

名を超える感謝の集いと

日（土）、シスター渡辺

れた。
片柳神父講演会。これまで

＊クリスマスは山口から

そのほか、十一月末から

なった。祝賀会のアトラク
リピンの踊りやワーレ神父

の一連の流れのおかげで、
十一月二十三日（月）、

の歌などで、賑やかに盛り

十二月にかけて、山口・細
田など、各地でクリスマス

益田教会創立五十周年記念

上がった。

ションは、飛び入りのフィ

コンサートが開かれた。防

ミサとお祝い会が行われ

二百名来訪。

府では、キリスト教四派合

摩教会主任司祭晴佐久昌秀

また、記念講演では、多

た。

あった。

なたに福音を語ります」

神父から「今ここにいるあ

＊米子教会八十周年＆境港

と、力強い言葉で励まさ

十二月十三日（日）、柳
井市中央公民館で開かれ

教会五十周年を祝う

キリスト教連合の牧師さん

教区管理者の肥塚侾司神

れ、感激の一日を過ごし

たちやボーイスカウト宇部

父主司式によるミサには約

十三時三十分～

山陰、米子の地にカト

十五団の皆さんも来られ、

二百四十名が参加。ミサ後

祝）

盛大にお祝いができた。

十六時三十分

関連行事として、十月四

の祝賀会はフィリピン共同

＊創立記念関係

待降節黙想会に
た J-CaRM
は、約四十名が参加した。

岡山鳥取地区

同キャロリングの催しも

報

江・防府・長府・徳山・浜

(6)
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センター代表）
場所：観音町教会
＊平和アピール

和祈願ミサが、永井博士記
念館の館長、如己の会の
方々、アルパスの職員の協
力で行われた。
十時から伯雲ブロック三

＊広島地区女性連合研修会

場所：広島カトリック会館

場所：広島カトリック会館

十四時半～十六時半

日時：一月三十一日（日）

＊広島地区財務委員会

場所：世界平和記念聖堂

十四時半～

山口を囲み皆で昼食をいた

を話された。講演の後、

と永井博士との思い出など

ヤス（純心聖母会創立者）

る講演が行われ、故 江角

修道院の 山口キヌエによ

ミサ後、純心聖母会浦上

十四時～十六時

日（月・祝）、雲南市三刀

（松江教会・木村公道）

広島教区の施設

地福教会

巡回教会めぐり

イントが点在するため、年間
を通じて県内外から多数の人

から秋にかけて運行される
「 Ｓ Ｌ や ま ぐ ち 号 」の 撮 影 ポ

の徳佐りんご園が、さらに春

東町）の中心部に、教会はあ
ります。付近には西日本最大

山口市阿東地福（旧阿武郡阿

津和野へ向かう国道九号とＪ
Ｒ山口線に沿うように広がる

山口県の北東部、山口から

に信徒の献金を中心にして完
成したものです。

ています。現在の教会聖堂は
一九五四年（昭和二十九年）

信仰に結ばれた信者の熱心な
活動により地域にとけ込んだ
強い共同体となって今に至っ

域での信仰は他の人々の理解
も進まない中で困難もあった
と記録されています。
しかし、

地福教会の歴史は、一世紀
以上も前、萩から津和野へ向
かうヴィリオン神父の旅の途
上、ここ地福村（現在の山口
市阿東地福）での説教から始
まったとされています。そし
て、一九〇八年（明治四十一
年）に洗礼を受けた信徒の家
が仮聖堂となり、地福の共同
体が誕生しましたが、山村地

山口小教区

シーリーズ
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テーマ：「隣のベトナム人
と私たち」
＊平和アピール

記念
1981

行事

記念
1981

行事
日時：二月二十一日（日）
教会の主任司祭団と大西助
祭によってミサが捧げられ
をはじめ多くの方々が集ま

ミサ・講演：勝谷太治司教

九時半～

日時：四月二十四日（日）
会場：鳥取教会
記念講演：林尚志神父
場所：世界平和記念聖堂

り、永井博士の安息と神様

た。ミサには、雲南市議員

＊広島キリスト教一致祈祷

の愛に満ち溢れた平和を願

（札幌教区）

（毎年二月の行事を北地域
集会

い、ともに祈りを捧げた。

（イエズス会）
で開催のため春に延期）
日時：一月二十四日（日）

広島地区

日時：一月二十二日（金）

多目的ホール

だきながら分かち合いが行

＊広島地区宣教司牧評議会

十時～十五時

＊聖体授与の臨時の奉仕

われた。

日時：一月十日（日）

テーマ：家庭・召命・祈り

者・フォローアップ講座
日時：二月十四日（日）

ミサ司式：加藤信也神父
（祇園教会 主任司

十四時～十六時半
場所：広島カトリック会館

祭・イエズス会）
場所：世界平和記念聖堂

多目的ホール

＊永井隆博士追悼・平和祈

伯雲ブロック

ミサ後研修会（マリアホー
ル）
ミナー第四回

願ミサ

＊信徒のための「霊操」セ
日時：一月二十三日（土）
＊第五～八回は未定

屋文化体育館アルパスで、

二〇一五年十一月二十三

指導：塩谷恵策神父（イエ

パウロ永井隆博士追悼・平

十時～十六時

ズス会・西日本霊性

が訪れるところです。敷地
内には「 隠れ切支丹墓標 」

と書かれた看板と三基の墓
標が設置されています。こ
れは、キリシタン迫害から
逃れるため、山口から峠を
越えてこの地を経由し萩市
紫福へと向かった信者の一
部がこの地に留まって潜伏
したことを証明する資料と
なるものです。これら墓標
の石材は紫福で産出される
粗面安山岩で、紫福に多数
残されているキリシタン墓
と形式も全く同一であるこ
となどから、別れて潜伏後
も互いに連絡・交流を行っ
ていたと推定されます。
地福教会のミサは、可能
な限り毎月第三日曜日に山
口教会の神父が捧げてい

る。

中村昇さん）

地福教会（写真：山口教会

Sr.
シスター山口キヌエ（純心聖母会）

Sr.

Sr.
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リック幟町教会で、『広島

十一月七日～八日にカト

楽器隊で豪華に、そして盛

コライス。テゼの祈りでは

ション、夕食は美味しいタ

神父様のお話、レクリエー

始まり、分かち合いや服部

一日目は、自己紹介から

あいあいと過ごしました。

が集まり、一泊二日を和気

などから参加者計五十五人

区だけでなく、東京や福岡

こと、集まれたことはやっ

てたくさんの人と出会えた

く思います。今回、こうし

声をいただき、とても嬉し

た来年も参加したい」との

かった、楽しかった」「ま

参加者からは、「来て良

年ミサで幕を閉じました。

ミカエル金神父様司式の青

エーションをして、最後は

昼ごはん、楽しいレクリ

お近くの青年にお声かけく

たいと思っていますので、

プした青年大会へご招待し

次回はさらにパワーアッ

に。

すます活躍できますよう

り、青年が各々の場所でま

てさらにつながりが広が

おり、この青年大会によっ

三十二）を引用していたと

え （ マ ル コ 四 ・三 十 ～

祭が「からし種」のたと

（青少年情報センター・

ありがとうございました。

そして参加の皆様、本当に

様、スタッフの青年たち、

さった神父様や信徒の皆

青少年の活動

教区青年大会２０１５～私
り上がった茶話会。二日目

ぱり神様のおかげです。

うに。（かぴ）

私たちも歩んでいけますよ

神のいつくしみに信頼して

レサも列聖されるという。

る」二〇一六年はマザーテ

ころ、神はそこにおられ

「愛といつくしみのあると

の扉に違う力を感じた。

れ、扉をくぐった。いつも

みの特別聖年」の扉が開か

十二月十三日に「いつくし

とうございます。昨年末の

クリスマスと新年おめで

石井美咲）

たちにとっての教会～』を
は、しっかりと分かち合い

開催しました。
二〇一一年以来、四年ぶ

ださい。今回支えてくだ

私たちにわからせてくだ

十月の教区報で大西助

をし、おむすびと豚汁のお

私たちを導いてくれます。

さい。沈黙の大切さを。同

め、黙ってすべてを思い巡

当に神を知るようになり、

「人間という生きものが自

時に、沈黙が兄弟姉妹への

ものではありません。却っ

神は、私たちの人生の

神への信頼が深まって行き

分たちだけのことしか考え

無関心ではないことを。む

らしておられます。けれど

どんな時にも、私たちが

ます。旧約聖書が描くヨブ

ない、そんな毎日が続いて

しろ、エネルギーの泉であ

て、沈黙は他者との関わり

必要とすることをよくご

は、家族、友人、財産、健

いるうち、生きものたちの

り、光を放つものであるこ

も同時に、カナでなさった

存知です。くどくどと言

康など、すべてを失っても

歌がひとつ消え、ふたつ消

とを。あなたの沈黙のマン

を深めます。うわべだけの

りとなる今大会は、広島教

「沈黙」
岡山・岡山南教会

葉を重ねなくても、沈黙

なお、神と語り、神に叫び

えて、それがいつのまに

トで私たちを包み、あなた

ように、兄弟姉妹を気遣わ

のうちに開かれた注意深

声を挙げました。どんなこ

か、なにも聞こえない青い

の強い信仰、高い希望、そ

言葉、見かけだけの判断で

い心は、多くの言葉より

とがあってもヨブは自分の

沈黙の海」ではなく、神の

して深い愛を、私たちにも

ウィル神父（淳心会）

も重要です。神の沈黙と

信仰を完全に保ち、神の沈

うちに深く沈められて、豊

分け与えてください。分裂

れます。

私たち自身の沈黙に心

黙の意味を見いだしていき

かな実りをもたらす沈黙の

はなく、関わりの深みへと

を開けば開くほど、本

ます。

の海に喘ぐこの世界の中
沈黙の聖母よ、あなたは

に歩んでください。

で、旅を続ける私たちと共

海となるでしょう。
たくないから黙っている」

主の神秘の深い淵に身を沈

沈黙は、「他人と関わり
というような自己中心的な
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